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令和元年度 第１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 令和２年２月３日（月曜日） 

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、七田覚委員、瀬口康昌委員、高尾兼利委員、谷口仁史委員、橋野

かの子委員、馬場浩輔委員、服巻智子委員、福田雅春委員、宮崎祐治委

員、吉木知也委員、松永高政様（鮫島隆晃委員代理） 以上、１９名 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー 

 

佐賀県障害福祉課 森課長、土井係長、馬場主査 

佐賀県療育支援センター 研修・療育課 手柴課長 

事
務
局 

【 保健福祉部 】大城 部長、蘭 副部長兼障がい福祉課長、 

古田 健康づくり課長 ほか５名 

【子育て支援部】今井 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３名 

【 教育部  】 百崎 部長、山口 社会教育課長、松島 学校教育課長 

  ほか３名 

【 経済部  】 坂井 副部長兼商業振興課長 ほか２名 

【 農林水産部 】碇 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 

欠席者 
坂井俊彦委員、鮫島隆晃委員、久野真也委員、福島龍三郎委員 

以上４名 

傍 聴 者 なし 

報道機関 なし 
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議事 

 

（事務局） 

【 資料１により、(１)昨年度の振り返りについて説明 】 

 

（会長） 

 何かご意見・ご質問は。 

 

（事務局） 

 【 資料２により、（２）部会の活動報告について説明 】 

 

（会長） 

 何かご意見・ご質問は。 

 

（事務局） 

 【 資料３及び資料５により、（３）次年度以降の支援体制：発達障がい児（案）につい

て説明 】 

 

（会長） 

 何かご意見・ご質問は。 

 

（委員） 

 健診後のフォロー体制の充実について、健診後に気になる子ども等を今までは心理士が

相談に応じていたが、そこに医療機関から専門医を派遣するということですごく画期的だ

と思う。しかし、医師の見立てによる判断を行い、必要時は紹介状を発行すると書いてあ

る。昨年、色んな自治体の健診後の発達フォローについて話しを聞かせてもらったが、唐

津市や武雄市は、相談の段階で医師でなくても心理士や言語聴覚士など専門職が必要と判

断すれば、児童発達支援につなぐことができる。上手くいっていて、あまり待機なく必要

な人は療育機関や児童発達支援を利用しながら診断が必要な人は医療機関へ送るようにさ

れている。佐賀市に待機が多いのは、病院で診断を受けないと児童発達支援を利用できな

いからである。そこを今回、専門医が行くのでその時点で特性の有無や診断の必要性は分

かると思う。正確な診断や発達評価は、紹介して専門機関で受ければいいが、母親は疑い

の期間が長いのがすごく不安である。今、発達障がいの世界では、早期発見・早期介入が

言われている。医師が診ているので他の市町のようにその時点で児童発達支援が使えるよ

う考えていただきたい。 

児童発達支援の数もあるかもしれないが、それを言うと結局遅くなる。２～３歳で療育

を受けられたかもしれない子が就学近くになってしか受けられないと何のためにしている

のかという風になるだろう。早く送って落ち着けばそこから外れてもよい。前に聞いた時

は、税金を使うので診断が必要と言われたが、国の指針でも診断は必要ないとなっている。

実際に県内でも他市町ではそのようにしているので医師が相談に応じる部分に関しては、

そこで診断書を出し児童発達支援を使えるようにしてもらいたい。 

 あと、学校に関しては、具体的な案の提示は無かった。発達障がいの方は特別ではなく
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社会の中で認知され生きていくことを考えると、学校教育はすごく大事である。先生方は

一生懸命だが、どうしてもそこで子どもが傷ついたり、二次障害を起こして病院に来る状

況がある。先ほど、特別支援の研修を行っていると説明されたが、特別支援の担任になっ

ても研修があるのは夏休みで１学期の間は、結局よく分からないままということは経験上

ある。学校の先生方は本当に大変だと思うが、先生方への支援を充実させてもらいたい。 

 

（事務局） 

 これまで市に専門職がおらず拠り所は、医師の診断書であった。今回、医師に来てもら

いある程度の見立てをしてもらうので、その辺りも検討できると思う。前向きに考えたい。 

 

（委員） 

 この一年間でこれだけのことをまとめられ、とても感心した。親子教室や巡回相談につ

いて、業務委託を検討する外部機関がどこなのかが引っ掛かった。発達障がいは、自閉症

だけではなく、はるかに ADHDの方が多い。自閉症だけに特化した外部機関だとまずいと思

う。どんな発達障がいでも対応できるような所に委託してもらえたらと思う。 

 

（事務局） 

 委託先は、未定だが何かに特化しているのではなく、発達障がいも自閉症から学習障害、

多動といろいろあるためそういった所に今までも関りがあるような専門機関という所でご

理解いただければと思う。 

 

（委員） 

 市学校教育課の「ひまわり相談室」は、しっかり機能しているのか。佐賀市の小学校か

ら多くの相談を受けるが、こういう所があれば受診する前にいろいろと支援してもらえる

ケースがあるのかなと思った。具体的にどのような状況なのか教えてほしい。 

 

（事務局） 

 「ひまわり相談室」は、機能している。現在、相談室長、スタッフ２名で対応している

が、市立の各小中学校から依頼があれば心理相談、そして学校での生活や教育の支援方法

等をフォローアップという形で５回～１０回に分割して子どもたちの様子を把握し、心理

判定等を行っている。 

 

（会長） 

 具体的には、年間どのくらいの子どもが相談されているのか。 

 

（事務局） 

 具体的な数字は、申し訳ないが手元にない。相談件数は、年々増えている。具体的な事

例についてのケース相談として、相談を受けるとスーパーバイザーと支援員で子どもへの

対応を考える。それは、ほぼ１か月かけて学校に出向いて子どもの様子を観察したり、そ

こでの検査の結果を元にして学校でどのような支援をすればいいのかを話し合い、学校と

保護者に提示する。件数は、極めて多くの数、３桁に届く数である。 
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（委員） 

 ひまわり相談室を使うためには、学校の担任から申し込でもらうということか。 

 

（事務局） 

 学校を通じて申し込みをしてもらう。 

 

（委員） 

 別に巡回相談もあるが、考え様によっては巡回相談よりも細やかに学校での環境や支援

の調整を積極的にしてもらえる仕組みという風に捉えればよいか。 

 

（事務局） 

 １か月に渡って子どもの実態を見て、学校側にこのような支援が有効であるということ

を事細かに伝えていく形になっている。 

 

（委員） 

 例えば、既に医療機関にかかっている方で学校との連携に苦慮する事例は多い。そのよ

うな方に対し、学校の担任を通して「ひまわり相談室」をぜひ使ってみてはという話しを

するのは構わないか。 

 

（事務局） 

 大変ありがたく思う。ただ現状、スタッフの数等から言うと今年度は、手一杯の状況に

あり来年度以降また紹介いただければと思う。 

 

（委員） 

非常に貴重な情報を得てありがたく思う。 

 

（委員） 

 学校に関して、市は特別支援学級を使っている場合、３年に１回知能検査の提出を求め

ている。新学期継続のため知能検査を求めて病院に来られるが、病院は待機が多い。今は

支援学級の数も在籍の数も増えていると思うが、その点を去年、市で公認心理師等を雇っ

て実施できないかとお願いしていたがいかがか。 

 

（事務局） 

 ひまわり相談室にも室長と相談員がおり、限られた人員の中で知能検査、WISC 等をとっ

ている。 

 

（事務局） 

 知能検査は、外部にも依頼をしており「佐賀法務少年支援センター」という少年鑑別所

が地域援助活動の一環として取り組む活動がある。心理技官が専門職でおり、市がそこに

依頼して学校から相談があった場合には、知能検査の実施を定期的に行っている。また、

学校にはスクールカウンセラーもおり、カウンセラーに依頼する場合もある。医療機関の

状況もあり相談があった場合には、できる限り市で知能検査を実施している。 
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（委員） 

 最初は市に行くと考えてよいのか。結構、医療機関に学校の担任から言われたのでとっ

てくれということもある。最初に学校がそういう所に相談し、行けなかったからこっちに

来るという感じでは無く、割と簡単に言われる。それもいつまでにとか。その辺りをもし

よかったら医療機関と情報共有してもう少しスムーズにというのと、もう一つ３年おきに

とるのは、国の指針等で決まっているのか。 

 

（事務局） 

 市独自の方針である。 

 

（委員） 

 その根拠は何か。 

 

（事務局） 

 根拠は、３年を目途に子ども達が適性に就学できているかをもう一度見直し、さらに続

けてより適正な所を確認する意味で３年の期間を設定している。 

 

（委員） 

 教育支援委員をしているが私も最初は、検査する側としてなぜ３年に１回必要なのかと

思っていたが、委員になると無いと分からない。例えば、小学校入学時に自閉の子で IQ６

０台で知的障害に入っている子がおり、安易に知的に入れられている。ところが、自閉の

子は好きな教科が伸びて４年生ぐらいになるとどうも知的じゃないという子が今続出して

いる。そこでもう１回知能検査を見直しした方がいいという場合がある。 

 ただ、全員一律に行うのは確かにどうかなと思う。この間うちに来た子は、ことばの通

級だった。元々、IQ１００ぐらいあり、吃音のため通級している。それなのに３年後の見

直しで通級を続けるためにもう１回 IQ検査をするように言われていた。IQ１００以上ある

のに必要ないだろうと思ったが、学校の先生から言われたと言って結局検査を行った。一

律に３年後ではなく、必要な子だけにできないものか。支援級の見直しが必要な子は学校

の先生は分かると思う。そういった子はもう１回知能検査で見直しという風にしてはどう

か。 

 

（事務局） 

 貴重なご意見である。その点を含め教育支援委員会の意見をいただきながら今後の参考

にし、見直しすべきところは行っていきたい。 

 

（会長） 

 私も常々そう思っていた。発達障がいのアセスメントは、WISC だけではない。同じ自閉

でもいろいろな特性があり、それぞれの特性や適応状況に合わせたアセスメントが必要で

ある。一律に WISCだけ３年毎にとるのはおかしい。そこはもう一度、見直してもらい、対

象児に必要なアセスメントは、現場の先生が分かると思う。そこをもう 1 回見直してもら

いたい。 

 親子教室の規模的にはどれくらいのものか。 
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（事務局） 

 小グループということで親子５組程度をイメージしている。期間は、３か月程度で週１

回～２週に１回程度のクールで教室に参加し、その中で関りなどを学ぶ内容を想定してい

る。 

 

（会長） 

 県事業の「わくわくキッズ」を補完するような形か。 

 

（事務局） 

 その通りである。 

 

（事務局） 

【 資料４及び資料５により、（３）次年度以降の支援体制：発達障がい者（案）について

説明 】 

 

（会長） 

委員の皆様からご意見やご質問は。 

窓口は、「子ども・若者支援室」を拡充するということで委託先は、同じ NPOスチューデ

ント・サポート・フェイスということか。 

 

（事務局） 

 委託先は、未定である。 

 

（委員） 

 発達支援室は、今説明された１～５を全て統括するのか。ここはどこが統括するのか。 

 

（事務局） 

 統括に関しては、既存の事業は、既存の所管課で対応する。 

 

（委員） 

 発達支援室の室長は、どこの方か。室長と保健師又は社会福祉士と公認心理師とトータ

ルで３名とある。佐賀市の人口からすると大体４万人ぐらいが、赤ちゃんから成人まで発

達相談の対象となるポピュレーションになると思うが、施策や相談窓口の人員配置につい

て人口想定をした上での配置なのか疑問だ。３人でやっていけるのか。特に個別相談を予

約制でとる場合、一人の人を何回とかどのくらいの人数を１週間に受けていくとか想定は

なされているのか。 

 

（事務局） 

 発達支援室の設置場所は未定である。体制もまだ案である。市役所自体の職員数が限ら

れており、そこで何とか AIやロボティックス等を活用し、どうにか効率化しようとしてい

る中で今、我々の中で最低限の配置人数だと考えている。人口や相談件数を想定しての配

置ではない。最低でもこの人数がいないと事業が立ち行かないという案段階での人数とし
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てご理解いただきたい。 

 

（会長） 

 なかなか人件費的に難しいところがあると思う。 

 

（委員） 

 県で最初に佐賀モデルでの行動計画案を立てた時は、基本的に人口想定を行い、各部署

でどのくらいのことを引き受けていくか、障害福祉課だけではなく健康増進課や労働関係

を含めて有病率から考えた自閉症や ADHD、LD、ボーダーラインの知的障害者の人口想定を

大体１８～２０％ぐらいと想定した上で予算案を立てたり、部署を割り振るということを

考えた。そのため、かなり具体的・現実的な動きができたが、人口想定をしていなければ

どんな企画も立ち行かなくなると思う。形だけになるのでそこを心配してのことだった。 

 

（会長） 

 そちらの方も検討ください。 

 

（委員） 

 色んな取り組みが実施され、今後どうなるのかと考えた時にいろんな窓口ができるとか、

現在の支援がどこにあるのか分かると使いやすくなる。最短でそこにたどり着けるように

なると思う。しかし、子どもの数が少子化の中、発達障がいは増えている中で、どこかの

窓口に行ってどこに行ってください、どこがありますよとは言っても、行ける保証が無い

状況が増えるのではないか。スムーズにつなげる場ができたとしても後がないのかなと思

うので福祉の社会資源である事業所を増やす必要があると思う。事業は個人が勝手にする

ものと言えばそれまでだが、これから高齢化した時にどこに行くんだという話しになると

思う。まちづくりみたいなことも含めてだろうし、事業所が増えたとしても質が高くない

といけないだろうし、その辺りを右から左にこういう風のながあると中継地点の案内をす

るだけではなく、そういう事業所作りをするとか、より良い資源づくりをするとかそうい

った所を市として力を入れて、支援者が豊かな生活ができるぐらいの所を作らないと障が

い福祉の現場は、良くなっていかないと思う。窓口や情報発信以外にも実際にどこに行け

るんだという所を計画的に進めてほしい。子どもたちが本当に幸せに生活できるようにす

るためには、市としてどうしたらいいのかという議論をどこかでしてもらいたい。 

 最初、手帳や診断書が無くても受給者証がという所で去年の会議で私もそのようにして

くださいとお願いして、今日、先生の方から話ししていただいて一歩進んだという気がし

てとてもありがたく思う。 

 学校の関係について、先ほどの事業所につなげていく場合、どこが一番カギになるかと

思えば、やはり学校でどれだけのことをしてコミュニケーション支援等も上手くやってい

って福祉につなげるかという所も本当に必要だと思う。令和二年度の案は空欄だが、そこ

は、何か書いてもらいたい。色んな問題点はあると思う。それはこちらからでは分からな

いので、実情を言ってもらわないと周りからは改善できないと思う。学校だけで改善する

のではなく、そのためには、もしかしたら色んな親がいて困るということもあると思う。

そういう風な話しを含めていろんな議論をし、子どもたちが卒業してからのことでいろい

ろつなげていく佐賀市を作るような議論をしてもらいたい。 
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（会長） 

 確かに事業所等は大事で市で開設しやすい条件や税制面での優遇などできればと思う。 

 

（委員） 

 財政がひっ迫する中で最大限の取組を努力されたと感じた。やるべきことは山ほどあり、

これだけでは足らないのは、皆さん感じていると思う。最終的に誰一人取り残さないとい

う所を皆で作っていくしかない。そういう風で行くと発展させるプロセスをこの検討委員

会では考えておく必要があると思う。先ほどの話しで４万人に全員届けばいいんが、この

ご時世そういう訳にはいかない。ここで既存の取組がちゃんと結果が残り、次に周囲の理

解を得ながら発展させていくプロセスをイメージする必要があると思う。その第一段階と

して重要なのは、縦割りを突破することだと思う。国でもこの検討委員会に出ていないも

のも含めて考えている。例えば、就職氷河期対策で「アウトリーチ支援員」が福祉事務所

単位で国の１０／１０補助を出して配置する。要は、孤立して引きこもっている当事者に

しっかり支援が届くような状況を作ろうという対策も動き出す。また、引きこもり地域支

援センターでは、医療、福祉、法律の様々な多職種のチームが配置される。これまでは、

医療系や NPO 系に二分されていたが、そうではなく難しい問題をしっかり見立てた上でサ

ポートできる。そういった政策が令和２年度から動き出していく。こういったことを考え

るといかに組み合わせて、発達障がいを抱える当事者に活かしていくのかという視点で考

えた時に縦割りを突破しながら、全体像を皆が共有し進めていくことが非常に有効である

と思う。我々、就労段階でサポートしていくと当事者は、就労段階では複合化している。

ご指摘のとおり、二次障害を含めて家族も非常に疲弊をしている。そういった中で継続的

に本人が自分の特性を生かしながら働いて生活をしていけるといったところまで考えた時

には、補助金制度、例えば、キャリアアップ助成金や令和２年度からでは、短期間で資格

を取得できて、さらには現場でしっかり働けるトータル支援の助成金なども出てくる。そ

ういったものも組み入れ、この制度で支えていける子ども達・若者が先のステップに進ん

でいけるというところ。現状でできる最大限の努力の結果を見ていく必要があるんだろう

と感じている。 

 

（会長） 

 他にないか。無ければ事務局にお返しする。 

 

（司会） 

 協議いただく分でこちらが準備した内容は以上だが、本日、お二人の委員からご説明し

たいということで追加資料を配布する。 

 

（委員） 

前回の会議で早期診断事業の内容が見えにくいとの意見が出ていたため、この資料を出

した。以下、【追加資料】「早期診断事業について」により、上段「にこにこ発達相談」に

ついて説明あり。 

 

（委員） 

 【追加資料】「早期診断事業について」により、下段「佐賀市早期診断事業」について説
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明あり。 

 

（委員） 

 この場でこのようなことを言うのは、非常に申し訳ないがうちの病院などに先生方の所

で自閉症と言われたと、しかも中等度の自閉症と言われたということで診断に納得せずに

来られる方が多数いる。私のところも自閉症の方もいるが、その中の軽い方などはフォロ

ーアップしていると自閉症がとれてきて、小学校に入るぐらいまで経過観察するが、ほと

んど問題ないという方も中にはいる。１～２歳の子どもは、行動が自閉ぽっく見える子が

いる。ずっと経過を診ていると、本当にあの頃は何だったんだろうというぐらい普通に発

達している子もいるので、1日がかりで診断をされているが私は、1日の診断はどうなのか

なと。そこで診断を言っていいのかと。小児科医は、子どもの発達は変わるというのを知

っているので診断そのものにとても慎重になる。経過を追いながら、これはちゃんとしな

いといけない場合には、診断するが先生方がご存じない所でいろんなお子さんが小児科に

来ていることは事実である。 

 

（委員） 

 そういった形でキャッチアップし最終的に診断基準を満たさない程度に伸びていくとい

うのは、実は一番理想的な介入だと思う。そういう事例があるのは、むしろ良いことであ

る。精神科の臨床をしていると逆に、そこまで心配しなくていいという風に経過をずっと

診られて行き、その結果、二次障がいがかなり複雑化してしまい、最終的には、谷口さん

とかにお世話になったケースもあるが、引きこもりが長期化して、なかなか社会にそこか

ら一歩を踏み出せなくなるような経過を辿っていってしまう方に結構出会う。そういった

問題が顕在化するのが、１０代半ば以降だったりして小学生の間は、一時期適応がよく見

える時期もあったりするが、それで、小学校の時にもう支援はいらないということで学校

の支援もだんだん薄くなってしまいその結果、中学校に入学したり、中学校の途中ぐらい

で不適応が顕在化して、親御さんは発達障がいじゃないと思っていますということで支援

の必要性を受け入れにくくなっていたり、介入が難しくなってしまうケースも実はある。

診断を広くとるのがいいのか、狭くとるのがいいのかというのは、本当に議論があるし、

なかなか決着がつかない事でもあるが、最初の話しに戻るかもしれないが何らかの支援の

ニーズがある人は、ある程度は広くまずは捉え必要な支援をし、慎重に経過を診ていった

方がいい。順調にキャッチアップしていければそれはすごくいいことだ。どちらかと言え

ば、見逃されて思春期ぐらいから二次障がいが複雑化していく事例を予防していくことが

大事だと思う。 

 

（委員） 

 今の話しでは、早期診断をしてその後に適切な対応をとらなければ二次障害になるとい

うことですから、その人達に適宜診断をして適宜介入ができる体制が必要ということであ

って、そこは医療機関だけではない。私は、早期診断が先ほど先生も言われたようにお母

さんたちが早期絶望じゃないが、どうしていいのか分からないという感じで来られる場合

もあり、その後どうするのかが必要だと思う。先生方が１回だけでその後のフォローをし

ていない状況はやっぱりどうなのか。 

もう一つは、診断についていろいろ言われるかもしれないが少なくとも、先ほど広くと
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るというのと、発達が気になるお子さんを拾い上げていくという意味では、私たちは普通

の保険診療で行っている。財政事情が厳しい中、前回聞いたら３００万ぐらい予算を使っ

ていると言われた。保険でもできる部分が先生の所でもあると思うので、とても素晴らし

いとは思うが実際の費用対効果でどの部分にお金を使うのかというのと、もしもここまで

やっているのであればその子たちをフォローしてどうなったという辺りのものを出しても

らいたい。 

 

（委員） 

 今回、先生方にきちんとお話してもらえたことは、とても良かった。診断時にどうして

いるのか見えないということを言われていたのでその流れを先生と私の方でお伝えした。

今の話しで言うと事前に５回以上は、お母さんたちはそれを拒否するチャンスはある。実

際には大体、年間１８０人ぐらいは、発見されるはずだが実際、肥前まで行く人たちは、

お父さんお母さんの意思で３０人に満たない。その上で何度もそういう意見はあるし、過

去にもそういうことはあったかもしれないので、ここ数年は、佐賀市の窓口担当者が何度

も拒否できることを伝えて確認をし、実際、にこにこ発達相談に来る前にも保健師の所で

拒否ができることを伝えた上で来られるので、ほとんどの人がちゃんと受けて、その後の

フォローアップもきちんと来られている。ほっとカフェで行動治療を提供するというやり

方でお母さんたちが今すぐ生き死にの疾患ではないのでいつでも肥前に行けることを伝え

ていて、大体、基本的には先生が要望があるとすぐ診てくれている。そして、５歳の時に

一度は必ず先生に診てもらって、就学支援委員会に備えましょうという話しを親御さんた

ちにしている。そのフォローアップの数字は、佐賀市の早期療育事業の方が数字を出す責

任があって、その数字も出ている。今回出すことを求められていないので資料で出しては

いないが、次回には出したいと思う。 

 

（会長） 

 個人的には、早期診断は本当に必要だろうかと思っている。親御さんの特性理解があれ

ばある程度行けるというか、一番大事なのは、特性を理解してもらいその後の支援に生か

していくことなので、これだけ色んな検査を使って正確な診断を目指されているというの

は、すごく理解できるが確かに変わる。特性を持った人は、周りの環境との関係でいろん

な症状が出てくるため成長に伴って厳しい環境のところに行くと症状が顕在化することも

あるし、どこまでが障がいか、どこまでが正常範囲かというのは分からない、非常に難し

い例もたくさんあるし、そこを早い時期に障がいと診断するのは、個人的にはどうかなと

思う。また、もっと障がいの特性理解を親御さんに進めるようなやり方がないかなと感じ

ている。これからの診断について、早期の特性理解を促して早く支援をするという方向に

もう少し変えられないかなと感じている。 

 

（委員） 

 すごく誤解されている気がする。私たちは、障がいというものを強調して伝えはしない。

注意の向け方であったり、具体的な特性の説明をしている。自分が大好きなものに注意が

向きやすく、必要な時に親御さんをぱっと見たりするのが少し弱いところもあるので、本

人がすごく興味を持って楽しいことをやっている時にそこに親御さんも一緒に入ると注意

を向けてやり取りがしやすくなるかもしれませんとか、そういうお話をしている。障がい
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とか、病気とかっていう言い方は、個人的にはしません。そういう意味では、先生の考え

とあまり遠くないと思う。あくまでも個の色んな特性として捉えており、少なくとも肥前

で発達障がいの診療をしている時には、可塑性が無い、色んな可能性を切り捨てるような

イメージで障がいということは一切言っていない。もしかしたら親御さんでナーバスにな

って、そのような受け止め方をされた方がいるかもしれないが、あくまでもその子どもが

持っている潜在的な力を引き出しやすくするためには、こういう関りが望ましいというの

を理解してもらうために注意の向け方とか、情報処理の特性の話しをしているという状況

である。 

 

（委員） 

この事業は私もほとんど同席しており、実際にそのような言い方をされていないのは聞

いているので分かっている。むしろ先生が一緒になってこういう特性があるからこういう

風に関わるといいですねという話をされている。 

今後、事業計画を立てるとするとやはり人口想定での予算化をしないと難しいと思う。

発達障がいじゃないかもしれない人も利用できるようにすると、大体年間 6,000 人位新規

誕生の人がいてその何十パーセント位、年間６００人を想定した事業を展開しなければい

けないというところは市も考えておいてほしい。もう少しコアな所でしたかったらこっち

があるし、大まかな親支援をするとなるとそちらは人口想定をする必要があるのではない

かと思ったのでお話しした。 

 

（司会） 

 これで第１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終了する。 


