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平成３０年度 第２回佐賀市発達障がい者トータルライフ支援検討委員会 

議事録 

 

開 催 日 平成３０年１１月１９日（月） 

開催時間 午後７時００分～午後８時４０分 

開催場所 佐賀市役所４階 大会議室 

出 席 者 

委 

員 

松尾宗明委員（会長）、古賀義孝委員（副会長）、赤瀬満博委員、 

円城寺しづか委員、梶原紳一委員、川内野彰夫委員、木附京子委員、 

古賀利治委員、坂井俊彦委員、佐川陽子委員、鮫島隆晃委員、 

七田覚委員、高尾兼利委員、谷口仁史委員、橋野かの子委員、 

久野真也委員、服巻智子委員、福島龍三郎委員、福田雅春委員、 

宮崎祐治委員、吉木知也委員 

以上、２１名 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー 

 

佐賀県精神保健福祉センター 野上所長 

佐賀県障害福祉課 岸川課長、土井係長、長屋主事 

事
務
局 

【 保健福祉部 】田中 部長、大城 健康づくり課長、 

蘭 障がい福祉課長 ほか５名 

【子育て支援部】藤田 部長、大松 副部長兼保育幼稚園課長、 

        久富 子育て総務課長  ほか４名 

【 教育部  】 百崎 部長、松島 学校教育課長  ほか３名 

【 経済部  】 ２名 

【 農林水産部 】中山 副部長兼農業振興課長 ほか１名 

【企画調整部】 武富 企画政策課長 ほか１名 

欠席者 馬場浩輔委員 

傍 聴 者 なし 

報道機関 １名 
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講演 

（司会） 

佐賀大学医学部 堀川教授から「発達障がい者の運転免許証の取得について」ご講演いた

だく。 

 

（堀川教授） 

 発達障がい者においても運転免許取得は、就労や自立につながる意味で非常に重要な意

味を持つ。栃木県にある鹿沼自動車教習所では、５年以上前から発達障がい者への運転免

許取得の支援（つばさプラン）を行っており、現在、このプランが全国２０か所以上の教

習所でレギュラー授業として取り入れられている。九州では、熊本１校、福岡１校が九州

で導入に手を挙げており、佐賀で希望を出している学校もある。 

 つばさプランでは、社会福祉士や精神保健福祉士の資格をもったコーディネーターが中

心となり、運転技能の講習だけではなく、メンタル面でのサポートにも力を入れている。

途中集計だが、参加人数１９３名中１６６名が免許取得に至っており、高い確率で免許取

得ができている。取得できなかった者では、通学が出来ない家庭的な事情が発生したり、

利用者のモチベーションの問題など外的なファクターを要因とする場合が多い。 

 つばさプランでは、最初に個別の支援計画を立てるが、その際、免許取得後の交通事故

を減らすことを目的に学校独自で WAIS検査を行い、本人の知能や認知特性の把握を行って

いる。この初回面談や検査を受ける過程でカウンセリングのベースができ、アドバイスも

できるようになる。学科では、授業の枠を増やしたり、実技では、チャイムが鳴って一斉

に受講生が動き出す時に一緒に動けない方もいるため、わざとワンテンポ遅らせて実技を

開始し、抵抗感を軽減するような配慮もされている。 

受講者の分析では、平均年齢が２１歳（１７歳から３７歳）、男性７６％、女性２４％で

ある。診断は、ASD４２％、ASDと他の障がいを併発している方が６％、その他、ADHDや精

神疾患の寛解期の方、抑うつの方もいる。平均講習期間は、５９日間、技能講習の延長回

数の平均が５．２回、卒業検定の受験回数は平均１．２回。仮免試験の受験回数も平均１．

５回ということで、発達障がい者が免許取得に長い時間を要して苦労していることは決し

てない。 

免許取得後の事故・違反等の経過では、現時点で大きな事故の報告はない。また、県警

が発表する自動車学校毎の事故率でも、鹿沼自動車学校は栃木県内の他の自動車学校に比

べて特筆して高いということもない。発達障がい者をはじめとする運転免許取得に何らか

の問題を抱える方には、適切なケアを提供すれば十分免許取得は可能だろうと考えている。 

 

（司会） 

 何かご質問、ご意見等はないか。 

 

（会長） 

 コーディネーターの人件費について公的支援があるのか。 

 

（堀川教授） 

公的支援は聞いていない。鹿沼自動車学校では、「つばさプラン」について追加料金を頂

いているのが現状である。 
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議事 

 

（事務局） 

【資料１及び資料２により、(1)部会の活動報告について説明】 

 

（会長） 

 実態把握で訪問を受けたところの委員から補足説明があれば。 

 

（委員） 

うちの高校の生徒たちの中で特性のある生徒は、１割から２割程度まで広がってきてい

ると感じている。ただ、中学校時代までにきちんと診断を受けている生徒の数は少ない。

教師側から見て若干発達障がいがあるのではないかと感じる生徒も多くなりつつある。診

断を受けている生徒は、親の理解等もあるので、学校も対応しやすい。診断がない生徒の

対応が難しい。親の理解を得ながらといっても、反発を受けている現状がある。 

訪問を受けて感じたことだが、福祉の中にそんな支援もあるんだと初めて知ることもあ

った。高校では、各市町の福祉の情報が少ないと感じる。また、私立高校は、佐賀県内全

区域から生徒が集まる。佐賀市はこのような会を設けて、今後情報が頂けると思うが、他

の市町はどうなのかなと思う所もある。他市町とどのように繋がっていけばいいのかとい

う点は課題に挙げる必要があると感じているところである。 

 

（委員） 

 私が所属している子ども学科に限ると、一学年９０人程いるが大体私の見積もりで１０

人前後は発達障がいの傾向のある学生がいると思う。その中で、診断をしっかり受けてい

る子は、２～３人程度、あとは、我々教員が見てどうも適応が難しいとか、人間関係が不

得意だという学生が一割程度いる。 

 私のゼミの学生で一つ例を挙げると、その子は診断を受けていないが、一年生の時にレ

クリエーションでフルーツバスケットをやった際、なかなかやれない。何回やってもルー

ルを理解できないと言って、そうした中でその子の独特な傾向が分かった。その子を学生

相談まで繋げて支援していくと、何とか授業には出られるようになった。しかし、大学の

支援は生活指導も含めて細かくやることが出来ないので、夏休み後にだんだん生活が乱れ

てきて後期の授業がなかなか受けられない、こちらから連絡しても連絡が取れない、保護

者にもアプローチ出来ないということで段々欠席数が増え、単位が取れなかったという事

例があった。大学独特の支援の仕方が中高のように細かくないので、上手くいかないとい

うのは一つあると思う。 

 もう一つは、診断を受けて発達障がいだと分かっていても、こちらの支援に対して自分

は今までやってきたから分かっているんだという感じで拒否されることがある。大学が思

うのは、障がいを抱えた人がその時々で支援環境を適切に活用できる能力を中高までに身

につけてもらってここが上手くいけば我々も何とかできる。そして、大学の緩い環境では

何とか単位を取って卒業して就職するが、就職した後が上手くいかない。就職した後の支

援をうまく得られずにドロップアウトして退職が早期になることもある。そこは大学も支

援出来ず、その子たちにとっても良くない環境になるので、就職した後のことまで考えて

その子たちに必要な能力を身につけてもらえないかというのが大学としての課題である。 



4 

 

（委員） 

 資料２に「障がい者の新規求人・就職件数」とあるが、これは「新規求職・就職件数」

の誤り、訂正をお願いしたい。過去１０年間で４倍に増加とあったが、具体的な数字を挙

げると平成２０年度の新規求職者が全体で９８８名。平成２９年度は１,７０３名で７割増

している。この中で身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他と分けて取り扱

いをするが、その他の中には、発達障がい者、高次脳機能障害、難病等を含めている。精

神障がい者の新規求職者は、平成２０年度は、１６２名。平成２９年度は、６５９名とこ

こが４倍になっている。その他は、平成２０年度は、１９名でしたが、平成２９年度は、

１１４名となり、約６倍に増加している。また、発達障がいの方も精神障がいの手帳をお

持ちの方は、精神障がいの所で数が上がっている。 

 ハローワーク佐賀では、障がい者の就職支援に向けて「専門援助部門」という専門の部

署を設けており、そこに職員と専門の相談員を配置している。その中でも就職支援ナビゲ

ーターという発達障がい者の支援専門の方がいる。その他にも、精神障がい者雇用トータ

ルサポーターも配置している。ハローワークに来られた時に発達障がい者の方は、最初は

一般の窓口に登録をされる。そこでの相談過程の中で、なかなか話が噛み合わないといっ

た特性が見られたところで就職支援ナビゲーターにつなぐという取り扱いをしている。そ

こで話しが上手く進めばいいが、自己理解が出来ている方と出来ていない方がいるため、

そこの差で大分取り扱いが難航する。成人で自己理解が無い場合は、その状態をきり出す

ことが難しく、どういったタイミングでどのような声かけをして、特性を相手に理解して

もらうのかが難しい。 

 資料の右側の課題で「幼少期からの支援の積み重ねや自己理解の有無で就職時のハード

ルが異なる。」とあるが、確かにそのとおり。しっかり理解が積み上がってきた方は、コミ

ュニケーションが出来るが、そこが一番の問題だと思う。 

 あとは、ハローワークに来ていただければ、そこで相談を受けているのでぜひ来てもら

えればと思う。 

 

（委員） 

子ども・若者支援、生活困窮自立支援に関しては、佐賀市から委託を受けている。様々

な窓口の委託を受けているので、専門職がチームで対応できる環境を整えている。その中

で年間４万９千件を超える御相談を受けている状況である。活動の特徴は、アウトリーチ

活動（訪問型の相談支援）で対象となる当事者は、高齢層が多い。相談の入口は、子ども・

若者総合相談センターで言うと大体７５％が専門機関など行政機関の一次相談からスター

トする形である。また、年齢層を少し上げると、「引きこもり地域支援センター」を佐賀県

から委託を受けているが、昨年、３,９００件を超える相談を受け、その内の重篤層で課題

として挙げられる点は、４０代以降が３３％を占めていたことと、もう一つ深刻なのは、

１０年以上の引きこもり経験がある方が全体の４６％を占めていたという点にある。アウ

トリーチがあることによって、従来窓口に来られなかった対象者も次々と窓口に繋がって

いる。 

支援の難しさで一番大きな点は、対象者は既に様々な専門機関の支援を受けているとい

う点である。「引きこもり地域支援センター」ベースで見ると、６２％が過去に相談の経験

がある。ただでさえ、対人関係のトラブルをきっかけに社会的孤立状態に陥っている方に

対して、そういった経験を基に入り口段階から緻密な準備を整えていかないと閉ざした心
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を開くことは出来ない。入り口段階での難しさがある。 

入り口段階で繋がる力が非常に弱くなっている当事者と関わっていくので、背景に複合

化した問題、全体で８０数パーセントは、多重に困難を抱えているという実態調査の結果

も出ている。本人が抱える引きこもり以外の問題（経済困窮、DV、虐待、生育環境の問題

等）から影響が及んでいるということからも、背景にある問題を一つひとつ対応するので

は限界がある。アウトリーチで培った関係性を基に自立まで伴奏して、家族とも力を合わ

せて解決をしていくという支援で対応している。 

そのプロセスで非常に重要になってくるのは、一つは課題にも上がっているマンパワー

の不足である。圧倒的にニーズは高いが、我々２５０名の登録スタッフ、８０名の有給職

員で対応しているが、圧倒的に人が足りない。人を確保するための予算の問題もある。 

もう一つは、支援の受け皿の拡充という点である。職親制度といって、理解ある事業所

１７０箇所協力いただいているが、就労体験等を受け入れてくれる事業主と協力し合いな

がら自立までのプロセスを伴奏する取り組みを行っている。 

その他にも、一時的に保護するシェルターも必要だと思う。生活困窮者自立支援制度に

関連しては、佐賀県には一時シェルターは、０（ゼロ）である。また、自立援助ホームと

呼ばれる虐待の経験を持つ方等が養護施設を出た後に支援を受ける施設についても０（ゼ

ロ）であり、県外に頼らざるおえない状況である。幸い、全国組織となっているため各県

から協力を頂いているが、県内にもそのような場所は必要だと思う。家庭内暴力が発生し

た時にそれがおさまるまでの間、一時的に預かってもらえる場所をしっかり確保していく

必要があると思う。 

もう一つ、情報の共有については、佐賀市や県の協力で「佐賀一括同意方式」という仕

組みをようやく作ることが出来た。これは、参議院厚生労働員会でも取り上げられたもの

であるが、事業ごとに必要な利用申込書と個人情報の取扱い同意書を１枚の用紙でとるよ

うにしている。いわゆる縦割りを突破する形での様式を初めて国・県・市の共同で実現す

ることが出来た。そのことが何を意味するかというと、自立までのプロセスでしっかり関

係機関と情報を共有しながら、エピデンスとしても複数年しっかり検証できる仕組みを伴

うという点である。どういう風に行動すれば課題解決に繋がるのか PDCAサイクルを本来の

意味で回していくためには、個人情報の取り扱いの仕組みも重要になってくるのではない

かと思う。 

 

（会長） 

 それぞれに問題が多いと実感する。佐賀市でも早期診断・早期支援ということで取り組

んでいるが、高校・大学に至っては、おそらく高機能の方が多いかと思う。高校・大学ま

で診断をされていない方がかなり多い実態が見えて来るし、高校や大学を出た後の支援に

ついても同様である。生涯に渡る支援を構築していくこと、本当に大変だと実感する。 

次に、議事(2)発達障がい児の早期発見後のフォローについて事務局から説明を。 

 

（事務局） 

【資料３により、（２）発達障がい児の早期発見後のフォローについて説明】 

  

（会長） 

 何かご質問・ご意見は。 
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「わくわくキッズ」等を介して、「にこにこ発達相談」に行く部分とそれ以外の部分では、

人数等はどのくらいの割合か。 

 

（事務局） 

 割合は不明だが、「にこにこ発達相談」は、初めて相談に来る年齢が２歳未満と決まって

おり、１歳６ヶ月児健診から相談会や「わくわくキッズ」等を挟んでいくと時間が経って

しまう。時間的に、「にこにこ発達相談」に多くの方は繋がりにくい。 

 

（会長） 

 流れとしては、この図（資料３）の左側の流れが多くなっているということか。 

 

（事務局） 

 今の体制では、左側の流れが多い。中には、お母様が小さいうちから心配し、ネットで

「にこにこ発達相談」の情報を掴んでまっすぐ相談に行くパターンもある。実際、１歳６

ヶ月児健診を受けるのが、１歳７ヶ月～８ヶ月になるがその時点で病院に相談していたり、

診断を受けているお子さんもいるので、本当に心配な親御さんは、自分で動きを取ってい

るという状況である。 

 

（委員） 

 今話されたとおりだが、それ以外の理由もある。「にこにこ発達相談」は、肥前精神医療

センターに依頼をする枠が決まっており、それを超えることが出来ない。 

 

（委員） 

どのくらいか。 

 

（委員） 

肥前精神医療センターと佐賀市の契約金の額で決まる。一つの診断チームに医師が３名、

臨床心理士と臨床発達心理士、作業療法士２名がチームを組んで１日拘束する金額になる

ので、月平均２名ぐらいの枠である。 

 

（会長） 

 現実的には、待機を減らす意味では、左側（資料３）の流れをいかにスムーズにしてい

くかが重要になると思う。待機が出るのは避けられないので、グレーゾーンとか、待機を

している間に何か出来ることがないか検討をお願いしたい。 

 

（委員） 

「にこにこ発達相談」で２～３歳児のお子さんが診断を受けて来るが、親御さんは結構

納得していない。結局、セカンドオピニオンとして小児科を受診される。結果、診断が違

っていたということを多々私が経験している。整肢学園の先生も経験をしていると思うが、

ここを小児科が診るべきではないかということを前回から言っている。 
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（委員） 

 お子さんが一日かけてといった時に本当に自然な状態、いい状態で診れているのかとい

うのはよく分からない。子どもなので評価をする時に難しい時もあると思う。肥前の先生

とも協力しながら一緒にやっていけたらと思うが、月２名ということなので小児科医がも

っと頑張っていかなければいけないと思った。 

 

（会長） 

 今日いただいた意見も参考に検討をお願いしたい。 

 

（委員） 

 肥前の診断チームには、小児科医もいる。また、その日だけの評価ではなく、家庭での

ビデオも撮影してきてもらう。それ以外の検査もあるのでその日一日だけで診るわけでは

ない。 

 

（会長） 

 最後に(3)今後の方向性及び平成３１年度以降の取組（予定）について事務局から説明を。 

 

（事務局） 

【資料１及び資料３により、（３）今後の方向性及び平成３１年度以降の取組（予定）につ

いて説明】 

 

（会長） 

委員の皆様からご意見、ご質問は。 

 

（副会長） 

 学校のカリュキュラムは、文科省が決めているのか。例えば、特別支援教育の枠を広げ

て、普通クラスでも発達障がい児に応じた対応が出来るような工夫はあるのか。具体的に

は、板書が苦手な子どもがカメラを使ってその板書をコピーするとか、書字が上手く力が

入らずにノートの書きとりが上手く出来ない子ども等にキーボードを使うとか、口で言っ

てそれを変換するとか。体育の授業も普通の定型発達の子どもと違い、ボディバランスが

悪かったりするので、例えば感覚統合の訓練を体育の授業に取り入れる等。特別支援学級

でなければ特別支援教育が受けられないなど文科省でカリュキュラムの決まりがあるのか。

そこをもう少し融通を利かせれば、発達障がいの子どもにとっては、小中学校の伸びる時

期に無駄な時間を過ごした上に、先生に勘違いして怒られたり、子ども達からからかわれ

たりして自信を無くしていくのはかえって良くない気もする。 

 

（委員） 

 基本的に小中学校では、知的障がいを伴うが伴わないかで教育課程が別れる。通常学級

にいる子は、知的障がいを伴わないことが多いので、国から示されたカリュキュラム（学

習指導要領）に従って学習を進めていく。主たる教材は教科書で黒板を使ってという状況

だが、如いて言えば、佐賀市では特別支援学級を含めた全ての教室に電子黒板を入れてい

るので、そこに動画を写したり、紙面では表示できないデジタル教科書を取り入れること



8 

 

は可能である。カメラやワープロについては、保護者からご相談があれば、学校独自で対

応は可能と思うが、佐賀市でそういった状況が多くあるとは認識していない。私の学校で

もそのような相談は多くない 

 一方で特別支援学級に入級していれば、様々な教育課程の取り組みが出来るが、通常学

級で言うとそういった状況だと思う。それぞれの学習の「めあて」はあるが、その手段や

取り組み内容については、体育であれば跳び箱の高さを変えたり、鉄棒のやりたい種目に

挑戦させるといったやり方もある。また、美術・図工では、子ども達がやりたいもの、出

来そうなものから取り組むというのは比較的出来るかなと思う。やはり、国語、算数、理

科、社会というのは、教科に沿った学習が中心と思う。 

 

（会長） 

 特別支援学級の入級時の診断について、先日、文科省の方から話しを伺った時は、必ず

しも診断がなくてもいいと言われていた。指導要綱の中にも支援が必要なお子さんの指導

要領はかなり詳しく書かれていて、対策等も書かれているがなかなか現場で生かされてい

ないという話しだった。個別の支援で現場の先生方も大変なことは分かるが、現場の先生

方がこの子には支援が必要だと感じられた場合に、現場と保護者が話し合って支援学級と

移動する様なやり方を融通することは出来ないのか。私たちも、LD（学習障害）の診断だ

けでは支援級に入れないとかいろんな問題を聞く。診断名がつかないと支援級に入れない

という現状をもう少しどうにかできないのか。 

 

（委員） 

 支援学級の入級は、佐賀市だけではないと思うが明確に診断書を求められる。一方で通

常学級にいる子どもさんの中にも診断を持っている子も、そうでない子もいる。少なくと

も通常学級の中では、診断がなければ特別な支援が出来ないとか、保護者とやり取りが出

来ないということはないと思っている。実際、学校に入ってみて保護者が気づく、或いは、

学校で子どもさんの様子を見て気になる所を保護者と話し合いながら医療機関に繋いで行

く、医療機関に繋がるとそこで診断が出てくるので、診断があったからということだけで

は無いにしても、そこで医療機関との連携が始まるという気はする。診断がなければ支援

が出来ないということでは無いが、入級、通級指導については、明確に線引きがあると教

育委員会からも指導があっている。 

 

（副会長） 

 先ほど、堀川先生の講義でも自動車学校で知能検査をされていた。発達障がいでは、知

的障がいが無い人がほとんどだと思うが、IQ の動作性がアンバランスだと学校生活を送る

上ではかなり困難を抱えると思う。疑わしい人は、知能検査等は受けないのか。 

 

（委員） 

 基本的に全ての生徒が受ける知能検査は、学年で行っているが、WISC 等の発達検査につ

いては、学校が独自にすることはない。まず、保護者に様々な子どもの状況を話していき

ながら、客観的な子どもの状態を見ていきましょうという所で医療機関に繋がったり、又

は、市の相談機関に繋がったりして、そこで保護者と連携する中で保護者のご了解が頂け

れば検査に繋がることは多い。合わせて、医療機関で検査をしてもらうことも多くある。 
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（委員） 

 お子さんの特性や凸凹を理解するために発達検査は大事だと思う。先ほど、医療機関の

待機の問題があったが、必ず発達検査をしてくれとか、支援学級に入ったら佐賀市は、３

年毎に継続のため知能検査をしてくれという風にして病院に来られる。しかし、マンパワ

ー的にも待機の問題もあるし、実際、知能検査を先生がされた方が子どもの様子がよく分

かると思う。学校よりも市の学校教育課でご検討いただいた方がいいかもしれないが、佐

賀市以外では３年毎にやられているのか。必要な時はもちろんしないといけないが、ルー

チンに皆３年経ったから検査して下さい、病院で指摘してもらって来て下さいと言われて

いるように思うので、この辺りも仕組みとしてもう少し考えてもらえたらと思う。 

 

（委員） 

 今のご意見は非常に重要である。今の学校教育では WISC や WAIS などウェクスラー系の

検査はできない。公認心理士の法律が出来て、心理士でなければ検査が出来なくなる。ア

メリカでは各教育委員会に公認心理士を雇用していて、教育委員会がある地域で検査が必

要な子ども達は、検査の資格を持った心理士チームが学校に派遣されて検査する。日本も

ウェクスラー系の検査は学校には売らないことになっており、学校では、新しい WISC-Ⅳを

買えない。学校では、移行支援をしている人やコーディネーターの立場の人だったら WISC-

Ⅳの講習会を受講させてもらえることもあるが、これから先は、公認心理士でなければさ

せませんという流れがあるのでチームを結成する方向で動かれたらと思う。 

 

（委員） 

 私もそのように思っていて、小城市では、「子ども発達支援センター」がある。小城市は

そこに心理士がいて、相談を受けたり知能検査をされている。佐賀市でもその辺りを検討

いただいて、一旦、佐賀市で知能検査を行う。その結果、必要があれば医療機関に繋ぐと

いうような感じでないと今は診断を受けるためにすぐ病院に行きなさいという感じになっ

ている。病院もマンパワーが十分ではないので、待機の問題等も考えると、先生がおっし

ゃるようなことも必要かなと思う。 

 

（委員） 

 私も長崎県で２０年程前に教育相談をやっていて、県の教育委員会と一緒に巡回相談で

各地を回っていた。そこに心理検査を行う心理士や支援学校の先生等が十数名一緒に来る。

そこで呼んだ子どもを全員に分けて WISCをとってもらい、最終的に診断が必要な子どもは

私の所に回って来ていた。そうやって医療機関に検査の為だけに送るのではなく、教育委

員会がそこで WISC をとって、診断がつく者はつけてということでやっていた経験がある。

今も長崎がそのようにしているのかは分からないが、当時はそのようにして行っていた。 

 

（会長） 

 ぜひ、御検討をお願いする。 

 

（委員） 

 佐賀市では、生活支援員を独自に配置していて、個別に対応する対策を実際にとってい

る。さらに不登校児童・生徒支援業務、これは我々が関与している業務だが、不登校対策
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の位置づけで学習支援員として相談室対応で個別に支援を行うこともある。また、学校に

来られない子に対しては、ICTを活用した学習支援もやっている。実際にそこでパソコン学

習と我々が訪問支援をして生活支援を含めてトータルで支援することで学校への復帰につ

なげていくというものである。 

もう一つ、県の教育委員会では、訪問支援による学校復帰サポート事業はある。既存相

談支援では対応できないケースに対して、我々が家庭訪問して家庭からそういった支えを

するというものである。なので当然、臨床心理士は配置していますし、その臨床心理士も

臨床経験がある職員を配置する形でしっかりサポートすることと、精神科医のスーパーバ

イズを受けながら実際に発達障がい等の診断の必要性がある場合には、肥前や嬉野等の精

神科にお願いしている。そういった点で行くと、この委員会でもう一つの視点として持っ

ておいた方がいいのは、二次障害で対応する機関であったり、不登校や引きこもり等関連

施策で日常的な支援で関与している人材を佐賀市はよく配置していますから、その人たち

に先ほどの検査のスキル等を提供してもらって、少しでも手厚く支援を回していくという

点も考えていく必要があると思う。 

 あとは、加配。関連施策の実数ベースでの加配、発達障がいを抱えている人を支えてい

るのかというのを一回、全体像を見ていく必要があるのかなと思う。 

 

（委員） 

 本校では、先ほどの生活指導員や学習支援員の配置、それから、特別支援学級支援員の

３種の業務の方が入っている。また、なかなか学校に来られない子もおり、今度、ICTを活

用したタブレットによる遠隔学習ということで１２月から東与賀では始めるようにしてい

る。周囲のご支援で本校でも支援の場が広がって来ていると思う。 

 

（会長） 

 小中高大学など学校関係とスチューデント・サポートフェイスとの繋がりや周知は、十

分に出来ているのか。 

 

（委員） 

 年間４９,０００件の相談のうち、紹介元の３３％は学校教育である。どこまでを基準と

して周知徹底されているかを見るのは難しいが、窓口で言えば我々の所に学校の先生から

直接繋いで頂くことが圧倒的に多いと言える。スチューデント・サポートフェイスとして

認識されている先生もいれば、引きこもり地域支援センターが関与するケースや生活困

窮・生活自立支援センターが関与するケースもある。委託事業なので、委託者である県や

市の施策ベースの担当窓口として認識されている場合もある。 

 

（委員） 

 資料２で高校のお話しがあったが、佐賀市は市立の高校を持っていないので高校生にど

のような支援をするのかは、今後考えて頂きたいと思う。県は県立高校を持っているので、

アナザープラネットでは、県から事業委託を受けて「高校生プログラム」を実施している。

もう６年目に入る。入試を突破するレベルで集団行動に耐える子どもでなければならない

ので不登校気味などでグループに耐えられない人は、うちの方では個別指導をご紹介して、

グループ指導に耐えるチームワーク等を勉強しながらやる。そこでは、県の事業として告
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知をし、告知から大学進学支援という形に持っていって、大学では特別支援を受けるため

に学生支援課に相談に行くまでの支援を行っている。今年もこれから始まるが、昨年は、

１８人程受けてもらった。この事業は、校長推薦でなければならないことと土曜日にやる

が、学校行事があってもこちらに来ている場合は、出席扱いにするということを学校や県

が保障するという所で動いている。誰でも受けられるが、告知をすることに親が同意して

いる必要もある。先ほど大学で問題を起こすと挙げられた点では、この事業では高校まで

に告知を受けていない学生に対しては、アプローチを県の事業として行っている。 

市としても高校生や大学生のポピュレーションとして何か考えておられるのか、今後お

話しを楽しみに待っている。 

 

（委員） 

 成人期の支援の話しで先ほど、説明があったが、精神科の一般外来で発達障がいの大人

を診ていると、大体、大学を卒業して就職の段階で躓いてくることが多い。こういう人た

ちの就労支援に苦労することが一番多いと思う。 

先ほどの、スチューデント・サポートフェイスでは何歳ぐらいまで対応してもらえるの

か。それから、今後の取組予定の中に青年期・成人期の支援がすごく寂しいと思ったのは、

「農福連携」と「企業への働きかけ」ということでこんなので果たして就労支援が回って

行くんだろうかと思う。農福連携というのは、どういったターゲットにどのような支援を

されているのかもう少し教えてほしい。 

 

（委員） 

 施策によって随分変わってくるが、子ども・若者総合相談センターと地域若者サポート

ステーション事業で言うと３０代迄ですが、佐賀市に限っては、生活困窮者自立支援制度

を受託しているので、年齢関係なく対応できる。あと、引きこもり地域支援センターにつ

いては、佐賀県全域、全年齢対象なので引きこもりの状態にある当事者の方であれば、ご

相談をお受けできる。職親制度も従来は若年層向けの職親制度だったが、今は高齢の引き

こもりの方も受け入れられるようにということで随時拡充をしている。 

 

（事務局） 

 農福連携は、発達障がいだけに限らず、広い意味での農福連携をふくしネットと一緒に

行っている。現状は、富士町でほうれん草の調整作業を行っている。農福連携のネットワ

ークは、ふくしネットと佐賀市、JA と県普及センターを含めてネットワークの会議をもっ

ており、そこで一部やっている。他には、佐賀市内では、個人で農福連携を行っている方

もいる。しかし、なかなか個人で直接行っているところの情報が入ってこないので、現在

は、選果場など JA と組んで、選果場では駐車場やトイレとか環境整備が出来ているので、

欲しい人が不足しているという中で今洗い出しを行っている所である。今回、３件ほどア

スパラや大和のみかん選果場など調査をさせてもらったが、特に大和のみかん選果場は、

人手が欲しいという所で実際に障がい者の方を家の方に１０年程住まわせて、雇っている

方もいた。 

農福連携はこれからというふうに思っているので、何が出来るのかという所も含めて農

業で必要な人員、福祉の方でやれる作業内容等も含めてこれから取り組んで行きたいと思

っている。 
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（委員） 

 今日の運転免許証の講義の中で考えてされていると思ったのは、コーディネーターがい

て、その人の個性や特性に合わせてきちんとレクチャーをしていく段階があるということ

だった。ただ、こういう仕事があるから、こういう所でどうですかという形では、就労が

上手くいかない人達だと思う。それぞれの人に合わせて仕事をコーディネートする人たち

がいないといけないと思うので、農福連携の中で発達障がいの人も考えていくのであれば、

そういった所に配慮されないと仕事だけ用意して、そこに人を入れるだけでは上手くいか

ないと思う。そこを含めて、この青年期・成人期の支援事業の中身をもう少し考えていた

だきたいと思う。 

 

（委員） 

 私、佐賀中部障がい者福祉ネットの事務局長もしており、佐賀市から農福連携の開拓に

ついて委託を受けている団体もしている。現状を言うと、ご指摘のとおり、まだ個別の支

援をする段階では無く職域開発の段階である。農業側の課題としていわゆる後継者不足、

また、耕作放棄地が増えているという地域課題と障がい者の方たちの就労の場の拡大とい

う両方の課題を上手くマッチング出来ないかなというのがこの農福連携のとっかかりであ

る。 

現在は、JA や普及センターと一緒に農家の現状と福祉の現状をどうやってすり合わせて

いくのか、例えば、工賃（作業賃）がお互いに折り合うのか、あとは農家の働く場所とい

うのは障がい者にとっては若干働きにくい場面もある。また、天気に左右されるなど。ち

なみに、農業側の方もご理解いただいており、選果場という話しが出たが、農家は収穫や

栽培だけでは無く袋詰めとか、建物の中で通年やれる作業というのを農業側でも作っても

らい、そこにどう障がいのある方たちが入っていくかという職域を開拓している段階かな

と思っている。実際に職域が出来て環境が整った段階で個人個人に合わせた就労支援とい

うのが専門職として入ってもらう段階になると思う。 

 

（会長） 

 先ほど、高校と大学のところで発達障がいと診断されていない方が多いという話しがあ

ったが、連携について、中学から高校に入学する時、高校から大学へというところでの情

報伝達は、どのようになっているのか。 

 

（委員） 

 高校の場合は、生徒指導連絡協議会が中高連携であっており、その折に中学の方から情

報が来たりとか、養護教諭から直接うちの養護教諭にきたりとか、或いは、校長同士で連

絡が入ったりとか、診断等を抱えた生徒については、ほぼ入ってくる。そういう連携は出

来ている。ただ、中学時代に診断が無いという状況であれば、あえてそれを言ってもらえ

ると特性がかなり顕著であれば、先ほどの連絡協議会の中で診断は無いが交友関係が上手

くいかないなどの連絡はある。ただ、これが大学との連携となると基本的にはほぼないと

言っていいと思う。就職等では、特性を持った子については、特性を伝えた上で受けて頂

くケースはある。 
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（委員） 

 診断があることで受験が不利にならないのか。 

 

（委員） 

 基本的にそれはない。ただし、診断の中でこういう手立てが教育上必要ですと言われる

と、うちではそれは出来ませんと言うことはある。施設・設備面で問題があるとか、身体

障がいの場合はそういった状況があるが、発達障がいでもそういうケースが無いとは言い

切れない。場合によっては、うちでは対応が難しいケースになるので保護者に「一緒に付

いてきて下さいますか。」とか、条件を申し入れることがある。 

 

（委員） 

 せっかく高校、大学、成人期と繋がっているので、それぞれで困っている人たちがどう

いう経過できたのかとか、どういう環境にあってというのをもう少し全体像として要素を

みていって、どういう支援が良いのか悪いのか話し合ったり、全体をみていけるといいと

思う。 

 

（会長） 

 これらを踏まえて、事務局の方でも検討をお願いしたい。 


