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令和２年度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３年２月３日（水曜日） 

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 

(会場参加) 

松尾宗明委員（会長）、木附京子委員、橋野かの子委員、 

円城寺しづか委員、高尾兼利委員、吉木知也委員、三戸谷史委員、 

深川千幹委員、福田雅春委員、宮崎祐治委員、木下徹郎委員、 

杉崎利樹委員、谷口仁史委員、赤瀬満博委員 

 (WEB 参加) 

瀬口康昌委員、鮫島隆晃委員、福島龍三郎委員、古賀利治委員、 

以上、１８名 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー 

 

佐賀県障害福祉課 隈本係長、馬場主査 

佐賀県療育支援センター 研修・療育課 松瀬所長、進藤係長 

事
務
局 

【保健福祉部】 大城部長、村口障がい福祉課長、 

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４名 

【教育部】   百崎部長、大塚社会教育課長、松島学校教育課長 

  ほか４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】 山田副部長兼農業振興課長 ほか２名 

【企画調整部】 井上主査 ほか２名 

欠席者 
古賀義孝委員（副会長）、松雪誉委員、坂井俊彦委員、服巻智子委員、

佐賀県精神保健福祉センター永田所長 以上５名 

傍 聴 者 なし 

報道機関 佐賀新聞社、西日本新聞社 
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議事 

 

（事務局） 

【 資料３により、発達障がい児・者の部会について説明 】 

 

（事務局） 

 【 資料４により、令和 2年度の取り組み及び今後の取組について説明 】 

 

（会長） 

 何かご意見・ご質問は。 

 

（委員） 

1歳半健診、3歳半健診の中で、ほほえみ相談室や早期診断事業のどちらに行くかの判

断はどなたがされているのか。 

 

(事務局) 

それぞれ健診にあたった保健師が早期診断や療育に繋げた方が望ましいケースに関し

ては、一旦相談を受けて、判断している。にこにこ発達相談に関しては定員の方も限られ

ており、多くのケースが相談会の方に繋がっている状況だと思う。 

 

(委員) 

心配だったのは、にこにこ発達相談に 1歳半の子が行くと、診断がつかないとか、とい

ろは自閉症に特化した療育をされているので、実際自閉症じゃない子が、こちらのほうに

回ってしまうと、対応としてはどうかと思う。診断がまだ分からないようなお子さんは、

より幅広く症状を見て診断ができる、個別相談室や小児科のドクターの方にやっていくな

どのルートをとったほうがいいと思う。この子はもう間違いなく自閉症だなっていう子ど

もさんは、といろに早く繋げたほうがいいので、その辺の振り分けというのを、きちんと

保健師さんが勉強してされているのかがちょっと心配である。 

 

(委員) 

本当にいろんな事業をしてあり、すばらしいと思ったが、学校での学習環境で、校内の

学習支援体制について特別支援教育について助言を行う、充実を図るということが書かれ

ているが、他の事業と比べるとあまり具体的なことが書いていない。詳しく具体的なこと

を教えていただきたい。あと、ひまわり相談室があるが、佐賀市の出生数が年間 2,000人

前後と思う。その中で、発達障がいかもしれないというところまで入れると、学年に 10％、

百人ぐらいいらっしゃる。それで年間相談件数が 23件っていうのはどうなのか。 

 

(事務局) 

特別支援教育に関する体制整備、それからユニバーサルデザイン化の推進というところ

は、特別支援教育のコーディネーター研修として、定期的に開催していく予定である。そ

の際には、各教育の専門家の先生等に講師として来ていただき、研修していただく。それ
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から、佐賀市教育委員会のほうで持っている情報も提供をしていく予定である。ひまわり

相談室の件数だが、現在ひまわり相談室は、室長、それから相談員の 3名体制で実施をし

ている。それに加えて、県内の特別支援教育士の資格を持った佐賀市内の教員にスーパー

バイザーとして、アドバイスを頂いている。この体制でやっているところで、ここに書い

てあるように 5回の継続面接をし、結果のガイダンスを行うという形でやっており、現状、

実質的に受けることができる人数というのが、年間通して最低この件数、30件というのが

これまでの精いっぱいのところの件数である。 

 

(委員) 

とてもよい取組だと思うが、やはり学校の中で発達障がいのお子さんたちが、非常にお

困りになられて、私たちもいろいろ相談を受けている。やはり、現場の教員の先生方が本

当にお忙しい。大変だと思うが、やはり、就労に結びつけていくためには、学校の中で学

ぶことがとても大きいと思う。やはりこういう辺りを、病院や色々な機関に頼ると言われ

ても限度があり、もっと充実させていく必要があると思う。また、コーディネーター研修

を今後行っていくとされているが、実際に今までもされているのか。 

 

(事務局) 

はい。今年度コロナ禍でなかなかうまく実施出来ないところもありますが。 

 

(委員) 

ぜひ、学校教育関係の充実をもっとお願いしたい。 

 

(会長) 

はい。多分、学校教育の事業が、県の事業と結構かぶっているのではないかと思う。県

のほうでも特別支援学校の先生たちの巡回指導や相談など、特別支援教育システムがある

と思う。また独自に佐賀市でコーディネーター研修をされていると思うがどうか。 

 

(事務局) 

県の障がいのある子どもたちの支援事業のことだと思う。それでよろしいか。それが 12

月までで、現在 80件ある。それとともに、ひまわり相談室の相談を受けている。 

 

(委員) 

以前にも言ったことがあるが、今、支援学級に入級したら、3年ごとか何かに知能検査を

してきなさいと言われている。そういった患者さんたちが来られているが、発達障がいの

方たちが増えて支援学級に在籍する方も増えている状況で、3年置きとかに知能検査をして

きてもらいなさいとおっしゃられることは、マンパワーの問題、小さい病院とかもあるの

で、なかなかそう病院もそう簡単に対応出来ないところもあるのではないかと思う。それ

で、知能検査が本当に必要なこと、なぜみんな一律に例えば 3年おきにとらないといけな

いのか。学校とよく話合いをするが、知能検査の結果を支援学級の先生が見ているかとい

うと、それはそんなに見ていない方もおり、一体何のためにしているのかと思う時もある。

もし本当に、学校で、知能検査が子どもの評価のために必要であるということであれば、

やはり、以前にも言ったが、佐賀市の学校教育課で検査者を雇い、検査を取るというふう
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には出来ないのか。私自身が住んでいる町では、知能検査自体を実施すること自体が非常

に難しい状態で、知能検査が必要な時には、スクールソーシャルワーカーや、巡回してい

る方に頼んで、やっと取るような状況であり、入級しているお子さんたちが 3年おきに知

能検査を求められることは多分ないと思う。あと 3年で何か必要なら、こんなに発達障が

いのお子さんが増えてきている状況で、それが見直しをされずにそのままになっているの

はどうなのか。あと、本当に必要ならば、学校の先生方に特別支援コーディネーター研修

をすると言われていたので、知能検査を先生方が実施して頂くと、本当に色々なことが分

かると思う。だからそのあたりも御検討いただきたいと思う。 

 

(事務局) 

知能検査については、教育支援委員会において、特別支援学級を利用されている 1年目

から 3年目になる時に、継続審議といい、このままこのお子さんを知的障がい学級なり、

情緒学級に、そのままの措置でいいのかどうか、見直す必要はないかということで、3年経

過したところで、継続審議を行っている。継続審議を行うお子様については、入級されて

いる 3年間の間のどこかで知能検査を受けて頂く。その検査で、その 3年目の審議にかけ

てく。特に 1年生から入級されているお子様の場合は、児童の変化も大きいというところ

で、3年目のところで、また、そのほか途中入級のお子様に関しては、その状況により知能

検査を求める。6年生でもう一度、中学校に向けて審議するので、入級されたタイプによっ

ては必ずしも 3年というふうにはなっておらず、3年間の間にというふうに考えていただけ

たらと思う。知能検査においては、学校のスクールカウンセラーや、学校の中にいる通級

指導教室の担当者等が WISC等されるものある。そういった方にも依頼し、あと法務少年支

援センター等にも依頼をし、なるべく、病院の先生方のほうの負担にならないように考え

ている。内容は見直しているところだが、支援委員会の先生からも、継続を審議するとい

うことについては、要請を頂いて 3年目の継続審議を実施している所ある。 

 

(会長) 

知的の支援級のお子さんに関して、どうしてもそれが必要なのかと思う。知能検査では、

あくまでも知的な能力を一定の方向で評価しているだけであって、学習面での困難さとか、

それをこの数字が反映するわけではない。学校での学習状況の評価というのを、特別支援

の必要性として判断する場合、支援級に入級するか、しないかという判定に検査の値を使

うのはどうかと思う。その辺も御検討いただければと思う。 

 

(事務局) 

ありがとうございます。あくまでもそれは材料として、知能検査以外にも社会性の面も

含めて各学校から様式、書類を提出頂いている。複数の教育支援委員の先生方によって、

審議をされている。あくまでも審議の内容は一つの要素として、知能検査を活用させて頂

いている。 

 

(委員) 

ハンドブックとサポートファイルについて、やはりハンドブックというと本ということ

で、もらってそれをきちんと細かく読めばいいが、なかなかしまい込んでしまう。サポー

トファイルについても、もらった時は過去のこととかをするとは思うが、やはりそれを、
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医療、福祉、行政どこでも使えるようにしていく必要があると思う。ハンドブックについ

ては冊子として作り、読んで下さいということで関係機関に配り、研修をするということ

になると思うが、やはりサポートファイルを佐賀市としてどういうふうに使っていきたい

のか。物のほうばかりに力を注いで、中身の伝達というものが、なかなか困り感を減らす

ことなどが難しいような気がする。それと学校の関係で、実際には学校内だけでなく、コ

ーディネーターや巡回があったとしても、やはり貧困や虐待であるとかいろんなところで

の、困り感というものもある。佐賀市の場合に、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーとかが、どういうふうに関わっているのか。その中にやはり発達障がいとい

う部分もあると思う。それで、そのカウンセラーやワーカーの方々の実際の出動件数が多

くなったのか、その困り事がすごく増えてきたのか、何かそういうふうなところがどうな

のかというところが分かれば教えていただきたい。学校と言わず、そういうシステム、そ

の辺についても教えていただければと思う。 

 

(事務局) 

本日資料の中に、ハンドブックの児と者の分、お示ししている。本日は抜粋だったため、

少し分かりにくかったかと思うが、こちらについては、当事者の方、あとその周りの方々、

例えば、お子さんであれば、保育園とか幼稚園などにも配り、もし、気になるお子さんが

いらっしゃれば、この本を参考に、関係する相談機関にご相談頂く。もちろん当事者の方

たちには、本市の発達支援室、相談窓口のほうでお配りし、様々な相談機関に繋がってい

けるようにしていく。どこに相談していいかわからないなどということがあれば、まずは

発達支援室に御相談いただければ適切なところを御紹介したりする。サポートファイルに

ついては、先ほど資料の中でも御説明したが、当初作成したのが平成 24年ということで約

10年前になっている。例えば、保護者様が受け取りになられた直後は、プロフィールを書

いたり、今日の記録を書いたりというのができるが、これが継続的に利用できるかとなる

と、ちょっと難しい部分があると考えている。他市でも似たようなサポートファイルがあ

り、その辺を拝見したところ、成長に応じて幼少期の記録などを記載していくことができ

るようになっていた。ページが足りなくなったら、インターネットからダウンロードして、

ページを差し込んだりすることができるようなものもあった。あと、ライフステージが変

わるときに、幼い頃どうだったというのをそのたびに説明しなきゃいけないという御負担

も保護者様から聞いている。そのようなことを軽減できることができればと思っており、

今回サポートファイルの更新を考えている。こちらについては、ゆっくり考えたいという

部分があり、令和 5年度の完成を目標としている。 

 

(会長) 

ハンドブックとサポートファイルの配布方法と配布先は、医療機関への配布とかも含め

大体どのくらい想定されているのか。前回あまりサポートファイルは利用されてないとい

うところが実際ある。 

 

(事務局) 

ハンドブックについては、子どもの方については、幼稚園や小中学校、医療機関、児童

発達支援の事業所などにも配布するように考えている。それから障がい者の方のハンドブ

ックについては、こちらが 18歳以上になるときを想定したものであるため、高校や大学、
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あるいは相談支援事業所、就労の事業所、それから病院の方などへの配布を考えている。

それから、サポートブックについては、過去にどういうところに配布したかなどを含めて

調査し、適切なところに配布するよう考えたいと思う。 

 

(会長) 

もう 1つの質問のスクールカウンセラーやソーシャルワーカーの方の活動状況を。 

 

(事務局) 

スクールカウンセラーについては、県の事業と、市の事業、両方を活用している。事業

は平成 11年度から始まっているもので、年々スクールカウンセラーの需要、相談件数も非

常に増えている。毎年、回数を増やしてほしいという依頼が学校のほうからあっている。

令和元年度のデータだが、各学校を定期的に巡回する形で、スクールカウンセラー17名、

カウンセリング受けた児童生徒数が 1,927名となっており、非常に多くの子どもたちがカ

ウンセリングを受けている。その他、定期的な巡回以外、緊急にカウンセラーを配置する

ことも行っている。スクールソーシャルワーカーは、令和元年度 5名を 15小学校 14中学

校に配置している。相談支援件数は 2,343件、これは平成 21年度から事業を開始している。 

 

(会長) 

結構相談されているかなと思う。他にないか。 

 

(委員) 

佐賀市に関して、このような実態から見ても、やはり取り組んでいただいているという

ことで間違いないと思う。先ほど言われていた発達障がいの専門の相談ではないが、実は

そういった社会的なもの、社会生活でいろんな課題を抱えてしまった存在に関わる支援は、

佐賀市の方で生活指導員という形で充実している。実際に学校の教室で、先生以外でサポ

ートをしており、不登校児童生徒支援業務という形で、学校に来られないお子さんに ICT、

パソコンで学習支援をし、そこに訪問支援に行き生活支援をして、セットで学校の出席扱

い、こういったもの全部、モデルとして平成 18年から実施をしている。この中に、もう一

つ学習支援員もいる。教室に入れない子どもたちに、個別の学習支援を含めて対応する。

これだけでも昨年度の報告でいくと、1万 975回の学習支援になっている。さらにスクール

カウンセラー、ソーシャルワーカー、担任の先生との連携、連絡・調整含めて 2万 7000件

超えている。さらに、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーと密にやりとりしなが

ら、密に子どもたちの個別学習支援、生活支援というところを実践いただいている。また、

その外、外部支援でいくと、佐賀市が佐賀県で 1番最初に生活困窮者自立支援法に係るモ

デル事業を実施されている。佐賀市生活自立支援センターの中で、学習、生活支援事業と

なっているが、単なる学習支援だけではなく、それこそ勉強支援や御家族の支援、そうい

った経済的な支援もトータルでサポートしていく。こういった事業も実施されており、毎

日何十人も学習支援を受けている。その中には当然、発達障がいの方もいる。労働局のほ

うでも、地域のサポートステーション事業の中で、就職氷河期世代活躍支援プランという

モデルとして、佐賀市は指定をされており、その世代の当事者、やはりあれだけ就職難だ

ったということもあり、その中で実はそういった発達的な課題を抱えて、長年悩んでいる

方も多く発見してきている。そういったところの支援についても充実するよう佐賀市と労
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働局が連携をとってされている。こういったところも、実際、色んな施策がうまく連動し

ながら、全体把握するというのは相当大変だと思う。やはりＩＣＴを活用してデータを共

有化するしくみを作らないとやはり難しいと思う。先ほどのサポートファイルの話もまさ

にそうだと思うが、電子化してそれがちゃんとそのほかのサービスの受給と連動する、今

回のまさにコロナの給付だけでもあれだけ大変なのに、そういうことでいくと、それがち

ゃんと相手の所に登録されていて、引き継がれていくという状況を作らなければいけない。

これは難しいところがあり、国のほうでもその連動する仕組みを作れず、帳票類だけでも、

政策的に連携してやろうということで、担当者レベルで協議までしたが、これが入札制度

になっている。要は、それぞれの事業ごとに入札をかけるものだから、連動する仕組みは

事業者間では作れない。さらにやはり著作権や技術の問題があり、これまた、業者同士の

連携をすることが難しいということが分かった。だからこそ、逆に自治体レベルだとでき

ることだと思う。実際我々は今 15本、色々な事業をしている。それを全部統一した相談記

録システム、いわゆる電子カルテでの仕組みをベースに、開発を本年度進めており、3月

30日に記者会見、リリースとなっている。株式会社のテストは先進医療の分野で、シェア

ナンバーワンである。とにかく世の中変えるために、社会貢献としてやろうということで

動いていただいていて、今やっと開発している状況である。そういう意味でいくと、現場

が、実施する側、自治体レベルでやるわけなので、国がまとまらなくても、自治体レベル

で同じ統一的なシステムを作ってしまえば、むしろ地域の子どもたちや御家族はこちらで

暮らす限り継続的に、支援を受けられることになるので、そういった点について、もし可

能であれば、進めていただきたいと思う。大事だと思う。革命的なことが起こると思う。

その点について何か検討されていることがあればお伺いできれば。 

 

(会長) 

ＩＣＴを利用し、連動したような感じの共通システムの開発、それに関する何か、事務

局のほうとかで今検討されていることがあれば。 

 

(事務局) 

発達支援室の相談窓口が 7月に開設したが、今はエクセル管理でやっているので、ここ

は、システムを入れないといけないとは思っている。他の事業と連動することについては、

個人情報なところがあるので、まずは、室のほうでシステムを、来年すぐにというわけで

もないが、作っていきたい。こちらのほうで管理できる分はしていくと。ただ、データの

共有に対しては、あまりにもたくさんの事業所で、本当にデリケートな情報が複数のとこ

ろで見られるというのも、これまた問題もあるので、そこは、あくまで親御さんなどの同

意をとりながら、整理していきたい。そういったシステムを構築していくというのは、簡

単なことではなく、過去、今までも市のほうでもいろんな連携システムをやっているが、

作ったときは最善のシステムであっても、やはり使っていくとなかなかこううまくいかな

い部分というのは、出てきている現状である。トライアンドエラーとかそういったところ

で改善、改善ということでやっていく必要があろうとは思っている。私が発達支援室を総

括しているが、最初に室がオープンしたときに、やはり 1番最初に思ったことが、やはり

支援が 1年で終わるとかいうものではないので、長期間その対象者のお子さんや御家族を

支援し続けていかないといけない。例えば、放課後等デイサービスを受けてあるお子さん

も、中学高校は部活に入ることで途切れてしまうというようなところがあり、そのあと就
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職とかに結びついていらっしゃればいいが、再度相談にこられたときに、過去のことも全

く分からないというような課題も出てくるので、そういったところを改善していきたい。 

 

(委員) 

サポートファイルの件だが、いろんな相談を書いていくようになっているが手書きで書

かないといけない。手書きっていうのはどうなのか。みんなで情報共有するのが、多分難

しいと思う。入力できる形はできるのではないかなと思う。そしたらもうちょっとやりや

すくなるのではないか。 

 

(事務局) 

単純に、まずは紙ベースというところで思っていただくところだが、システムのほうは、

これも一両日中にできるとかいうわけではないが、確かに、今後のことを考えるとそうい

ったことは当然ということだと思うので、そこは検討していきたい。 

 

(委員) 

先ほどの件だが、実際、虐待があって、何回も話すのはきつい。紙で引継ぎをしていく

と、また同じつらい虐待や障がいについて繰り返し話すことになる。また、それぞれが税

金を投入している。システム開発するだけで、瞬時に共有ができる。当事者の負担が減る

だけではなく、いわゆる税金を使うという意味でも、合理化が図られる。またそれが継続

的に使われることで負担を減らすことになる。早急に共有する必要があろうと思う。また、

情報を全部共有する必要はなく、あくまでも制限をかけて、基本的な情報を共有し引き継

いでいく。扱ってきた情報に関して、全体としては、一つのシステムになっているが、触

ってほしくないといったところの配慮は幅広いところも共有できるという形である。また、

佐賀市は一括同意方式という全国初の仕組みの導入者で、相談利用申込書と個人情報取扱

いの同意書が一括一つだけでできる。要は、必要のない事業は逆に削っていくという形で、

それが効果的である。個人的には、東京でモデル的取組として、実際現場でして頂いてい

るということを考えれば、十分に可能なことだと思う。 

 

(会長) 

紙でなくて、やはりＩＣＴをどんどん使って頂きたい。やはりお母さん方からしたら、

何回も話すのは当然大変だと思う。子どもさんの様子について、何時に寝たとか、何時ぐ

らいに薬を飲んだとか、何時ぐらいにどんな行動があったとかを記録するというのは本当

に大変なことで、それを、学校や、お医者さんなど常にいろんなところに見せて、そうい

うものをやはりＩＣＴでできればいいと思う。簡単に記録をし、それがずっと残るといい。

それをやはりいろんな機関で一緒に使えるということになると、過去にこういうことがあ

ったとかが分かる。紙であればどんどん様式も変わっていく。もちろんＩＴでも変わって

いくと思うが、やはりその辺はそういうものを取り入れていっていただきたいと思う。 

もう時間が減ってきたが、発達障がい者に関する事業の取組も含めて、ほかに何か委員

の方から御意見はないか。 

 

(委員) 

全然関係ない話で申し訳ないが、秀島市長が来られているので、一言、言いたいことが
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ある。私は小児科医になって 30年以上になる。あと、発達障がいの診断を始めてから 30

年ぐらいになるが、決して発達障がいの子が増えているという感じはしない。ただ、その

診断がついた子どもというのがやはりすごく増えている。逆に言えば、昔、診断がされな

さ過ぎた。特性を持っていても診断されてない。実際その人たちが周りの理解が得られず

に、お困りになったりするというのは事実だと思うので、障がいの方に、理解が現在され

るようになったということは非常にいいことかなと思う。ただ、佐賀はちょっと過剰診断

傾向があるのではないかという印象がある。それは、一つは早期発見早期診断を急ぎ過ぎ

るあまりに、ちょっと特性があるだけで診断がついてしまう。私のところに普通の診察に

来た患者さんが、1歳半健診の時に機嫌が悪くて、積み木をつまんで投げ捨てたと。それだ

けで指示が通らない、かんしゃくを起こしたと言い、保健師から自閉症かもしれないと言

われたというふうに泣きながら来られたが、全く普通の子どもさんだった。ちょっと特性

があるだけでも障がいとつけてしまうというところがちょっと問題点かなと思う。もう一

つは、発達障がいではなくても、支援が必要な子どももいる。だけど、今の教育の場面、

学校とかは診断がないと支援してくれない。支援学級に入りたくても、診断がないと入れ

ないとなっている。だから、私たち診断をつける側としては、診断をつけるほどでもない

のにと思いながら無理やり診断をつけてしまうというところがあるので、その辺の診断＝

支援ではなく、診断がなくても支援をしてもらえるというようなところ、そういう配慮が

学校も出来たらいいと思う。だから、そんなに私はすごく増えているとは思っていない。 

 

(市長) 

増えていなければ、私がほっとするわけですが、一つは、毎年学校現場から報告がある。

気になる子、いわゆる診断を受けた人と、それから複数の先生方がこの子が気になるとい

う部分の数がずっと増えている。そういう意味で、増えているという印象を持っている。

それともう一つ、本当に増えているのだろうかということ。私が学校で生活した、六、七

十年前の頃と比較すると、それなりにいたかもしれないが、今のような子どもはいなかっ

たような感じがする。それと、そういう観点から、校長を経験した方に、やめる頃の学校

の教育の在り方、それと、その先生が新任の頃の教育の模様を比べたらどんなかと尋ねた

ら、やはり変わっていますと言われた。ただ、増えたかどうかはどう分からない。今はそ

ういう部分は、診断技術が発達したから増えているというのも理解出来ますが、それだけ

で済むのかどうか。だから、我々はそれを判断出来ないから、増えているという数字的な

ものが出ているから、それを専門的な立場で、国もしくは県で、調査、研究をしてくださ

いと。先ほど委員が言われるような形であれば、それはその人の部分を特性と認めて一緒

になれるようなそういう社会を作ればいい。ただ、増えているとすれば、我々行政は数字

が伸びると、何で増えているのかということを問題にしないといけない。それは現状であ

る。この前、市町会議の中で問題提議をする中に、何か先天的なものとか後天的なものの

違いが若干あるかも分からないが、そういう差別と捉えられたのは、私も言葉足らずの部

分があったかも分からないが、そうではなくて、現実にとらえて提議を行った。増えてい

るというのは、いろんな団体、文科省も増えていると言っている。要は、そういう意見は

いっぱいあるのだが、今後、先生が言われるような形であると安心できる。そういう部分

のお願いをした。そういう中で、ああいう形の新聞で報道された。これは皆さんにも変に

思われて、不愉快な思われた方もおられると思う。それには私の発言の方法が、不当であ

ったとか、いろんな批判はそれなりに私も受けている。 
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(委員) 

大人の発達障がい者の就労支援の話もちょっとだけさせて頂きたい。大人の就労支援も

結構時間がかかり、成果を出すのが難しい課題だと思うが、スチューデントサポートフェ

イスさんも非常に御苦労されていると思う。相談件数が多いようなので、その辺りの実情

を教えて頂きたい。今現在、この佐賀市の会議の中では、お話するような時間が取れない

ようなので、できれば別の機会をつくっていただけないかなと思う。 

 

(委員) 

年々増加していて、実は今年度に関しては集計不能の状況になっている。虐待、ＤＶ、

貧困、すなわち、24時間 365人体制でサポステのすぐ近くに宿を借り、ずっと常駐してい

るという状況であった。そこでいくと、法的な問題を抱えて、いわゆる弱くなった状態の

ところが、さらに今回のコロナで強い影響を受けてしまった。相当な困難が複合化をした

ということがでてきて、複数の困難を抱えている。さらに家庭の環境に関して、問題抱え

てしまっているというところが 6割を超えている。そうすると、家族支援を行いながら、

本人の困難を解消しつつ、さらに受皿としてはそういった困難を抱えた状態でも働ける状

況をつくっていくっていう考え方が必要なのだろうなと思う。先ほどの発達障がいに関す

る考え方も相当な議論をまだ尽くさなければいけない状況である。まず発達の課題を抱え

ている、ないに関わらずいろんな困難で家族的にも虐待を抱えたり、DVとかのトラウマの

影響があったり、そういった人たちがかなり前から増えているのは間違いない。であれば、

受皿側を実情に合わせてカスタマイズしていくっていうことになるのだろうと思う。そう

いう意味でいくと、就労支援、今我々が日本大学とかと協議しながらやっているのが、ダ

イバーシティー就労という考え方で、グラデーションでいろんな困難を抱えていて違いが

ある、そういうふうな困難を抱えている人が割合多くなってくる。だから、困難に合わせ

て、要は働けるだけ働ける、こういう状況でいこうと。そうすると、障がい者施策だけで

なく、生活困窮であるとかいわゆる若者支援をするだとか、いろんな部分をうまく組合せ

て、よりよい受け皿を作っていく、こういった考え方も必要になってくるだろう。佐賀市

は先進的取組を進めていて、これは社会福祉協議会がやられるところだが、改正社会福祉

法が昨年成立し、それに合わせていわゆる縦割りを突破した状態の補助金が使えるように

なるということで、そういった受け皿というところも含めて、この農福連携も含めて、今

後進んでいくのではないかというふうに理解している。 

 

(会長) 

やはり、相当な件数の相談を受けられていて、大人になってからの支援という大変さ、

感じられます。 

時間がかなり超過してきている。また、委員から貴重な意見が出たので、今日、出たよ

うな議論を踏まえて今後の対応をお願いできればと思う。それでは、ほかにもまだ色々な

意見があると思うが、時間の関係で終わりたいと思う。質問等があられる方は、直接メー

ルや事務局のほうにお問い合わせ頂くということで、終わりたい。それでは、これをもっ

て、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。 


