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平成３０年度 第３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３１年２月４日（月） 

開催時間 午後７時００分～午後８時３０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（会長）、古賀義孝（副会長）、赤瀬満博、円城寺しづか、 

梶原紳一、木附京子、古賀利治、七田覚、高尾兼利、谷口仁史、 

橋野かの子、馬場浩輔、服巻智子、福島龍三郎、福田雅春、宮崎祐治、 

吉木知也、松永高政（鮫島委員代理） 

以上、１８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 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４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２名 

【企画調整部】 武富 企画政策課長 ほか１名 

欠席者 川内野彰夫、坂井俊彦、佐川陽子、鮫島隆晃、久野真也 以上５名 

傍 聴 者 なし 

報道機関 １名 
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議事 

 

（事務局） 

【 資料１により、(1)スクリーニング後の支援について説明 】 

 

（会長） 

 何かご意見・ご質問は。 

 

（委員） 

 市の対応の中で健康づくり課と子育て総務課の二系統があるが、連携はどうなのか。 

 また前回、早期診断のため肥前精神医療センターに予算を出していると言われた。最初

は、診断できる機関が少なかったかもしれないが、今は色んな所が行っている。診断は医

療保険でできるのになぜ税金を投入するのか。 

 それから、診断待機やグレーゾーンで不安を感じる母親にどう対応するのかというとこ

ろで、ペアトレの話しもあった。現在、若楠療育園では、親子教室を毎週２回開催してい

る。そのようなものを整肢学園でも準備中であるが、医療保険が使えず完全な手出しにな

る。だが、子どもへの早期の対応や診断に繋ぐ子どもの精査、診断が無くても経過を見て

いくこともできる。また、市内の小児科と非常に連携しやすくなると思う。 

なぜ肥前精神医療センターに予算がついているのか、どのくらいの予算がついているの

か教えてほしい。 

 

（事務局） 

 母子保健で１歳６か月児健診、３歳児健診を行っているが、受診に来ない方には、子育

て支援部と情報交換をして対策を講じている。また、現在、母子の包括センターが公的に

も整備される方向で進んでおり、その中で連携を深め、互いに連絡を取り合う形で支援し

ている。そして、これまでは、ほほえみ館に健康づくり課はあったが、今回、本庁に移り

隣同士となり連携は取りやすい形になっている。 

 発達障がいについては、健康づくり課では、１歳６か月児健診と３歳児健診の中で母親

が心配している方を各種相談会に紹介し、必要がある場合は、子育て総務課の「にこにこ

発達相談」へ紹介している。これからも密に連携が必要であると考えている。 

 

（会長） 

 発達障がいに関連する部署を市役所の中で一にまとめた方がいいように思うがいかがか。 

 

（委員） 

 発達障がい関連をまとめた自治体がいくつかある。就労や家庭支援、学校教育など全て

関わるようになると、他の課は関係ないことになり、むしろ、多面的なところで上手くい

かなくなった事例がある。まとめた方がスムーズなようだが、学校教育や子育て支援、福

祉、医療など関係する課は違うけれども、それぞれが連携できれば実はその方が望ましい

と言える。いろいろな自治体が取り組んだ成功例、失敗例を見て考えた方がいいと思う。 
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（会長） 

 発達障がい全体をまとめるという意味ではなく。健康づくり課と子育て総務課で分かれ

て行っているスクリーニング後の支援の部分を一つの部署でやるようにした方がいいので

はないかという提案である。 

 

（委員） 

 根本的に子育て総務課は何をしているのか。 

 

（事務局） 

 子育て総務課は、平成２９年度に新しくできた課で、同時に子育て支援部も新しく立ち

上がった。それまでは、教育委員会の中に入っていた子ども家庭課や保育幼稚園課が分離

して、市長部局で子育て支援部ができている。子育て総務課の中には、早期診断事業、「ク

ラスルームといろ」の運営、その他にも児童クラブ・児童センターの運営など子どもの養

育等に係るものに関しての課である。 

 

（委員） 

 １～３歳の子どもは正常な子どもの発達を診ている小児科でないと間違えてしまう。１

～２歳の子どもは自閉症のような行動をとるので、そこで異常な子どもしか診たことがな

い方は、異常と診てしまう。正常の子どもを診ている小児科医は、経過をみて改善するこ

ともあるという感じで診ている。肥前では１回の診察だけで診断を下し、療育やフォロー

アップもできない。その子たちは、私どもの病院や整肢学園に流れてくる。また、自閉症

と言われたがどう見ても違うと周りから言われ、診断をやり直した方がいいパターンが最

近非常に多い。ということは、予算の無駄遣いであり、見直しは必要だと思う。 

また、「わくわくキッズ」はそれいゆに委託しているが、自閉症しかみれない。発達障が

いの発生頻度としては、ADHDが圧倒的に多く、親の困り感や子育てが大変なのは、ADHDの

方である。作業療法士や言語聴覚士を非常勤で雇うことに予算を使ってもいいのではない

か。子育て支援に関する予算の見直しをしてもらいたい。 

 

（事務局） 

 組織体制は、必要であれば変更は可能である。ただし、母子保健については、今は健康

づくり課に置くようにしている。子育て支援部ができた時に何を重点的にやるのかという

議論の中で教育委員会と保健福祉部にあったものをそれぞれつけている。今後も検討はし

ていくが、当面はこの形でやっていきたい。 

 

（事務局） 

 平成１６年に発達障害者支援法が定められ、市町村では、発達障がいの早期発見・早期

支援が責務とされた。佐賀市では、発達障がいにいち早く対応するため平成２３年度から

早期診断事業と早期療育事業を実施している。その当時、早期に診断が出る医療機関が少

なく、長期に及ぶ待機が発生している状況であった。肥前精神医療センターでは、複数の

先生、臨床心理士、作業療法士のチームによって診断体制を整えてもらえるということで

早期診断事業を委託している。その費用は、約３００万円を支払っている。 
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（委員） 

 私は、その最初から携わっている。最初は、市内の医療機関からお断りをされて最終的

に肥前精神医療センターに行った。それから、一日で診断することについては、事前に３

回程度は PARSや M-CHAT、バインランド、感覚プロファイルなどを取りながら母親と面談を

する。その他にも、拡大家族にも来てもらったり、家での様子をビデオに撮ってきてもら

う。肥前精神医療センターでは、午前・午後の１日を使うが、それまでの面談の内容を全

て確認した上で、その日も新版 K 式などの検査を行っての診断となる。また、ここで終わ

りではなく「クラスルームといろ」や「ほっとカフェ」での親の勉強会で年２回、肥前精

神医療センターの先生に来てもらう。それ以外では、担当のフォローアップで様子を見に

来てもらっている状態です。このような流れになっている。 

 

（委員） 

 時代が変わってきて今は診断そのものよりは、グレーゾーンの子ども達にいかに早く対

応するかが大切になっていると思う。診断よりもその前の段階の部分に限られた予算を使

うべきではないか。 

 最初の説明では、市内の小児科に診てもらい気になる子ども達をフォローアップしてい

く体制を作りたいと言われた。そのためには小児科医が中心になっていくべきである。 

肥前精神医療センターでは診断後、何回かフォローされるかもしれないが、医療保険で

はないためその後、定期的に病院で診ているわけではない。継続的に診ていく小児科医と

小児科のいろんな立場の者が協力をしていくというのであれば、早期診断事業があること

で肥前精神医療センターに行った後は、私たちの所に来る方もいる。何のために税金を使

っているのか。私たちの所が診断できない状況だったらそれでもいいが、今はそうではな

い。限られた予算なので保護者の不安を取り除く、幅広い人にいろんな体験を伝えていく

という方向にもっていった方がいいと思う。 

 それから、前回、学校教育課でも臨床心理士がいないという話が出てきたが、そういう

ところに予算を持っていった方がいいのではないか。なぜかというと、診断までは医療保

険でできるからである。 

 

（事務局） 

 組織の部分は、この場で答えが出せるものではない。今回の子育て支援部を立ち上げる

中で子どもの部分を取りまとめて、保育園・幼稚園、児童クラブ、児童虐待などまずはそ

こを取り組んでいこうという思いで立ち上げた。当然、将来については、色んな意見を賜

りながら変えるべきところは変えていくという姿勢を持っている。 

 また、「にこにこ発達相談」をはじめとする診断体制についても、平成２３年度から佐賀

市として先進的に取り組んできた事業で一定の成果を上げたつもりである。ただもう一方

では、時代の流れの中で今後どうしていくのかという所も踏まえて、ご意見を聞きながら

回答させていただきたい。 

 

（会長） 

 続いて議題２番目「発達障がい者(障がい者)の就労支援」と３番目「農福連携の推進」

については、まとめて事務局から説明を。 
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（事務局） 

【 資料２及び資料３により、(２)発達障がい者（障がい者）の就労支援、（３）農福連携

の推進について説明 】 

 

（会長） 

 何かご質問やご意見、ご提案は。 

 

（委員） 

 大人になって働いてから診断される人が多く、その人たちの支援が足りていないと思う。

そこをもっと充実させることができないのか。ジョブコーチ支援についても、そのような

方がジョブコーチを受けるまでには、本人の意識付けなどが大変である。例えば、先進諸

国では、ご本人に対するカウンセリングなどのセラピーセッションを先に行い、本人をし

っかりサポートし、自己認知を強めていく支援を行ってからジョブコーチに繋いでいる。

一般雇用の支援まで考えてもらえたらと思う。 

 

（会長） 

 窓口が難しいと思った。いろんなところで支援をしているのは分かったが、そこへどの

ようなルートから行くのか分からない。相談をする窓口とハローワークや地域障害者職業

センターなどにつながる所の流れが分かりにくい。 

 

（事務局） 

 相談のとっかかりとして、資料に記載のある関係機関等に相談いただければ、一番適切

なところに連携して紹介している。その他には、現在、県内に発達障害者支援センターが

２か所（鳥栖市、多久市）あるので、そこがまず大きな相談の窓口になる。また、もう一

つ発達障害者就労支援センターSKYが駅近くにあり、そこも併せて相談窓口になる。 

 

（会長） 

 佐賀市の就労支援相談が福祉施策の中に入っているが、そこで紹介することもあるのか。 

 

（事務局） 

 生活自立支援センター事業は、生活福祉課に置き、NPOスチューデント・サポートフェイ

スに委託をしいる。市に相談の場合は、生活福祉課でもよい。 

その他にも専門的な窓口はいくつもあるので分かりにくい状況かと思う。佐賀市の多機

関連携の相談事業を取り組んでおり、「福祉まるごと相談窓口」を一昨年から始めている。

そこに相談いただければ、一番適切なところを案内することができる。つなげていくとい

うのが今のところ佐賀市の役割だと考えている。 

 

（会長） 

 成人まで診断のない人の話しが出たが、そのような方たちの支援をするためには、まず

その方を評価したり、どこが問題なのか分析をするようなところが必要だと思う。それは

どこでされるのか。 
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（事務局） 

 大人になってからの発見は対応が難しくなる。それに対する支援策が今までほとんどな

かったため、今後そこにつなげられるようにまずは相談窓口を作った。そこでのつなぎ方

や支援の方法については、委員会の中でもご意見・ご議論いただきたいと思う。 

 

（委員） 

 うつ状態で精神科病院やクリニックに行くと実は発達障がいの傾向があるからこのよう

な状況に陥っている事例もあるのではと想像するが、実態はどうか。 

 

（委員） 

 精神科を受診する方の中に発達障がいが疑われる方、診断はつかないグレーゾーンの方、

でも何かしら支援を必要とする方は増えている。私は産業医もしているが、その立場でも

相談は多い。その後の対応は、雇う側（企業）のスタンスによって様々である。就労が続

けられない方もいたり、心無いパワハラ行為など職場によっても全然違う。 

通常、精神科では、うつ病になった場合に会社の方や上司を呼ぶが、そこで上手くいく

ケースもあれば、トラブルになっていくこともある。この議論の中で医療の介入は、連携

だと思う。診断をつけて事実を突きつけるだけでは、何も始まらないので我々も連携はこ

れからの課題だと思っている。 

 

（委員） 

 成人の発達障がいを診てくれる精神科は、あまり知らない。長年フォローをしていると

大人になったケースをどこに引き取ってもらえばいいのか全然分からない。成人の発達障

がいを診られる医療機関のリストを作ってもらえないか。 

 

（委員） 

 発達障がいの概念自体が最近の話しである。精神科でいうと児童・小児の領域の患者は、

あまり診たくないとか、その延長で発達障がいは何なのかよく分からないと敬遠されるこ

とは確かにある。産業医の先生は、そのような方を多く診るので心得ている先生が診てい

るというのが実情である。成人の方は、自覚が非常に乏しかったり、受診に難渋されてい

るケースも多い。不適応を起こしているからと言って、発達障がいという言葉を使うこと

で受診から足が遠のくこともある。精神科でも手を挙げるところが少ないのが実情だ。 

しかし、診断をするかどうかよりも支援が大事だと思う。その人が感じる生きづらさに

どう対応していくかということだと思う。佐賀にも精神科病院協会があるので報告して、

何かしらの形で対応したいとは思う。 

 

（委員） 

 佐賀市の就労支援を受けるには、基本的に療育手帳や精神障害者福祉手帳が必要という

ことか。 

 

（事務局） 

 診断書を提出いただければサービスの支給決定をしている。 
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（委員） 

 どちらにしても医療機関に行かなければ話が進まないということか。 

 

（事務局） 

 そうである。 

 

（委員） 

 社会参加・自立という点では、「子ども・若者相談センター」という子ども若者育成支援

推進法に基づく窓口がある。ここでは、相談者の約４割近くが発達障がいの疑いがあり、

その症状から起因する行動特性がある。また、地域若者サポートステーション事業につい

ては、若年者の職業的自立を支援する施設である。こちらも３割近くが同じく疑いがあり、

アウトリーチ対象者に限っては、４割以上となっている。ひきこもり地域支援センターは、

さらに高くなっている。そして、生活困窮者の当事者の中にも、離転職を繰り返したり、

自己管理ができず、実際、病院に行くと発達障がいと分かるケースがある。重層的に網の

目を細かくしていくしか今の段階ではないと思う。 

発達障がいの特性を持つ大人は、受診を頑なに拒否するケースもある。学生時代に支援

のチャンスがあってもそこでも上手くいかず、支援者や医療機関に対する不信が募ってい

るので相当な頑なさをもって社会的孤立状態に陥っている方が多くなっている。 

 共通して重要なのは、発見されて、頑なさをほどいて、抵抗感をといた上でしっかりと

一番いい支援につなげる。その中でも重要なのは出口支援である。二次的な障がいを抱え

て困難を感じている人をいかに支えていくのか、その受け皿にしっかりと目を向けないと

入口だけ作っても結局、滞留してしまう。当事者も診断を受けたのに何のためだったんだ

ということになる可能性も高い。手帳の有無にかかわらず、就労のサポートが受けられる

段階を作ってもらいたい。 

 九州で唯一、生活困窮者自立支援制度と地域若者サポートステーション事業の連結部分

を作って、診断や生活困窮の有無に関わらず自立に困難を抱えている人に対してトータル

で連携しながら対応できる窓口を設置する。こういった取り組みの中でもう一度エビデン

スを積み直す必要があると思う。どこも入口が縦割り過ぎて、結局全体像が見えていない。

全体像を見た上で佐賀市としての取組の方向性を検討していく必要があると思う。 

 

〇 委員 

 ハローワークでの窓口の状況をお知らせしたい。ハローワークでも一般就労の部門と障

がい者を専門に対応する専門援助部門がある。専門援助部門は、基本的に、身体・療育・

精神手帳をお持ちの方や診断書をお持ちの方に対して、就職に向けた特別な支援を行って

いる。また、事業所の方に対しての助成措置の対象も同様である。 

 窓口では、最初から専門援助部門に手帳を持ってくる方は、ほとんどいない。一般窓口

で相談をしていく中でなかなか話が噛み合わない、短期で離職を繰り返しているような方

に対し、話を聞いていくと発達障がいの傾向があるということが分かる。本人の自覚や受

診を促すのは、非常に難しい問題だと思う。最初や２回目の面談でそのような話しをする

と、トラブルになるためどのタイミングで話しをするのか非常に苦労している。 

 ハローワークでも、「精神障害者雇用トータルサポーター」や「就職支援ナビゲーター」

など専門的な支援を行う職員も配置しており、利用者との信頼関係を築きながら支援に当
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たっている。その中で手帳や診断書が取れれば、事業主に助成措置も紹介しながら繋いで

いくことができる。発達障がいは、特別な配慮が必要なければ、あえてレッテルを貼らな

くても一般就労で進んでいいが、職場でトラブルを起こすなどいろんな配慮が必要な方に

ついては、何らかの支援を受けないと就職や継続した雇用も難しい状況にある。 

 

（会長） 

 最後に議事４番目の「今後の進め方」について、事務局から説明を。 

 

（事務局） 

【 資料４により、(４)今後の進め方について説明 】 

 

（会長） 

 委員の皆様からご意見やご質問は。 

 

（委員） 

 もう少し広い中で重要な部分について部会を開いてもらうのは、本当にありがたいと思

う。回数にこだわらずもっと議論を深めていけたらと思う。 

 親として子どものことをどう説明していいのか、どう育てていいのか分からない中で保

護者も混乱している状況にいる。何が一番大事かと言うと「子どもが幸せに生きていって

くれること」を願いながらこのような仕組みを作ってもらい、そこに私たち親も協力をど

んどんしていくつもりである。どの障がいが大変だとか、比べるものではないと思う。感

覚も環境も違うので同じことであっても大なり小なり、逆転したりすることはあると思う

子どもたちに障がいがあることで何が障がいになるのかということを就労にしろ、学校に

しろ考えてもらいたい。それから、手帳や診断書が無くても実際に受給者証があれば、市

町村によっては障がい者福祉のサービスは受けられると聞いている。そこは、佐賀市が福

祉の必要性を判断して受給者証を交付するような仕組みを作ってもらえたらと思う。生活

の問題では、将来どこに住むのか、グループホームも作るのは大変である。グループホー

ムを作るには、いろんな規制があると思う。そこを緩和できないかとか、そのように福祉

を応援するようなところを考えてもらえたらありがたい。 

 地域の医療機関で医療を受けられるのは、ありがたいことである。子どものことをよく

知っている地域の医師が福祉や学校と連携しながら思春期を過ぎて高校卒業ぐらいまでは

診ていただけたらありがたい。 

 最近、がっかりしたのは、特別支援学校の分校設置の話しが無くなったことである。子

どもも大和特別支援学校に通っていたが、１０年以上前から子どもが増えており、新聞に

よると２６０～２７０人在籍しています。４月に新聞に出た時に地域住民の理解と書いて

あり、私はとても違和感があった。小学生が小学校に行く、中学生が中学校に行く、その

時にまずは理解を求めなければいけないというのは、地域の子どもが地域の学校に行って

はいけないのか。障害者差別解消法もあるのでまずは、どうやったら行けるのかを考える

必要があるのではないか。結局は、分校設置を断念することになり、今後、どのようにな

っていくのか分からないが、特別支援学校や分校をどんどん作ていったとしても、普通の

小学校に通っている子供たちに比べれば、交通の問題など平等では全然ない。自閉症・発

達障がいについては、特別支援学校だけでなく普通の小中高校でも幅広く問題になってい
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るはずだ。であれば、知的、身体、盲、ろう、病弱の５つの特別支援学校があるが、これ

らは県にお任せし、自閉症・発達障がいについては、幅広く佐賀市がみますというぐらい

の地域性や市の度量を見せていただければと思う。 

 県は県で頑張っていただいている。実際、親よりも学校の先生たちの方が毎年増えてく

る子ども達をよく見ていて、そこをどう教育していこうかという所で必死になって毎年調

整してくれている。分校がいいのか、新しい学校がいいのか分からないが、私は地域に通

うことが一番いいと思う。私の子どもも小学校に上がる時に地元の校長先生に「自閉症は

みれません。」と言われて、地元の小学校には行けなかった。遠くの小学校に行ったが、地

元の小学校のお祭りに連れていくと一緒に行った姉が「〇〇ちゃん弟がいたの。」と言われ

る状況になって兄弟児が気まずい思いをしていた。インクルーシブをどのように考えるの

かについては、佐賀市としては、地元の小学校にみんな入るというところから、佐賀市の

自閉症の子ども達は、特別支援学校に行かなくても地域の小学校でみんなで一緒にできる

までにレベルを上げていく体制をとってもらえるとその後の就労や地域での生活も変わっ

ていくのではないかと思う。 

 

（会長） 

 保護者の立場から貴重なご意見をいただいた。 

 

（委員） 

 今日の新聞だったと思うが、アスパラの収穫をロボットがやるという記事が出ていた。

アスパラの収穫に限らず、ロボットや AIなどがいろんな分野に進出してきていることに対

して、そのような作業を行っている障がいのある方が職業を奪われることがないように佐

賀市として応援してもらいたい。 

 

（副会長） 

 事務局から検討委員会の回数を減らし、今後は部会で詰めていくと話された。部会の構

成員にこの検討委員会のメンバーは入れてもらえるのか。年１回になるとただ承認するだ

けの会議になってしまうため、部会の構成員にこのメンバーも含めてもらいたい。 

 

（事務局） 

 テーマによって関係の深いと思われる委員に声掛けをして、集まっていただく。 

 

（委員） 

 私は、２００４年の発達障害者支援法の策定委員だった。その時、既に言われていたの

は、「二次障がいを予防する社会システムを作る」ということである。大人になって診断を

受ける段階では、ほとんど二次障がいが出ている状態なので、それを予防する社会システ

ムにすることを理念の一つとしている。ただ現状は、まだ社会が追い付いておらず、どう

しても二次障がいを起こしてから診断が必要になっている。佐賀市でも、そうならないよ

うなビジョンを描き、つぎはぎではない制度を作っていってもらいたい。 

 

（会長） 

 これで第３回佐賀市発達障がい者トータルライフ支援検討委員会を閉会する。 


