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第６回さいたま市発達障害者支援地域協議会会議録 

日 時：令和２年８月２７日（木）15:00～17:00  

                      会 場：エコ計画浦和ビル ３階 東会議室 

次  第  

１．開  会 

２．議  題 

〇 令和元年度かかりつけ医等発達障害対応力向上研修について  

〇 次期障害者総合支援計画の素案について 

〇「保護者のための相談ガイド」について 

〇 発達障害者支援センターからの報告 

３．そ の 他 

４．閉  会 

 配布資料  

・第６回さいたま市発達障害者支援地域協議会 次第 

・第６回さいたま市発達障害者支援地域協議会 委員名簿及び座席表 

・資料１   「令和元年度かかりつけ医等発達障害対応力向上研修について」 

・資料２   「さいたま市障害者総合支援計画素案」 

・資料３－１ 「発達障害者支援センターの事業について」 

・資料３－２ 「発達障害者支援センター令和元年度実績報告」  

・資料３－３ 「令和２年度学生向けキャリア形成支援事業 実施予定講座一覧」 

・参考資料   学生向けキャリア形成支援事業のご案内 

出 席 者  

委    員・・・葉石委員、西村委員、佐藤委員、竹田委員、長谷部委員、中村委員、 

黒田委員、小林委員、高山委員、久保委員、野上委員、清水委員代理 

事 務 局・・・障害政策課長、障害政策課ノーマライゼーション推進係長、障害政策課 

障害者総合支援センター所長、障害者総合支援センター 
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１ 開 会  

（大畑課長） 

それでは定刻となりましたので、開始させていただきたいと存じます。 

本日は、皆様大変お忙しい中、また、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響のある中、第６回さ

いたま市発達障害者支援地域協議会にご出席いただき誠にありがとうございます。私は４月より障害政

策課長に着任いたしました大畑と申します。よろしくお願い致します。それでは着座にてご説明申し上げ

ます。 

本日は、感染症防止のため、入口にアルコールスプレーを設置しておりますので、委員の皆様におかれ

ましてはこまかな手洗い、消毒にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

また、換気のため、窓を開放しておりますので、冷房を入れてはいますが、室温が高くなることがござ

います。適宜、水分の補給も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。 

さて、発達障害者支援法に基づき設置されております本協議会につきましては、今回で６回目を迎えま

した。 

今年度の協議会においても、皆様のご意見をいただきながら、関係機関との情報共有を行い、連携を密

にすることで、より一層の支援の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、開会に先立ちまして確認させていただきたい事項がございます。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１２名、欠席委員１名となっております。皆様どうぞよろしくお願い

します。 

なお、総合療育センターひまわり学園 参事 小峯委員の代理としまして、療育センターさくら草 清

水参事にご出席いただいております。 

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、 

① 第６回さいたま市発達障害者支援地域協議会 次第 

② 令和２年度さいたま市発達障害者支援地域協議会 委員名簿及び座席表 

③ 資料１  令和元年度かかりつけ医等発達障害対応力向上研修について 

④ 資料２  さいたま市障害者総合支援計画素案 

⑤ 資料３－１ 発達障害者支援センターの事業について 

⑥ 資料３－２  発達障害者支援センター令和元年度実績報告 

⑦ 資料３－３ 令和２年度学生向けキャリア形成支援事業 実施予定講座一覧 

⑧ 参考資料としまして、事業チラシ（学生向けキャリア形成支援事業 ４種類）     

以上８点でございます。 

このほか、本日机上に、「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修（発達障害支援医学研修）テキスト」

「保護者のための相談ガイド」「ちょっと気になる子（発達障害）を理解するために」のパンフレット、

教育と福祉の一層の連携についての通知をお配りさせていただきました。 

それでは皆さま、不足等はございませんでしょうか。 

次に、会議の公開についてお断りを申し上げます。 

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

されております。 

本日傍聴を希望する方がいらっしゃる場合は、ここで傍聴の許可をいただくところですが、現在のとこ
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ろ傍聴希望の方はいらっしゃいません。 

それでは、ただ今より第６回さいたま市発達障害者支援地域協議会を開会させていただきます。 

ここで、新たな委員をご紹介させていただきます。 

前回まで委員をお願いしておりました、西区障害者生活支援センターゆめの園 松村委員に代わりま

して、桜区障害者生活支援センターさくらとぴあ 管理者の長谷部葉子様に、保育課 大塚委員に代わり

まして、同じく保育課 久保直子副参事に、特別支援教育室 長谷場委員に代わりまして、同じく特別支

援教育室 野上正嗣主席指導主事兼室長補佐に新たに委員としてご参加いただくこととなりました。 

お手数ですが、新しく委員になりました皆様から一言ご挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。 

～ 委員挨拶 ～ 

本日は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が心配される中、委員の皆様にお集まりいただいており

ますので、事務局からの議題に関する説明につきましては極力簡潔にまとめるなど、会議時間の短縮に努

めさせていただきたいと存じます。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。 

それでは、ここからの議事進行につきましては、葉石会長にお願いしたいと存じますので、よろしくお

願いします。 

（葉石会長） 

 葉石でございます。本日はまた暑い中、またコロナウイルスの感染拡大に関しては十分に慣れてきてし

まっているというところがなくはないのですが、それでも非常に心配がある中ご出席をいただきまして

誠にありがとうございます。それでは、次第に沿って議事の進行をさせていただきたいと思います。 

事務局からご案内のありましたとおり新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、スムーズな会議進

行に努めて参りたいと思いますので、ご協力をよろしくお願い致します。 

２ 議 題  

（葉石会長） 

まず、議題の１、「令和元年度かかりつけ医等発達障害対応力向上研修について」、事務局よりご説明

ください。

（事務局） 

 はい。障害政策課の射場と申します。よろしくお願いいたします。議題１、かかりつけ医等発達障害対

応力向上研修につきまして、ご説明させていただきます。失礼ですが、着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、資料１ Ａ４横の資料になっておりますが、こちらの方ご覧ください。ページは紙の右下の

方に振ってございますのでよろしくお願いいたします。 

まず、１ページ、本研修の概要についてでございます。（１）本研修の目的といたしまして、発達障害

の早期発見・早期支援の観点から、発達障害者等が日頃受診する診療所の主治医等の医療従事者などに対

しまして、発達障害に関する国の研修の内容を踏まえた研修を実施し、どの地域においても一定水準の発

達障害への対応を可能とすることでございます。 

続きまして、（２）内容についてですが、国立精神・神経医療研究センターで実施している、３コース

の研修内容を踏まえたものとされており、国の各研修を受講した医師が、各地域に研修内容を持ち帰り、

地域の医師に各研修を実施することとされております。 
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なお、今年度より国の研修内容が見直しされまして、従来、「発達障害地域包括支援研修；早期発見」

「発達障害地域包括研修：精神保健・精神医療」及び「発達障害支援医学研修」として実施されていたも

のが、「発達障害者支援研修：指導者養成研修パートⅠ～Ⅲ」に改められております。 

続きまして、（３）修了証書の交付等についてですが、研修修了者に対して修了証を交付するとともに、

研修修了者の名簿を作成し、その情報を市町村や発達障害者支援センターなどの関係機関に配布するこ

とで、地域の発達障害医療体制の推進並びに管内の発達障害者及びその家族等の受診の利便性に資する

ものとされております。埼玉県及びさいたま市では、名簿の掲載へ同意を得た方につきまして、県内の市

町村及びさいたま市障害者総合支援センター、保健所へ情報提供しております。 

続きまして、資料を１枚おめくりいただきまして、２ページ、２．さいたま市での実施状況についてご

説明いたします。さいたま市では、平成２８年度より埼玉県との共催で実施しておりまして、例年１～２

コースの研修を実施しております。平成３０年度からは、２コース中１コースについて、必要経費をさい

たま市でも予算化いたしまして、講師選定や会場確保などを行っております。 

次に、昨年度の開催実績について報告いたします。令和元年度は、「発達障害支援医学研修」、「発達障

害地域包括支援研修：精神保健・精神医療」の２コースを行っております。 

まず、「発達障害支援医学研修」についてですが、令和元年１１月１７日（日）に実施いたしまして、

さいたま市総合療育センターひまわり学園 参事 後藤晴美先生に講師を務めていただきました。当日

は５８人の方が研修を受講され、その内１０人の方が市内の医療機関関係者ということでございました。 

なお、こちらの研修につきましては、さいたま市が費用負担した研修でございますので、参考に当日使

用したテキストをお配りしておりますので、後程ご覧いただきますようお願いいたします。 

次に、「発達障害地域包括支援研修：精神保健・精神医療」につきましては、令和２年２月２日（日）

に実施し、社会福祉法人慈徳院子どもの心のケアハウス嵐山学園 園長 早川洋先生に講師を務めてい

ただきました。当日は５１人の方が研修を受講され、その内８人の方が市内の医療機関関係者の方という

事でございました。 

続きまして、資料３ページをご覧ください。それぞれの研修のアンケート結果についてご報告いたしま

す。まず１回目の「発達障害支援医学研修」のアンケート結果について、一番左の円グラフをご覧くださ

い。参加者の診療科目について、小児科が一番多く４７％、続いて精神科が１０％、その他が４３％とい

う結果となっております。その他といたしましては、内科という回答が多く、他にも婦人科、整形外科、

耳鼻咽喉科など様々な先生方にご参加頂いております。昨年度から埼玉県と協議のうえ、学校医の先生方

にも本研修について、周知をさせていただいておりまして、今年度以降も引き続き周知を行ってまいりた

いと考えております。 

続きまして、真ん中の円グラフ、「現在、発達障害児・者の診断・診療を行っているか」という項目に

つきましてですが、行っていると答えた方が４０％、行っていないと答えた方が６０％という結果になっ

ております。 

次に、右側の円グラフ、「研修について」という項目ですが、とても参考になったと答えた方が７０％、

参考になったと答えた方が３０％という結果になっております。 

受講者の声といたしましては、「ご家族に対する対応が理解できた」、「今後の診療に有意義」といった

ご意見のほか、「薬物療法などのより具体的な内容について知りたい」等のご要望もございました。 

続きまして、資料４ページをお願いいたします。２回目の「発達障害地域包括支援研修：精神保健・精

神医療」のアンケート結果についてご説明いたします。 

まず、一番左の円グラフ、参加者の診療科目について、小児科が一番多く４６％、つづいて内科が２



5 

０％、精神科・神経科が１４％、その他が２０％という結果になっております。 

次に、真ん中の円グラフ、「現在、発達障害児・者の診断・診療を行っているか」という項目につきま

しては、行っていると答えた方が４０％、行っていないという方が６０％という結果になっております。 

次に、右側の円グラフ、「本日の研修について」という項目ですが、とても参考になったと答えた方が

６６％、参考になったと答えた方が３４％という結果になっております。 

受講者の声といたしましては、「成人期・思春期の発達障害者の抱える課題や二次障害について参考に

なった」、「当事者の声が参考になった」という感想のほか、「支援者の声を聞きたい」、「言語聴覚士や作

業療法士、心理士による訓練などの非薬物的療法について知りたい」とのご要望もございました。 

今年度は新型コロナウイルス感染症による影響のため、国の研修が一部中止又は延期となっているこ

とから、かかりつけ医研修といたしましては、「発達障害者支援研修：指導者養成研修パートⅢ」の１コ

ースのみを、総合療育センターひまわり学園参事の後藤晴美先生を講師にお迎えいたしまして、令和３年

２月頃に実施できればと考えておりますが、昨今の新型コロナウイルス感染症による影響から、現在開催

の可否、開催方法埼玉県医師会さん含めて調整中でございます。この場で、詳細についてお伝えできませ

んが、ご容赦いただけますようお願いたします。説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

（葉石会長） 

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。 

（西村委員） 

 にしむらこどもクリニックの西村でございます。以前もお伺いしたことあると思うのですが、このかか

りつけ医の発達障害対応力向上研修というのは、具体的にどういう医者をターゲットにされているかが

分かりづらいですが、どのように考えているのでしょうか？ 

（事務局） 

これから新たに発達障害の疑いのある方の診断ですとか診療を行っていただきたいということで、こ

の研修については埼玉県と共同で実施しているものでございます。 

（西村委員） 

できればそれをきちんと表記していただかないとわかりづらいと思います。ただこのテキストを見る

と、かなり専門的なことが書いてあります。精神神経センターで実施し、専門の先生が、専門の先生に教

えているくらいですから、かなりのレベルで、それを逆にある程度分かっている人たちに研修できるよう

なレベルのこともやっていただいた方が良いのではないでしょうか。このレベルをそのまま初心者に向

けて話すだけですと初心者も聞いてて分かりづらい所が多々出てくるんじゃないでしょうか。逆にある

程度分かっている人たちに、やれるような研修のコースもないと、いつまでたってもさいたま市のレベル

っていうのは足踏みの状況のような気がします。せっかく、このレベルを後藤先生たちが聞いてきている

のであれば、例えば、この目次のように、例えばこういうのやりますよっていうのが書いてあればいいん

ですけど、それが無くてただ単に内容が、抽象的な事しか知らされていないと感じます。受講の募集のと

きにテキストの中に書いてあることが一言も触れてないと研修の内容がわかりません。今年は違うな、去

年と違うな、そういうのが分からないと聞きに行きたくても行けないような状況になって、後で見て、こ
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れだったら、聞きたかったなっていうのが出てくることがあるので、募集の時に内容を具体的に出してい

ただければと思います。また、そういう初心者向けっていうのであれば、その旨書いていただければいい

と思うんですけど、ある程度少しかじっている先生たちも研修できるようなコースも作っていただける

と良いと思います。よろしくお願いします。 

（事務局） 

 募集の部分について、埼玉県と調整をさせていただきたいと思っております。ただ、このテキスト等に

ついて中身をどうするかということは、なかなかお答えできないところはございますけれども、頂いたご

意見を踏まえまして、検討させていただきたいと思っております。 

（西村委員） 

 講習の内容が分からないと、行きたくても行けないというところですので、ここに書いてあることをそ

のままでなくてもよいのですが、これを聞いてきて、これをベースに講義しているかと思いますので、そ

うであれば、ある程度、どんな内容かというのが少しわかるようにしていただいた方が良いかと思いま

す。抽象的な事だけしか書いてないとわかりませんので、よろしくお願いします。 

（事務局） 

 はい、ありがとうございます。十分検討をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

（葉石会長） 

 ありがとうございました。この研修には一般的に示されている水準、この研修なら大体このような内容

であるというようなことが周知されているのでしょうか。 

（事務局） 

 西村委員がおっしゃったように、そういう形の募集にはなってないと思っておりますので、少しその辺

工夫をさせていただきたいと思っております。 

（葉石会長） 

 あの、２月にやるかどうかというお話もあったと思うんですけれども、皆さんこういう状況ですので、

特に冬場になると出かけることには、なお慎重になると思いますので、こういった内容であるというよう

なものがあると良いのではないかなと思います。他によろしいでしょうか。 

（小林委員） 

 一つ教えてほしいのですが、一度受講した方はもう二度目っていうのは受けてもいいのか、それともい

けないのでしょうか。 

（事務局） 

 こちらにつきましては、だいぶ重複する所がございますが、全く同じ内容ではなく、年々ブラッシュア

ップしているところもございます。そのため、必要に応じて、ご判断いただきまして、例えば、しばらく
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期間が空いたということがあれば、受けていただければというふうに考えております。 

（小林委員） 

 ２回受けてはいけないという規定は？ 

（事務局） 

 ございません。 

（小林委員） 

 乳幼児健診等やって頂いている先生にも是非受けて頂きたいなという研修ですので、また周知の際な

ど、協力してやっていけたらなと思います。よろしくお願いします。 

（西村委員） 

 やはり内容を書いていただかないと、２回出ても同じであったり、全く違ったりというのがあるんです

よ。過去に私は何回も出ていますが、今回出なかったのは、内容がいつもと同じかなっていう話もありま

したので。そしたら違うじゃないか、これ見ると今回は新しい話題が入っているじゃないかと思いまし

て。例えば小児科医会の子どものこころの相談医の研修コースが、年に２回あるんですけど、それは必ず

内容出してくれるんですよね。それで自分達で見て、重なったりなんかしてないときに出たりしてるとい

うことで、何年かに何回かは取らないと、その相談員の資格がなくなるので、何年かに１回は必ず研修す

るような形になっているので、せっかく修了証を出すとか、そういうことをやっているのであれば、県と

相談されてですね、ある程度さっき小林委員が言われてたように何年かに１回とか何回も出来るような

パターンされてもいいのかなと思います。是非ご検討下さい。よろしくお願いします。 

（葉石会長） 

ありがとうございました。他にはよろしいでしょうか。それでは、議題の１については以上とします。 

続いて議題の２、「次期障害者総合支援計画素案」について、事務局から報告をお願いします。 

（事務局） 

それでは、議題の２点目、次期障害者総合支援計画の素案について説明いたします。 

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

すが、現行計画の計画期間が平成３０年度から令和２年度までの３か年となっておりまして、本年度末を

もって期間満了となりますことから、今年度、令和３年度から令和５年度までの新たな計画を策定するも

のでございます。 

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

「資料２」としてお配りしている「素案」を作成したところでございます。 

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

トのほか、障害者政策委員会委員や市民会議、地域自立支援協議会において、御意見をいただくととも

に、本協議会の皆様の御意見を伺いながら、計画案を作成してまいりたいと考えております。 

最終的な計画の策定は、来年２月を予定しております。 

スケジュールについての説明は以上でございます。 
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続きまして、次期計画の素案についてご説明させていただきます。「資料２ さいたま市障害者総合支

援計画素案」をご覧ください。 

こちらにつきましては事前に委員の皆様に送付しておりますが、相当のページ数になっておりますの

で、本日はその概要についてご説明させていただきます。ご説明に当たっては素案の中のページを申し上

げて説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

まず、表紙をおめくりいただきまして、「目次」をご覧ください。 

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

や「前期計画の進捗状況」、「障害者（児）をめぐる状況」、「計画の基本的枠組」などを記載しています。

第２章は各論として具体的な実施事業を掲載し、第３章は国の基本指針に基づく計画として、第６期障害

福祉計画及び第２期障害児福祉計画を掲載しております。 

次に、２ページをお願いいたします。 

（２）計画の位置づけですが、本計画は、 

・障害者基本法の規定に基づく「市町村障害者計画」 

・障害者総合支援法の規定に基づく「市町村障害福祉計画」 

・児童福祉法の規定に基づく「市町村障害児福祉計画」 

・本市のノーマライゼーション条例に基づく施策を推進する計画 

として、４つの位置づけを持つ計画を一体的に策定したものでございます。 

続きまして、５４ページ、本計画の体系についてでございます。 

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

ております。これは、さいたま市がノーマライゼーション条例を制定して以降、その理念を踏まえて定め

たものであり、現在の計画から継承するものでございます。 

この基本方針のもと、４つの基本目標と１６の基本施策を実施してまいります。 

各事業につきましては、６３ページ以降になりますが、第２章の各論といたしまして掲載しておりま

す。 

本協議会に関連する事業といたしまして、７３ページ、「④療育体制の強化と効果的な支援の推進」を

お願いいたします。こちらは、障害児等の早期発見、早期療育を行い、医療と福祉が一体となって療育や

保護者支援を実施するとともに、障害のある子どもが身近な地域で適切な支援が受けられるよう、医師に

よる地域支援を拡充することとしています。 

続きまして、７８ページ、「⑬発達障害者（児）に対する支援の充実」をお願いいたします。 

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

事業内容といたしましては、保護者向け勉強会やペアレントトレーニング、ペアレントメンター、地域

の子育て支援力の向上に向けた取組、学生向けキャリア形成支援事業、発達障害者社会参加事業等を引き

続き実施することで、発達障害及びその疑いがある子どもの早期発見、早期支援を図るとともに、そのご

家族等の負担や不安を軽減するための支援の更なる充実を図っていくこととしております。 

また、各施策によっては成果指標を設定しているものもございます。８０ページになりますが、「⑬発

達障害者（児）に対する支援の充実」に関しましては、５つの成果指標を設定し、その指標の達成に向け

て、施策を実施してまいりたいと考えております。 

次に、第３章といたしまして、第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画について、ご説明いたし

ます。 

資料の１０９ページをお願いいたします。 
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こちらは、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービス等の提供体制の確保のため

に、国の定める基本指針に即して定める目標数値でございます。 

それでは、資料の１２９ページをお願いいたします。「７ 発達障害児等に対する支援の見込量と確保

のための方策」についてでございます。 

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

基本方針のとおり、１３０ページの表となりますが、本協議会の開催回数を見込んでおります。 

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

「（２）発達障害者支援センターによる相談支援」につきましては、１３０ページの表のとおり、相談

件数の見込みを掲載しております。 

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

を掲載しております。 

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

１回程度、何らかの研修、啓発を行うことといたしまして、１３０ページの表とおり、研修・啓発の件数

の見込みを掲載しております。 

続きまして、「（５）ペアレントトレーニング等による家族等に対する支援」でございます。こちらは、

新たに追加された項目でございまして、国の基本指針のとおり、ペアレントトレーニングの受講者数の見

込みを掲載しております。 

次に、資料の１３０ページをお願いいたします。「（６）発達障害児及び家族等支援事業（ペアレントメ

ンター事業）」でございますが、こちらも新たに追加された項目でございまして、国の基本指針のとおり、

ペアレントメンター養成者数の見込みを、下の表のとおり掲載しております。 

続きまして、「（７）ピアサポート活動の実施」でございますが、こちらも新たに追加された項目でござ

いまして、発達障害者支援センターを継続利用中の当事者の方を対象にした当事者同士の交流の場への

参加者数の見込みを掲載しております。 

以上が、次期障害者総合支援計画の素案について、「発達障害者等に対する支援」という観点からご説

明させていただきました。本日、皆様からいただいたご意見を踏まえ、次期計画の計画案を策定してまい

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。 

（葉石会長） 

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。 

（西村委員） 

 にしむらこどもクリニックの西村でございます。２つお伺いしたいのですが、触れられておりません

が、アンケートの人数のバランスについて、発達障害者や発達障害児が本当はいちばん患者さんの数とし

ては多いのでしょうけれども、非常に少なくて２０何人かという、そういうレベルでの話だと、せっかく

新しく策定していくという場面において、アンケートを取るときの人数の配分などを今後考えていただ

ければと思います。今後よろしくお願いします。もう１点は、先程７８ページで、療育センターさくら草

とかひまわり学園で、発達障害者及び、その疑いがある子どもの早期発見、早期支援を図ると共に、発達

相談や専門的な相談など、必要な支援を行いますっていう普通のことが書いてあるのですが、基本的にい

つもここで話題になっているのは非常にもうアップアップになっていて、療育センターが足りない状況
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だという話になっているのですが、その点、具体的にこれについて、どうこうするとかそういう方策は何

かないのですか？人数を増やすだとか、場所を増やすとか、次の計画目標にはそういうのは入ってこない

んでしょうか？ 

（高山委員） 

 ひまわり学園育成課の高山でございます。ひまわり学園がなかなかに混んでいるっていう状況につき

ましては、昨年までも色々とお話させていただいているところでございますが、施設の増加とかそういっ

た問題につきましては、コスト的なところというのでしょうか、施設１つ造るとなりますと、関係機関な

どとの関係もあるものですから、今ここで造りますというというように計画には盛り込めなかったもの

でございます。ただ従前通り、やはり支援が必要であるということは十分承知しておるところでございま

すので、いろいろな施策又はバージョンアップをしながら支援については取り組んでいきたいという風

に考えております。計画につきましては、まだ載せられるものではございませんので、ここからは外して

いるということでございます。以上でございます。 

（西村委員） 

 ありがとうございます。できれば少しでもさいたま市としてやろうかなっというところが見えるよう

なことが書いてあれば良いかと思います。具体的にいつもやりますと書いてあるけれど、現場が凄く困っ

てますよということをお話しているかと思うんですけども、ひまわり学園の職員の皆さんも大変な思い

してやられているので、そういった予算がつけばよいかと思います。そうしないといつまで経っても変わ

らないですよね。少なくとも発達障害の患者さん増えてますよね。少なくとも増えているんだったらそれ

に対する何かをもう少しさいたま市としてしていただかないと、これはどうしようもならないですよ。ア

ップアップでどんどん後ろ後ろになってしまって、結局本来もう少し早期に療育してあげると、もうちょ

っと良かったのにってお子さんが何人もいますから、そういうところをやはり何か一つだけでもいいで

すけど、全部やって下さいということは、何も申し上げてませんので。何か一つでもこうしようかとか、

少しこうしたいとか、ひとつでも出来ることが何かないでしょうか？ぜひ検討してください。よろしくお

願いします 

（高山委員） 

 ありがとうございます。来年度、次期計画についてですが、目標として療育施設で実施した支援内容と

活用を今あげてるところです。というのが前回の時にひまわりの実情をご説明申し上げたと思うんです

けれども、いわゆるひまわりだけではなかなか難しいということは、ひまわり以外の民間施設さんでもあ

る程度、支援できるような体制を整えていかなければならないだろうという風に考えております。そうす

ると、そういった人材をどう育てていくのか、どう支援するのかというところに、こちらとしては主眼を

置いているところでございまして、ここで活用度を、いわば各民間事業者の児童発達支援などで少しでも

レベルアップを図れればと。様々な事業者がありますし、どこがベターかとは、なかなか申し上げづらい

ところがあります。特色がありますのでいろいろなやり方があると思いますけれども、一方では、なかな

かまだ慣れてらっしゃらない事業者さんもあるというのを聞いておりますので、そういったところとは

連携を取りながら子どもの発達の見方などを支援していくやり方もあるのかなというようなところで、

地域の中で取り組んでいきたいと考えてるところでございます。 
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（西村委員） 

 その点はやっていただけると非常にいいと思います。結構、急に放課後デイなんか増えてしまったと、

どこがいいのかとか全然分からない状況で、言ってることはいいのですが、協力医になってくれとか、急

に電話かかってきて、こちらから少しでも質問すると全然内容が伴っていないというとこが多々あるの

で、そういうのは逆にひまわりとかさくら草で一応研修とかをしたりして、ここだったらこれだけやった

っていうものをきちんと出してもらえるような形とかを一つとるとだいぶ違ってくると思うんです。そ

ういうところはある程度研修もしてるということであれば、本人たちもグレードが高いと思うでしょう

し、行かれる人たちも安心して行けると思うので、そういう事を少しやられるということであればぜひ続

けて、またオープンにしていただけると助かります。よろしくお願いします。 

（葉石会長） 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。他に何かございますでしょうか。 

（竹田委員） 

 埼玉県自閉症協会の竹田と申します。よろしくお願いします。まずこの素案を見せていただいて、発達

障害の概念についてというところが少しわかりづらいというように感じたところがあります。障害者総

合支援計画というのは、障害児者の実態を把握の上で取り組むべきものであるにも関わらず、やはり正確

な人数把握というものは、難しい点もあると思いますけれども、今までされていないと思います。加え

て、発達障害の概念について解釈の違いみたいなのもあるのかなと私たちの会ではすごく感じていて、発

達障害者支援法では自閉症が含まれている為に知的障害の有無を問わず自閉スペクトラム症全体を包括

していますけれども、ここで言うところの発達障害というのはやはり障害者基本法のところから来てる

んだろうなと。そちらでは精神障害の中に発達障害を含むという風になっているために、発達障害＝精神

障害者保健福祉手帳を取得する人、いわゆる高機能の人たちという解釈されていることが多いのかなと

いう風に思っています。ただ、今回のアンケートで私たちの会も協力させていただきましたが、その際に

は私たちの会には、知的障害のある方・ない方の両方の方たちがいるので、全ての方たちにご協力をして

いただいき、実際アンケートの結果として反映されていると思うんですけれども、知的障害枠の中でも反

映されているため、ごちゃごちゃになってるというところが否めないなと思っています。私たちとしては

発達障害には自閉症が入っており、それは知的障害の有無を問わないのでということをお伝えしていま

すけども、知的障害を伴う自閉症の人はすでに知的障害の枠の中で対応していると言われることが多い

です。ただ、知的障害を伴う自閉スペクトラム症の人がやはり生活していく上で困難に感じている部分

は、社会性とかコミュニケーションとかこだわりといった自閉スペクトラム症由来の特性の部分が非常

に多く、そこに知的障害ゆえの物事の認知とか理解する部分の困難さが重なっています。重複障害だと私

たちは捉えているので、今までの知的障害に対する対応、政策だけでは自閉症の困難さっていうのは置き

去りにされてきたなと感じています。この発達障害の人たちの人数を把握するというのは非常に難しい

ことだというのは、私の方もわかっています。ただ、今までの身体・知的・精神のいわゆる３障害として

手帳を所持されている方々の全てに関わっているのが発達障害だと私たちとしては思っているので、何

とか確実な数字ではなくても、少しでもわかる範囲で考えてもらいたいなというのがあります。ただ今回

の計画では難しいかと思いますので、次回以降またそのあたりも含めて考えていただければという風に

思うところがあります。 

それとペアレントメンター事業についてです。ペアレントメンター事業のことについて先ほどご説明
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頂きましたけれども、私たち事業受託団体として考えるのは、指標については人数ではなくて、質だとい

うことをこれまでも折に触れてお伝えをしてきています。ただやはりどうしてもこの指標ということに

なると、参加している人数、、そちらをとられてしまうというのが非常に落胆する部分ではあります。私

たちもさいたま市でペアレントメンター事業を実施してきた中でわかってきたことを皆さんの方に報告

させていただいていますが、発達障害児の子育てについては保護者による創意工夫が不可欠だなと思っ

ていますが、現状は福祉サービスの充実がお子さんを預けるということに繋がっていて、保護者自身が受

け止めて考えるといった大事な部分が抜け落ちてしまっている感が否めないというところがあります。

当然のことながら発達障害のある子への対応は一人ひとり違うので、答えはやはり保護者自身で見つけ

ていく必要があると思っていて、ペアレントメンター事業をやっていく中で私たちがお伝えできるのは、

ペアレントメンターは自身の子育ての中で我が子に対して取り組んできたことに対してだけで、それを

一つの例として・ヒントとして捉えていただき、我が子にはどうしたらいいかなというのを参加している

方に考えていただく必要があるんですけども、そのヒントでは物足りずに、もう答えをストレートに求め

られるという風潮があるっていうこともお伝えしていると思います。そういう風に現状もどんどんどん

どんお母さんの様子とかも変わってきているところがある中で、この数というところで全て捉えられて

しまうというのはちょっといかがなものかなというのと、私たち親の立場としては少し残念に思うとこ

ろがあります。なかなか内容を変えるのは難しいかもしれないですけれども、一つの意見として捉えてい

ただきたいたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

（葉石会長） 

 ありがとうございました。 

（事務局） 

昨年度、アンケート調査を実施した際には、障害手帳をお持ちの方だけではなく、親の会さん、本日、

委員でいらっしゃっていただいている、お二人にもご協力をいただきまして、発達障害で手帳を持ってい

ない方にもこのアンケートが行き届くように少し工夫をいたしました。また、今回その集計を行う中で、

療育手帳を所持している又はしていないというところを分けて、分析をしたところです。先ほど西村委員

もおっしゃっておりましたが、確かに推定されている発達障害者の数に比べて、アンケート対象者数が少

ないことは認識しておりますので、今後アンケート調査等を行う際には、皆様にご協力いただきながら、

もう少し母数を増やしていきたいと考えております。ただし、さいたま市内に発達障害のある方がどのく

らいいるかを把握することは非常に難しく、今後の研究課題とさせていただきたいと思います。続きまし

て、メンター事業のところについては、質が大事であることは、十分に認識しているところではございま

す。ただ、参加された方へのアンケート結果によりますと、９０％をかなり超え、１００％に近い満足度

をいただいており、大変ご好評いただいている事業でございますので、我々としては一人でも多くの方に

この交流相談会や取組工夫発表会等に参加していただきたいということで、今回、目標値として上方修正

させていただいたところでございます。おっしゃる通り最終的に目指すところは人数だけかというと、も

ちろんそういう風には認識はしておりません。ただし、質の部分のところを数値化して目標にするという

のはなかなか難しいところがございまして、引き続き参加者数を目標とさせていただきたいと考えてお

りますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

（竹田委員） 
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 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。私たちがやはり心配しているのは、このコロナ

禍というところがあって、今までは対面でお母さん達と会ってという活動が出来ていたのに、今年度に関

しては少しそれが難しいということでｚｏｏｍを使ってオンラインでという形でやらせていただくつも

りで予定をしています。この先本当にコロナで先が見えないので何とも言えないんですけども、これが何

年も続くという形になってくると、この人数設定っていうのが少し厳しくなってくるというのも実際あ

り、そのあたりも含めて心配だったので、お伝えをさせていただいたところではあります。よろしくお願

いします。 

あともう一点ごめんなさい。そのペアレントメンターの数値の下にインクルパートナー養成数があり

ますが、このインクルパートナーっていうのが、私、不勉強で近くのページとか見たのですけども、どち

らに書いてあるのかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか？ 

（葉石会長） 

 事業名のくくりでいうと⑬というところの記述なので、７８ページにないと見当たらないのかもしれ

ないですね。 

（黒田委員） 

 子ども家庭総合センターの黒田です。いつもありがとうございます。確かにこのインクルパートナーと

いうのは売り出して、もう少しわかりやすく説明した方がいいのかなと思っていますけど、概要的には７

８ページの下から、１０行目から書いてあるものです。保育園の先生ですとか、子育て支援に関わるスタ

ッフを対象にプログラムとか子どもと子どもを育てる家族について、困り感のあるお子さんを育てるた

めのヒントといいますか、そのあたりを一緒に勉強してまして、そういうものを少し広めていこうという

取組です。そういう試みを少しづつ始めています。先ほどご意見の中にあった、お母さんの工夫みたいな

なことに将来的に繋がっていけばいいなという思いもあり、今はどちらかというと保育園の先生たちが、

家では目立たないけれども集団の中に入って来た時に気が付くことがあったりするので、そのあたりそ

ういうグループの中でどういったふうにやるとか、そのあたりを一緒に勉強している状況です。確かに少

しこれなんだろうなと思われるような単語ですので、記載については少し検討いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

（葉石会長） 

 今ご説明の内容ということで、きちんと７８ページに言葉として明示されていないというのが確かで

あるということですので、これをまた含めながら修正をお願いしたいと思います。 

（事務局） 

 修正させていただきたいと思います。 

（葉石会長） 

 せっかく数字や目標やらが上がっているということですので、なんのことかとならないように、しっか

りとご対応いただければと思います。ありがとうございます。他によろしいでしょうか。 

（黒田委員） 
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 先ほど新型コロナの話が出たので、間に合うのかどうかわからないですけれども、来年度以降の計画に

ついてはコロナ禍でどうするかっていうのも、もしかしたら入れなければならないのかなと思いまして、

例えばｚｏｏｍ会議をやるときのＷｉ－Ｆｉなのか場所なのかツールとかわからないですけども、その

あたりの予算等も考えていかないといけないのかなって思っております。 

（葉石会長） 

私も実は次回の開催のこともありまして、そういう事について市でどういった可能性というものがあ

るのか少し聞きたいと思っておりました。少なくともこのやり方でこの次は２月３月というのもありま

すよね。ちょうど、インフルエンザとのダブルパンチというようなことも懸念されるような時期で、今、

重症化している人が少し緩んできてはいますが、冬に向かってどうなるか。今の状況でしかわからないと

思うんですけれども、そのあたりを市としてコロナ状況に合わせた会議の持ち方であるとか子どもの療

育のあり方、そういった事というのは来年度の検討では遅いところがあるかと思いますので、そういった

ところも検討できるようなことがもし、おありでしたらお話を聞かせて下さい。よろしいでしょうか。は

い。お願いします。 

（竹田委員） 

 申し訳ありません。自閉症協会の竹田です。今まさに私達の会からもそのコロナ禍っていう問題で不安

であるという声が親御さんから結構あがっています。施設、福祉施設などでクラスターが発生してしまっ

た時の対応というのも市としてどういう風に考えているのか、というのも少し考えていただかないとい

けないなと思っているのと、ほんとにコロナって先が見えないので、今回のこの計画の中には入らないの

か、どうなのかっていうところも、ちょっと伺いたいと思います。それと発達障害に特化していくという

ことではなくて、福祉避難所の件について。自閉スペクトラム症の障害特性を考えていくと、災害時の福

祉避難所の開設のタイミングについて今は避難の際はまず一次避難所に行って、そこで状況に応じて福

祉避難所に行った方がいい人、そのまま一時避難所で過ごす人という形でセレクトが行われて、必要と思

われる場合に福祉避難所に行くと。そういう順番になってると思うんですけれども、やはり障害特性から

考えるとタイムラグが発生するばかりか、配慮が必要な人であっても福祉避難所に行くことができなか

った場合、一次避難所でそのまま対応が可能なのかとか考えると今の国のやり方というのをもう少し考

えてほしいところもありまして、さいたま市として要望をしていただくですとか、開設のタイミングとい

うのも考えていただきたいなっていう風に思うところがあります。おそらく、市だけでは出来ない問題だ

とは思うんですけれどもやはり、そのあたりの不安というのが親御さんから結構あがっているので考え

ていただきたいなというのと、あと平時に作成される個別避難計画っていうのを見れば、地域の福祉避難

所の大まかな需要人数とかっていうのも把握できるのではないかと私達は思っているんですけれども、

さいたま市在住の親御さん達に聞くと「地域の民生委員とかも知らない」という話が結構あがって、この

個別避難計画自体も「作られてないんですよ」という話も沢山あがってきてるので、発達障害に特化した

事では無いにしろ少し考えていただきたいなという風に思う事があります。よろしくお願いします。 

（葉石会長） 

 ありがとうございました。 

（事務局） 
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 担当課でございませんが、把握している限りでお答えいたしますと、まず、個別計画についてですが、

資料の１０５ページの③の避難行動要支援者名簿の活用のところの下から２行目の“また“のところをご

覧ください。「自主防災組織自治会より民生委員による避難行動要支援者の避難先、避難経路、避難とま

とめた個別避難プランの作成を推進します。」ということで、自治会あるいは自主防災組織の方に説明会

等を行っている中で、個別支援プランの推進の説明はしているところでございます。いただいたご意見を

踏まえまして、所管課に伝えてまいります。また、福祉避難所の事につきましては、民間の社会福祉施設

等と市が協定を結んだうえで、基本的にまずは命を守るために一時的に避難所に来ていただくと、その中

で配慮が必要な方等については、発災から３日間をめどに協定を結んでいる民間の社会福祉施設等と連

絡をとりながら、必要に応じて福祉避難所の方へという流れになっているところです。こちらにつきまし

ても、いただいたご意見踏まえ、所管課に伝えてまいりたいと考えております。お答えできるのはここま

でで申し訳ございませんが以上となります。 

（葉石会長） 

ありがとうございました。まだしばらく先、見通せない話ですので、意識にはやはり常に上ってないと

いけない事もあります。これからもいつどういう事があるかわかりませんので、これを機にそういう意識

が定着するといいんじゃないかと思います。ありがとうございました。他はよろしいでしょうか。 

では、議題の２については以上とします。 

続きまして議題の３、「保護者のための相談ガイド」について、野上委員から報告をお願いします。 

（野上委員） 

現在、発達障害をはじめ、障害のある子どもたちへの支援にあたっては、行政分野を超えた切れ目ない

連携が不可欠であり、一層の推進が求められているところです。特に、教育と福祉の連携については、学

校と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等との相互理解の促進や保護者も含めた情報共

有の必要性が現在指摘されています。 

こうした現状から、教育委員会や福祉部局が主導となり、支援が必要な子どもやその保護者が、乳幼児

期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、家庭と教育と福祉のより

一層の連携を推進するための方策が検討され、文部科学省と厚生労働省の両省による、家庭と教育と福祉

の連携「トライアングル」プロジェクトとして検討され、平成３０年５月に文部科学省と厚生労働省の両

省よりによる「教育と福祉の一層の連携等の推進について」という、先ほどお配りした通知が発出されま

した。 

通知、こちらの資料をご覧いただくときますと、２ページのところ「教育と福祉の連携を推進するため

の方策」というのがまず一番目に書かれてあります。それから３ページのところでは、３番「保護者支援

を推進するための方策」のこの２つの柱からこの通知は成り立っています。その中で、２つ目の柱、３ペ

ージ、「保護者支援を推進するための方策」では、の中の（２）保護者支援のための情報提供の推進につ

いてというところで、各自治体において福祉制度が分かりやすく、利用しやすいものとなるよう、支援に

係る情報や相談窓口が一目でわかるような保護者向けハンドブックを作成することが示されていおりま

す。 

そこで、さいたま市教育委員会特別支援教育室では、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の保護者

が、学齢期のみならず乳幼児期から成人期に至るまで、支援情報や相談窓口が一目で分かることを目的と

した「保護者のための相談ガイド」というガイドブックを作成しました。それがこちらの三つ折りになっ
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ているものでございます。 

こちらをご覧いただきますと、この「保護者のための相談ガイド」では、さいたま市の支援制度等の情

報や発達段階に応じた相談機関、主な相談窓口や潤いファイルを紹介しております。 

さらに、ホームページのリンクやＱＲコードを掲載し、すぐにアクセスして情報が入手できるようにい

たしました。 

この冊子は、保護者が子育てで気になった時に相談できる窓口やサービスの利用方法について情報を

まとめ、サポートしておりますので、必要な保護者の方に御活用できるようにしていきたいと思っており

ます。 

実際この後にお手元のスマートフォンなどでＱＲコードを読みとっていただきますと、アクセスでき

るようになっておりますので、是非今度試してみていただければと思います。私からは以上です。 

（葉石会長） 

ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問などございますでしょう

か。 

（西村委員） 

 ありがとうございました。にしむらこどもクリニックの西村ですけど、乳幼児期というのは我々親から

しても保健センターはまず窓口となっていて、後はひまわり学園とかさくら草というパターンで非常に

みんなよくわかっているかと思いますが、一番困るのは、いつも申し上げてるように、学校に入った途端

に相談先が分からない、ということです。先日も、年長クラスになった時に保育園から急に多動傾向があ

るんじゃないかということを年長の１０月になって言われて慌てて相談センターに行って、それで結局

さくら草に行くようになって、小学校の方は学校側と相談して特別支援級に入るほどでもないだろうか

らっていうことで普通級に入って、それでさくら草の方は６月くらいにフォローは終了で良いだろうと

言われたのに、先日学校に行ったら、学校の担任からは特別支援級に毎日ではないけれども行った方がい

いんじゃないかと言われて、これどうしたらいいんでしょうという話を言われたことがあるんですね。結

局、例えばさくら草がフォローしてて、学校との連携はどうなっているのか、これは保護者からの話だけ

なので、私がそこに入っていればまだわかるんですけども、そうではないので、伝え聞きですからわかり

ませんけれど、なぜ小学校とさくら草がきちんと連携をとってうまくやれてないのか、あとは逆にその特

別支援級に行くって言っても、小学校各学校に特別支援クラスがありますよね。だけど支援級に行くって

ことは、そこじゃなくて他に行けって言ってるような感じだということだったので、その辺が一体だれ

が、この中で段どりをするとしたら、どこが機関になるんですか。学校からのその辺の担任がなんか言っ

てるっていうのは誰かに聞いてそれで言っていると思うんですけど、その辺は、ここの相談窓口のどこが

主体になるんでしょう。 

（野上委員） 

 どこか一か所の窓口が主体となっているのではないと私は考えています。多分学校が、保護者の相談に

対してアプローチをしていく中で、学校が、中心となって各課と連携をとるんだと思うんですけれども、

実際には保護者も保護者で、それぞれ相談センターの方に行くということもあると思うのですが、特別支

援教育コーディネーターという役職が学校の中にはありますので、そのコーディネーターが間に入って

行ったりとか、私も昨年度まで教頭でしたので、それこそ教頭が、間に入って各所管と連絡を取って日程
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を合わせて合同でケース会議をするなんてことをします。 

（西村委員） 

 ですから、いきなりさくら草はフォロー終了と言ったのに、それで逆に特別支援級に行ったらって言わ

れると普通に考えると変ですよね。さくら草がもう少し、こうだから次は支援級に行きましょうっていう

んだったらわかるから、そこが少しわからないからさくら草にちょっと聞きなさいということで、まず聞

くように言ったんですけど、後は担任の方も一体さくら草でどういう状況だったかって言うのを把握し

ていればそんな変な言い方しないと思うんですけど、そのあたりが、そこの学校できちんとその子に対し

てのフォローができてるのかなと、本人がいないしよく聞いてるわけじゃないですけど、親御さんの方か

ら電話で話があったんですけれど、そういうことはあったのでどうしても小学校のところのその相談窓

口などが、今一つ我々医者の方にもわからないので、ある程度自分が校医である学校以外のところからも

ある程度発達障害を診ている医者っていうのはインターネットで調べるとわかるので電話がかかってく

るということはあるんですけど、学校がまずある程度主体にやっていただかないと、校医であればまだい

いんですけど校医ではない学校の話なんて全然分かりません。具体的には、もし自分の子どもが発達障害

のようだということであれば、特に小学生はどこに連絡すればいいのでしょうか。 

（野上委員） 

 お子さんのどういったところに関係機関が関わるのかって言うのにもよると思うんですけれども、ケ

ースバイケースで、不登校とかの悩みの場合には教育相談室にもなりますし、発達障害に関係があるのか

なと思ったら特別支援教育相談センターというところに話を聞いてみたりということで、もちろん学校

の中の教育についての連携を図るという意味では教頭が窓口になってやるんですけども、ご家庭との連

携も必要なので、ご家庭でとなるとやはりお母さまや保護者の方が直接療育センターさくら草さんの方

に電話してくださいと言う形になることも多いと思います、その情報を、学校が保護者からの了解を得

て、お子さんの様子について療育センターさくら草とケース会議を持つということは行っているところ

です。 

（西村委員） 

学校で困ったことはまず学校と相談していいんですよね。多分これが一番学校に行っている子はそれで

良いのかなとは思ってるので、結構電話かかって来ても自分の学校でまず聞いてそれからどうするかは

きちんと指示を受けた方がいいですと言った話をしているんですが、それでよろしいですね。 

あともう一点はさっきのように、さくら草が診てたのに、さくら草の見解と学校の見解がどうも違うみ

たい、という場合は一回はさくら草にどうなっているのかと聞く、あるいはひまわり学園とか診てたから

そういったところにもそういった風に言われたということを聞いて、当然ひまわり学園やさくら草と学

校との連携はとられてますよね。 

（野上委員） 

 もちろんとっております。 

（西村委員） 

  では、そういう風な形でアドバイスすればよろしいですか。 
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（野上委員） 

 はい。 

（西村委員） 

 どうしても親御さんたちからも、学校に入ると相談先がどうも見えなくなるというは昔から言われて

て、我々もどこに電話したらいいのかなって言うのが少しわかりづらくて、学校の方に親から言わせるこ

とはできるんですけどそれ以外の場合になんか保健センターのような役割というところがあるといいな

っていうのは思っています。よろしくお願いします。 

（野上委員） 

 ありがとうございました。 

（葉石会長） 

 ありがとうございました。他いかがでしょうか。 

（長谷部委員） 

 桜区支援センターの長谷部と申します。この教育と福祉の連携と言うのは私達、生活支援センターでも

目指しているところであって、私が所属している桜区内では３年くらい前から福祉事業所の方にこうい

った横のつながりを強化するために顔の見えるネットワーク会議をやっております。その内容というの

が、児童部門では、放課後等デイサービス事業所、あと児童専門の相談事業所、横のつながりという事で 

行っているのですけれど、その中でやはり放課後等デイサービスの方からいつも出てくるのが、教育機関

との連携がなかなかしづらいよって話がすごくあります。というのも、これまでずっと続いていて、昨年

初めて教育委員会を通して、桜区内の小学校だとか中学校の教頭先生にご挨拶に行って、会議に４人くら

い参加していただいたところです。教頭先生、スクールソーシャルワーカーさんに参加していただいたの

ですが、事業所は事業所で困っていて、ただ一方で教育機関は教育機関で問題のある生徒さんの扱いにつ

いて困っているということがはじめてそこでわかりました。ですので、こちらの資料の文部科学省や厚生

労働省から通知されている内容を見ると、保護者向けはあるんですけど、学校の先生向けというのがある

と良いのかなと。福祉サービスについて、先生が学習する機会があるといいのかなと思います。 

（野上委員） 

本当におっしゃる通りだと思います。ただそこに追いついていないというのも事実ですけれども、長谷

部さんがおっしゃることは本当にその通りだな、と私も実感しています。 

（葉石会長） 

 はい、ありがとうございます。ほかよろしいでしょうか。 

（黒田委員） 

子ども家庭総合センターの黒田です。手短に。潤いファイルのことが出てたので、何年か前に一度、デ

ジタル化したらどうかという話があったかと思います。今は、紙なので、そのうちどっかにまぎれちゃう
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とか、その心配もあるのでなかなか書いて足していくって言うのが難しいというのがあるかと思います。

セキュリティの問題は大事ですけれども、東京都日野市では、デジタル化することで、学校の先生もそれ

に書いて親もそれに書き込んでとか、もちろんあの了解を得た上でですけど、その潤いファイルの様なも

のにみんなが色々その子の様子を色々書くようです。今、スマホとか皆さん使われるので、そういう風に

してもっとこう情報を共有できる方法をやっているところもあるって聞いたので、そういう方向でもこ

ういう時代ですので検討していただければと思います。なかなか紙は１個で一か所でそれをこう持ち歩

くとかなかなか難しいかと思いましたので、ご検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

（野上委員） 

 ありがとうございます。 

（葉石会長） 

 ほか、よろしいでしょうか。この相談ガイドというのは、もう配布されているものなのでしょうか。 

（野上委員） 

 はい。市立小中学校と特別支援学校には配布しておりますし、それから特別支援教育相談センターで、

就学相談を行ってる際にも保護者の方にお渡ししたり、情報提供しております。 

（葉石会長） 

 だいたい就学相談をするご家庭には配布されているということでしょうか。 

（野上委員） 

 はい。そうですね。あとはさいたま市のホームページにもダウンロードとかできるように紹介してあり

ますし、学校の先生たちの専用のパソコンにも載っておりますので、保護者に学校の先生から渡すことも

できます。 

（葉石会長） 

 細かいことなんですけど、個別の教育支援計画、個別の指導計画というのは、さいたま市はプランＡＢ

という言い方はしていないでしょうか。 

（野上委員） 

 はい。プランＡＢという方には言っておりません。 

（葉石会長） 

 はい、ありがとうございました。では、他に特に無ければ、こちらの議題は以上にしたいと思いますが

よろしいでしょうか。それでは、議題の３については以上と致します。続いて、議題の４「発達障害者支

援センターの報告」について、事務局から説明をお願い致します。 

（事務局） 

 障害者総合支援センター発達障害者支援係の太田と申します。委員の皆様には、日頃より、当センター
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の活動にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。この場をお借りして、深く感謝申し

上げます。 

それでは、議題(４)の「発達障害者支援センターからの報告」について、ご説明させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。着座にて、失礼いたします。 

 お手元の資料は、３－１から３までとなります。まず、資料３－１「発達障害者支援センターの事業に

ついて」をご覧いただきながら、お聞きください。 さいたま市発達障害者支援センターは、平成 17 年

4 月施行、平成 28 年改正の「発達障害者支援法」に基づき、発達障害者及びそのご家族、支援者への支

援を行う総合相談窓口として、平成 21 年 10 月 1 日に開設いたしました。（今年で 11 年目を迎えます。）

以来、さいたま市の中で、支援の受け皿が乏しかった成人期の方への支援を中心に、医療、福祉、保健、

労働、教育などの関係機関の皆様との連携のもと、活動を進めてまいりました。 

（資料３－１、５の事業内容をご覧ください。）主な事業内容といたしましては、柱は特に変わってお

りません。「相談支援」「普及啓発」「発達障害者支援連絡協議会」の開催、また、業務委託による「発達

障害者社会参加事業」に関すること、そして「学生向けキャリア形成支援事業」を実施しております。 

続きまして、令和元年度の各事業の実績についてご報告申し上げます。資料３－２の発達障害者支援セ

ンター令和元年度実績報告をご覧ください。 

はじめに１の「相談状況」についてですが、令和元年度の相談状況といたしましては、相談延べ件数は

4042 件、相談実人数は 1234 人でした。延べ件数、実人数ともに平成 30 年度と比較して、100件程度の増

加が見られます。相談延べ件数の内訳は、電話相談が２451 件、来所での面接相談が 1352 件、他機関に

訪問して同席面接等を行った訪問相談が 72件、メール等のその他の相談が 167 件となっております。新

規にご相談のあった方が 938 名、平成 30 年度あるいはそれ以前から継続的に相談があった方が 296 名

の、合計 1234 名でした。続きまして、年齢別の傾向ですが、19歳以上では、19歳から 29歳までの方の

ご相談が 50％と一番多く、次いで 30 代が 24％、40 代が 17％となっております。19 歳から 29 歳の方が

当センター相談者の中心の年齢層だというのは、ここ数年来続いている傾向です。この年齢層は、全年齢

を対象とした層の中でも 28％と、これも１番多くなっております。次いで、18 歳以下の児童期に関する

相談状況ですが、昨年度は全体の中で 2番目に多く、27％を占めるご相談がありました。児童期の年齢ご

との内訳は、未就学児が 95 件、小学生 97 件、中学生 44 件、高校生年代 103 件で、高校生年代の方のご

相談がやや多く見られました。発達障害者支援センターでは、お電話でご相談をいただいた方について

は、児童期の方のご相談についてもお受けしておりますが、その場合は、簡単な助言や情報提供を中心と

した対応をさせていただいております。医療機関や民間活力を含めた相談支援機関に関するお問い合わ

せも多く、対応につきましては資源開拓を含めた情報の収集が必要であると感じておりますが、成人期支

援を中心に事業を展開している当センターの実情といたしましては、難しさを痛感しているところでも

あります。また、例年の傾向ではありますが、高校生年代の方に関するご相談は、不登校からひきこもり、

ゲーム依存、自傷行為、自殺企図、暴力、非行といった深刻な相談が多く、来所でのご相談を強く希望さ

れる方も増えてきています。マンパワーには限りがありますが、高校生年代に向けての新たな試みも、検

討の必要性を感じております。（４）発達障害診断の有無についてですが、ご相談開始時の状況として、

約 68％の方がまだ診断がついていないか、もしくは未受診の方との結果となっており、同じ傾向が過去

数年続いております。すでに診断がついている方で多いのは自閉スペクトラム症の方で 21％、次いで注

意欠如多動症の方が 9.8％となっております。  

次に、相談経路ですが、市 HP 等を含めた市の広報が 33.7%と最も多く、続いてインターネットなどの

メディアが 15.2%、相談機関 8.4%、行政機関 7.3%、医療機関 5.7%、の順となっております。（６）の相談
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内容ですが、発達支援に関する相談が 72.3%、就労に関する相談は 27.7%となっております。 

２の関係機関との連携についてですが、個別調整会議 17 件、機関からの相談は 257 件、その他情報共

有や連絡調整等の機関との連携件数は 994 件となります。主な連携先につきましては、（３）連携先一覧

をご参照ください。 

３その他の活動についてですが、まず発達障害に関する普及啓発事業として、ホームページやパンフレ

ットの作成・配布等による情報提供、そして発達障害当事者、ご家族、支援者のそれぞれに向けた研修会

の開催等を行っております。昨年度につきましては、研修会の開催が 25 回、発達障害者支援センタース

タッフによる講師派遣が 23 回、見学会の開催が 3 回の併せて 48 回の研修を行いました。新型コロナ感

染症予防の観点からやむなく中止した研修会も 2 回ありました。続いて、発達障害者支援連絡協議会に

ついてですが、保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関２０機関の代表の方、２０名にご参加いた

だきまして、発達障害に関する情報の共有や収集等を行いながらそれぞれの機関が抱える課題の共有を

図り、地域の支援体制の強化に向けて取り組んでおります。 昨年度も葉石会長様を中心として年３回開

催させていただきました。昨年は「切れ目のない支援」の実現を目指し、今現場が出来ることとして、人

材育成に必要なことをテーマとして協議を深めてまいりました。今年度は、協議内容を活かして当センタ

ーと連絡協議会共催の支援者向け研修会の実施を予定していたところですが、コロナの関係もございま

すので、どういった形でそれを実現していくかは打ち合わせ中でございます。 

 続いて、資料３－３学生向けキャリア形成支援事業実施予定講座一覧をご覧ください。こちらの事業に

ついてですが、発達障害もしくはその傾向がある若年層当事者（概ね高校生から大学生年代の方）やご家

族、支援者を対象として、一人ひとりの個性を活かした働き方や社会参加の仕方を考えるためのきっかけ

づくりとして講座・講演会を開催しています。自己理解の促進や就労に関する基礎的な知識・情報を提供

することで、二次障害予防を図るための一つの契機となることも目指し、取り組んでおります。内容につ

きましては、担当からご説明させていただきます。 

（事務局） 

障害者総合支援センターの畠山と申します。学生向けキャリア形成支援事業について、ご紹介させてい

ただきます。今年度この事業で実施予定の講座が資料３－３にあります通り４種類を企画しております。

１種類目が当事者の方向けで就活準備講座を企画しております。第一回目が１０月３１日、第二回目が１

１月１５日ということで、第一回目がコミュニケーションについて、第二回目が就労準備性、働くってど

ういう事なんだろうかというようなことについてお話をいただく予定になっております。学生の方でな

くても１５歳から２５歳の方、発達障害の診断が無い方もご参加いただけます。この講座に参加された方

でご希望があった方についてはさいたまステップアップオフィスで半日の就労体験、仕事体験ワークと

して参加いただくことを予定しております。二つ目としましてご本人、ご家族、支援者向け講演「『ちょ

っと気になる子』の就労支援～働き続けるために～」というものの企画をしていまして、１０月１７日土

曜日を予定しております。内容としましては一般就労と障害者雇用ってどういうものなのかというよう

なこと、それから学生のうちにできること、働き続けるためにどういうことが必要なのかというようなこ

とについてご講演頂きます。例年この講演会では当事者会の方をお呼びしまして、当事者体験談を頂いて

いたのですがコロナ禍ということで、今年度は当事者の方にはお願いせず、支援機関からのお話のみとさ

せていただく予定となっております。３つ目の教職員向け講座「高等学校における実践報告～コミュニケ

ーション授業の試み～」ということで１２月２６日、土曜日に企画しております。これは講師の埼玉大学

の沢崎俊之先生が県立の一般高校でコミュニケーションに関する授業をされているということで、この
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授業に関するご紹介をいただく予定になっております。対象は少し広いのですが、市内の小中学校から高

校、特別支援学校、専門学校、大学等の先生方をお呼びして開催できればと思っております。四つ目が支

援者向け講座としまして、「ＰＥＥＲＳ～友達作りの力を育てるソーシャルスキルトレーニング～」と題

しまして３月１２日、予定をしております。ＰＥＥＲＳは、アメリカＵＣＬＡで作成されましたＡＳＤの

お子さん向けの友達作りのＳＳＴプログラムで、効果が実証されているものになりまして、今年度も引き

続き行う予定にしております。今年度実施予定はこの４本なんですけれども、コロナウイルスの影響もあ

りますので、定員を例年の半分以下に設定をしまして、小規模で感染予防対策をしながら開催が出来れば

と思っております。高校生以上の方を対象とした機関の皆様には今ちょうどチラシ、通知をお送りしてい

るところですので、対象になりそうな方、また興味のありそうな方がいらっしゃいましたら、是非ご案内

いただければと思います。私からは以上です。 

（事務局） 

最後に、今後の課題についてですが、資料３－１、８をご覧ください。今後も発達障害者支援センター

の機能の強化に努めながら、併せて子どもから大人までの各機関との連携をより一層強化し、支援の充実

に向けて取組んでまいります。今後も引き続き皆様のお力をお借りしながら、努めてまいりたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。ご報告は以上となります。どうもありがとうございました。 

（葉石会長） 

 ありがとうございます。ただいまのご説明について、何かご質問や意見はありますでしょうか。 

（佐藤委員） 

 埼玉親の会「麦」の佐藤と申します。よろしくお願いします。資料３―２で相談状況ということで、相

談件数のその他のところはメール等の相談も含むとおっしゃっていたんですけれど、原則メールの相談

はなさっていないということで、最近はメールとかＬＩＮＥとかそういうので相談を受け付けますよっ

ていう様なところも増えてきているので、今後そういうことは考えていらっしゃらないのかということ

をお伺いしたいと思っております。コロナの時期でもありますし、その辺はいかがでしょうか。 

（事務局） 

 現状では、予定はありませんが、このコロナの状況がどこまで続くのかということも見つめていきなが

ら、そういう事も検討していかないといけないと、受け止めております。ご指摘ありがとうございます。 

（葉石会長） 

 他、いかがでしょうか。 

（竹田委員） 

 埼玉県自閉症協会の竹田です。ＰＥＥＲＳプログラムについて教えていただきたいんですけれども、

「去年もやっていた」というのを今聞いて、「えっ」と思ったんですけども。まずここの参考資料ってい

うこのチラシのうしろのところに、「教育相談室の思春期グループでもＰＥＥＲＳを導入されており」と

あるんですけれども、これはさいたま市の教育相談室のという事ですか。 
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（事務局） 

 ご質問ありがとうございます。教育相談室の思春期グループで導入されているというのは、講師で来て

いただく山田智子先生が実践されているということで載せさせていただいております。 

（竹田委員） 

 ありがとうございます。発達障害者支援センターが支援者向け講座として取り組むということは、この

プログラムを、市内各所で取り組めるように広める目的があっての事ですか。 

（事務局） 

 そうですね。発達障害のある方向けのＳＳＴのプログラムで実際に効果が実証されているものはなか

なかないのが実情ですので、このＰＥＥＲＳプログラムは重要と考えております。そのため私達も昨年に

続きまして、少しずつ研修を実施していくことで、ＰＥＥＲＳのエッセンスだけでも実践できる支援者が

増えていけば望ましいと考えております。 

（竹田委員） 

 ありがとうございます。成果を上げているプログラムとあったんですけど、私も不勉強で本当に申し訳

なかったんですが、今回資料をいただいてこのＰＥＥＲＳプログラムについて色々調べてみたのですが、

探し方が良くなかったのか、その成果、エビデンスみたいなものが見つからなかったので、具体的にどう

いう成果が上がっているのかというのが知りたいなと思ったのと、あと本当に私見であったり・親の立場

でということで言わせていただくと、友達づくりの方法を学ぶＳＳＴというのは、親として引っかかる部

分が非常にあって、もちろん本当にお友達が欲しいっていう発達障害者もいるし、一概にどうとか言えな

いと思うんですけど、幼少時の頃から友達は必要と学校でも家庭でも言われている彼らのことを思うと、

そのやっぱり彼らの持ってる特性上、「友達がいない自分はダメな自分なんだ」、「友達を作らなければな

らない」と思い過ぎていないかな、と思うところもあります。私達も友達はたくさんいた方がいいのかと

言えば、そんなに大人数友達がいるわけではないし。なのに発達障害だと、どうして特性上苦手な部分を

プログラムと称して周りと合わせようとさせるのかとか、一人ひとり持っている特性とかパーソナリテ

ィが違うのに、何で一律のプログラムに載せようとするのか、そのあたりひっかかる部分があって、私達

は発達障害故の辛さというのは周囲の理解によるものが一番大きいと思っていて。ＩＣＦの考えから言

っても本当に障害となっていて、変えなければいけないのは、世の中の理解とかシステムじゃないかなと

考えています。今回、別途、保護者向け資料とその内容も拝見させていただいたんですけど、一度彼らに

知識として入れたものが、次の回になると、「あれはこのような人たちに向けて行ってはいけません」と

追加されていることも多く見受けられたので、考えを、一度入ったものを再構築してまた違うとすること

が難しい彼らにとっては、ちょっと酷なのではないかなと思う部分があったので、市としてＰＥＥＲＳプ

ログラムについてどういう風にお考えなのかなって言うのを伺いたかったっていうところがあります。

すみません。 

（事務局） 

 ご指摘ありがとうございます。どういうエビデンスが出ているのかは、今日資料を持ってきていないの

で詳しく申し上げられませんが、例えば友達の輪に入りやすくなったとか、気まずくなった時にうまく抜

けられるようになったといったスキルが高くなったという研究が出ていると聞いております。もちろん
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皆さん全員に友達をつくりなさいとかそれがあるべき姿ですとかお伝えするつもりはありません。ただ

実際友達をつくりたいんだけれどもどういう風にしたらいいかわからないといった悩みを抱えている方

もいらっしゃるので、そういう相談に対しての対応方法を知識として取り入れていただくのは有効と考

え、実施させて頂いています。 

（葉石会長） 

 ありがとうございました。他にはございますでしょうか。 

（中村委員） 

 埼玉障害者職業センターの中村と言います。いつもお世話になっております。この学生向けキャリア形

成支援事業のことと絡めて教えて頂けたらと思うんですが、職業センターは、就職ご希望の方のご相談を

承るセンターなんですけども、ご利用者の方の発達障害の中には、大学生で在学中に診断を受けて、手帳

を取るまでには至らないんですけれども、この先の就職活動はいままでずっとその障害の無い方として

過ごされてきて、これからの就活どうしようかっていう様な方のご利用がやはり一定数増えてきている

という様な現状がありまして、そういうなかで、こういうキャリア支援講座形成支援事業でお考えいただ

くって言うのはとてもその方々にとってすごくいい機会になるんじゃないかなと思っているんですけれ

ども、これまでの実績の中で大学生の方のご利用の状況ってどんな感じなのかということと、その大学の

中の支援状況って言うのがあまり確立できていない中で、その支援者の中にその大学関係者の方々がい

らっしゃるのかどうなのかというところがもし分かりであれば教えていただければと思っております。

以上です。 

（事務局） 

 ご質問ありがとうございます。大学生でご参加いただいた方も過去には何人かいらっしゃいます。ステ

ップアップオフィスでの仕事体験ワークを受けた大学生の方もいらっしゃって、一般にあるような就職

説明会ですとどういう風にしたらいいかわからないという悩みを持っていたんだけれども、参加してヒ

ントが少し得られたという感想を頂きました。支援者向け、教職員向けの講座は大学相談室の相談員さん

にご参加いただいていますが、多くは小学校、中学校、高校、専門学校の先生方に熱心にご参加いただい

ております。 

（葉石会長） 

 大学の状況ということですね。お恥ずかしい話なんですけども、あまり大学の表立った組織と言うもの

が、充実していないというところが、そういうのが全国的に見てもあるな、といつも反省しているところ

です。ただ、学生の様子というのは、普段の授業の中で伝わってくるというのもありますので、授業のた

びに気になる学生のことは講座単位の、基本的には会議の中で共有していくということをやっていたん

ですが、特別支援教育の学生ばかりではないので、他のところを含めますと３６０人、それくらいおりま

すので、その学生たちに対する対応をどうしていくかというのかということについては、教授会の時間を

割いて講習会をやったりですとか、我々のような講座の教員が講師になったりですとか、そいういった取

り組みが今ちょうど始まっているところです。他の講座の学生の事については少し目が行き届きにくい

所もあるんですが、今現在、教員免許をとろうとすると必ず特別支援の内容を必修でとらなければいけな

い授業が必ずありますので、そういう中で見えてくるものは、必ず共有することにしています。就職に関
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してはですね、こちらも気になってはいても、学生の方から何かアクションがないと、あなただけ相談に

のりますよという話にはなかなかなりにくいこともありまして、正直ゼミの学生であれば少しそれほど

目立った支援ではなくても声掛けを多めにするとか、そういったことはできるのですけれども。なかなか

表立った支援というのが、視覚障害・聴覚障害の学生さんであれば非常にしやすいのですが、発達障害の

場合ですとどこからどこまで手を出したらよいかという事にちょっと悩んだりするところもあってとい

うのが現状です。 

（葉石会長） 

 他はよろしいでしょうか。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。 

３ その他  

（佐藤委員） 

 埼玉親の会「麦」の佐藤です。私ども親の会の機関紙を持参して配らせていただいたんですけれども、

コロナ感染症の感染拡大防止の観点から印刷持参を今回は控えさせていただきました。親の会の活動を

ホームページから見ていただけると、そこのホームページに機関紙をアップしてありますので、もしよろ

しければ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 

（葉石会長） 

ありがとうございます。そうですね。こちらいつも持ってきていただいていた機関紙ですね。では、ほ

かございますでしょうか。 

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したいと思います。 

４ 閉 会  

（大畑課長） 

はい。本日は、皆様、大変お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。 

ここで事務局から１点、ご報告がございます。 

今年４月１日より、子ども家庭総合センター児童相談所は、「北部児童相談所」及び「南部児童相談所」

の二つに分割されました。これは、児童虐待相談及び虐待通告件数の大幅な増加や困難事例の増加に対し

て、児童相談所の体制強化を図るためのものでございます。 

つきましては、当協議会において作成しております、発達障害啓発パンフレット「ちょっと気になる子

（発達障害）を理解するために～総集編～」につきましても、シール貼付けによる修正を行いました。本

日お手元にお配りしておりますので、ご参照ください。 

また、次回の日程でございますが、来年３月１８日（木）の開催を予定しております。なお開催方法に

つきましては、決まり次第改めてお知らせさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして、「第６回さいたま市発達障害者支援地域協議会」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。 


