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＜開 会＞ 

 

○福島医療監挨拶 

 

○事務局 

（資料の確認、及び会議の公開についての説明） 

 

○事務局 

 議題１ 市町村における発達障がい児者支援の取組状況について 

 （資料１－１に基づき説明） 

 

【調査内容】 

○委員 

 ・ アクトおおさかで地域支援マネージャー事業により市町村のサポートに取り組んできた観

点から市町村の人口規模によって、社会資源等の違いもあり、発達障がい児者支援施策は異

なる。次年度は人口規模に応じた分析も行っていただいた方がよい。 

 

○部会長 

 ・ 様々な取り組みに関して、できている市町村とできていない市町村がある。例えば、保健

師の研修ができていない市町村も見受けられるが、できていない理由というのは把握されて

いるのか。 

 

○事務局 

 ・ 選択肢により回答いただいているため、できなかった理由までは聞いていないのが実情。

各市町村に理由まで確認するとなると、個別の事情などを聞くこととなり、分析などに相当

時間がかかってしまう。ただ、部会長からご指摘いただきましたので、次年度以降は調査票

を工夫するなどにより、できなかった理由も把握できるよう努めていきます。 

 

【市町村におけるサービス提供】 

○委員 

 ・ 「第 2 発達支援体制の充実」では、個別療育は療育拠点の活用、又は市町村が自ら確保

するなどにより、ほぼ確保できているとの回答が多数であったが、「第５ 地域生活支援と相

談支援体制の充実」の回答では、相談支援後につなげられる資源（療育等のサービス）の不

足や市町村や発達障がいに対応できる事業所が少ないという回答が多数であるが、第 2の回

答と第５の回答は矛盾しているのではないか。 

 

○事務局 

 ・ 第２の質問の個別療育に関しては、療育拠点の活用もしくは市町村自らサービスを提供す

る事業所は確保できているとの判断。一方で、第５の回答では、発達障がいの人たち向けの

個別療育以外のサービスにおいては、自らの圏域ではまだまだ十分なサービスを提供できる

だけの社会資源は不足していると判断されている。 
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〇委員 

 ・ 市町村によっては、個別療育を受けたいと希望しても、受けられないケースがあるという

ことですね 

 

〇事務局 

・ 市町村によっては、体制は整備しているが、事業所の定員数との関係から十分提供できて

いない部分はあると思われます。 

・  また、事業所数はかなり増えてきている状況。個々のニーズに応じたサービスを提供でき

る事業所が不足しているケースがあると回答されたと分析しております。このため、府と

しては事業所の質の向上を図るための機関支援などの取り組みも進めているところ。 

 

【啓発活動】 

○委員 

 ・ 世界自閉症啓発デーにおける啓発活動の取り組みに関して、人口規模の小さな町村でも取

り組んでいただいているのが分かった。一方で、まだ取り組んでおられない市町村に対して

は、我々の団体からも取り組んでいただけるよう働きかけてまいりたい。 

 

【教育と福祉の連携】 

○委員 

 ・ 教育と福祉の連携については、教育現場での教員を対象とした研修は 100％実施されてい

るとのことだが、内容については課題があるとのこと。 

福祉との連携という観点から協議の場が設置されている市町村が大半であるが、一方、連

携強化が必要と認識されている市町村もある。現場では、事業所と支援学校との協議の場は

毎月実施しているが、十分に機能していないと感じており、連携強化の方策としてサポート

ファイルの活用というのも１つと思うが、それ以外の方策等は検討されているのか。 

 

〇事務局 

 ・ サポートファイルは１つの有効な手法と認識。次期計画において教育と福祉の連携につい

ての取り組みを記載しているが、現在、令和 3年度当初予算の編成中でもあるので、次回の

当部会で具体的な取り組みを説明させていただきたい。 

 

【教育現場における支援の充実】 

○委員 

 ・ JDDネット大阪が府内各市町村教育委員会にむけてアンケート調査を実施しているが、私

どもの調査では、個別の教育支援計画の作成は 100%ではなかった。この１００％というの

は、多分支援学級籍ではないかと思いますが、いかがですか。 
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○事務局 

 ・ 分析での記載は十分ではなかったが、通級や支援学級で指導を受けている児童・生徒は１

００％作成しているが、通常学級の児童・生徒はすべて個別の教育支援計画を作成できてい

るわけではない。 

 

〇委員 

・ 通常学級の児童生徒も保護者が希望すれば、個別の教育支援計画を作成できるというのが 

建前なので、そのように記載いただきたい。 

 

○事務局 

 ・ 市町村の福祉部局を通じて調査を行った。必要な児童生徒には作成しているものと認識し

ていた。 

 

○委員 

・ この支援計画は大きな意味を持つもので、小学校や中学校を卒業し、高校へ進学する際も

引き継いでいくものであり、非常に重要なものである。 

 

○事務局 

 ・ 次回の調査では調査票に、個別の教育支援計画の作成対象者を明記するなどにより改善し

ていきたい。 

 

【サポートファイルの代替】 

○部会長 

 ・ サポートファイルが無くても支障がないとされている市町村があるが、この理由は把握さ

れているか。 

 

〇事務局 

・ その理由も調査票では尋ねていないので把握できていないのが実情。個別の市町村に確 

認するなど次年度以降は留意してまいりたい。 

 

○事務局 

 議題２ 第５次障がい者計画における発達障がい児者支援について 

（資料２に基づき説明） 

 

【ペアレント・メンター】 

○委員 

 ・ アクトおおさかでペアレントメンターの事務局を担っており、各市町村からメンター活用

の申し込みがあった際に、メンターと市町村をマッチングする作業を行っている。登録メン

ターの皆様はプロの専門家ではなく、一保護者であることから、市町村からの申し出に対し

て、どう伝えたらいいのか、専門的な話をしなければいけないのか、といった不安を持たれ

る方もいる。アクトおおさかとしても、活動を引き受けていただく際には綿密に打ち合わせ
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を行い、丁寧な対応を心掛けている。引き続きメンター活動をより利用いただくために、市

町村等に周知を図っていきたいと思うが、事務局機能は相当手間、時間がかかるということ

も含めて、活用促進策を検討していきたい。 

 

○部会長 

 ・ メンター活動ですが、演者によって個人差があると思うが、演者の方が依頼内容でしんどさなど

を訴えるなど、マッチングは上手くいってるのでしょうか。 

 

○委員 

 ・ メンターの中には何度も活動されて慣れておられる方もいれば、初めての方もいるため、アクト

おおさかとしては、初めての方にも活動を受けていただけるよう丁寧な調整を行っている。登録メ

ンターさんも千差万別で、早く打ち合わせをすると、活動当日までの期間、本当にこれでいいのか

と悩まれる方もおられれば、もっと早く打ち合わせして欲しいと希望される方もおられる。メンタ

ーさんは子どもを育てている親御さんなので、子どもの体調などで急遽欠席されることもある。当

日インフルエンザで延期するというケースもあった。それらも踏まえ、市町村とは事前調整を十分

に行いながらメンターを派遣しています。 

 

○委員 

 ・ 私は最近はメンター活動をしていないが、メンターとして自らの子育て経験を語ることは、

当時の自分と向き合う必要があるので、それは慣れてもしんどいこと。語る立場のメンター

の登録数がそれほど増えていないのは、メンター自身のその当時の内面のしんどさを伝える

ことがあるからだと思う。今後登録メンターの数を増やしていく、また、対象年齢を上げて

いこうと思えば、メンター自身をサポートする仕組みが必要で、経験を話すのはしんどいで

す。依頼する側の市町村も、そういったことを理解したうえで、メンターを活用していただ

きたい。 

 

○委員 

 ・ メンターになりたいということから親の会に入りたいという希望者が多く出てきている。 

   そういった方々には、（親の会の）サロン活動に参画して、まずはそこでお話をしたうえで、

メンターに登録するかを決めてくださいと伝えている。 

 ・ 小学校高学年から中学校時代の話をしたいというメンターさんも出てきていることから、 

早期のところかなと思いましたが、引き続き、発達（障がい者）支援センターからのサポー

トをよろしくお願いしたい。 

 

○委員 

  ・ 先ほど内藤委員からメンターとしてお話しするのは辛いものがあるとの話があったが、ア

クトおおさかでの登録数はいかがですか。 

 

○委員 

  ・ 登録者は 66名です。 
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 ○委員 

   当町は、小規模な自治体で、発達障がいの取り組みが遅れているところもあるが、小規模

の（自治体）で取り組んでいく困難さがある。人口規模の問題や職員数も限られているし、

事業所数も少ない中で、メンターの活用についても、現在、町で見直しを進めている障がい

計画でも記載していく予定であるが、メンターを活用するのに、誰に相談したらよいのかわ

からなかった。今後は是非とも活用していきたいと思うので、今後とも自治体とメンターを

つなぐ仕組みなどについてもご意見をお聞かせ願いたい。  

 

○部会長 

・ 私が携わっている療育施設ですが、先輩保護者からの話を聞きたいというニーズがありま

す。ちょっと上の先輩保護者からお話を聞きたいといった声がよく出ています。 

 

【サポートファイルの取り組み】 

○部会長 

・ 「ライフステージを通じた一貫した支援のための取組」の主な意見で、サポートファイル

を療育の中で、本人に作ってもらっているという意見があるが、非常に良い取り組みと思う

が、具体的にどのような取り組みですか。 

 

○委員 

 ・ アクトおおさかでは本人との面談を通じて、本人に自らの特性や育成歴などをまとめてい

ただいているケースもある。それを今後のサポートの参考にしてもらっている。 

 

○事務局 

 ・ こども WG の委員で、療育拠点の一つである東大阪市にある PAL での取組としてのご発

言を示したものです。現在、PAL では中学生の療育も取り組んでおられ、その療育の中で、

自分でサポートファイルを作成するということも取り入れられている。引き続き、どのよう

な取り組みをしているか聞いていきたいと考えています。 

 

○部会長 

 ・ 就労などの場面では、自らの特性などを整理されていることが重要になると思います。 

 

【司法関係における支援】 

○委員 

 ・ 司法分野で、私が関わっている刑事事件案件だけでも、発達障がいの方の案件が割とある。

その中の事例として、①精神科クリニックに通院しており、そこで発達障がいの診断を受け

ているものの、本人は身体の悩み（具体的には頻尿）しか主治医に相談しておらず主治医も

聞いていないため、本人が抱えていた生活上のトラブル（具体的には近隣トラブル）等を本

人も話さず主治医も聴き取れていなかったケースがある。このため、主治医も後から事件の

ことを聞いて本人がそのような生活上のトラブルを抱えていたことを知って驚いていた。ま

た、②精神科クリニックに通院しており、うつ病の診断はあったが、自分が刑事事件を担当

した際に発達障害の可能性を指摘し心理検査を勧めて実施してもらったらベースに発達障が
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いがあることが初めて分かったというケースもある（趣旨としては、精神科クリニックでは、

せっかく発達障がいという診断を下しているのであれば生活上の困りごとを聞き出しておい

てほしいし、単なる「うつ病」というのではなくその根本・背景にアプローチする治療・支

援につなげてほしい）。 

・ 刑事弁護活動では（ご本人の生活の質を向上させることが再犯防止につながるとの理解に

基づいて）更生支援にも取り組む中で、発達障がいに対する支援も進めているが、仮に①

②のようなケースの課題を発見したとしても、やはり進んで支援を受けたがらない方や、

対象者の年齢が 40代、50代であれば尚更支援は不要と思われたりすることも多いことか

ら、（支援につなげるのも）限界はあるのかなと思っている。福祉専門職も発達障がいのあ

る方に対する更生支援に苦慮している印象が強く、仮に、（発達障がいが）顕在化して来た

際に、どう対応したらよいのか思案している。また、自分が刑事事件を担当するケース以

外にも、弁護士会で福祉的支援につなげたい事案に関して、弁護士から支援（大阪モデル）

の申し込みを受けて福祉専門職との連携を手配する部署があり、その際にアクトおおさか

に紹介したりという案件もあるが、発達障がいのある方に対する支援に専門的な知識経験

があったほうがよいと考えるからと言って、すべての案件をすべてアクトにつなげるとい

うのも、アクトおおさかの人員体制にも限界があることから、連携先をどのように確保し

たらよいかとも思う。今後、担当弁護士は、（一般の相談支援事業所や基幹相談支援センタ

ーの相談員のスキルでは手に負えないのではないかと感じるようなケースで）どこに頼れ

ばよいのかお聞きしたい。 

 

○委員  

 ・ 日本自閉症協会の副会長の辻川 圭乃先生に、我々はよく相談したりしている。 

   私は保護司ということもあり、保護司の研修会で宮本信也先生のお話なども聞いている。 

   発達障がいの人の対応の仕方は難しいということで 5年ほど前から勉強会をしている。 

 

○委員 

 ・ 私は市で 5年ほど窓口を担当しており、個人的には市の福祉の相談窓口は中核であるべき

と考えており、是非とも市の窓口に相談していただければと思います。発達障がいだけでな

く、障がいのある人は基幹相談支援センターの窓口も活用いただければと思います。顔の見

える関係の構築は重要だと思いました。 

 

【発達支援拠点への改編】 

○委員 

 ・ 4 ページの大阪府発達障がい児療育拠点を発達支援拠点に改称し、アクトおおさかのブラ

ンチ化を図ることは非常にいいことだと思う。これまでアクトおおさかだけで抱えていた課

題を地域の支援拠点で支えていく、ペアレント・メンターの関係、先程の司法からの相談、

さらには今後、地域の高齢施設との連携も大事になってくる。拠点の人たちも大変であり、

５０８０など地域の高齢者の問題もあるが、すぐには体制が整備できないとは思う。人材育

成をも行いながら、重点的に予算をつけて、頑張って、第 5次計画の期間で取り組んでいく

ことで子どもの時期だけではなく生涯を通じての支援体制の充実に発達支援拠点を入れてい

くというプランを立てていただければと思った。 
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○委員 

 ・ 先ほどの触法の件も含めて、アクトおおさかの支援で大切にしているのは本人のニーズを

探りながら支援していくということ、発達障がいの概念はとても広いので発達障がいの方を

すべてアクトにつなぐと言ったことではない、本人が困っていることを探り，気づきながら

支援していくことが重要。アクトおおさかでは全ては担えないので、地域支援マネージャー

事業に取り組む中で、研修や啓発など市町村とも連携を図りながら支援を実施しているとこ

ろ。 

 

○委員 

 ・ 今後の発達支援拠点とアクトおおさかと連携しながらというのは大変良いことだが、府内

で 2ヶ所の療育拠点を運営している事業団としては、現在のところ就学前の個別療育の質の

向上を図っている途上であり、すぐに高年齢児への支援や成人の支援というのはなかなか（困

難）。そのためには、今後必要な予算も措置していただきながら、努力していきたい。一方で、

地域で支援拠点の機能を担うためには支援サービス機関や市町村との連携も必要であると認

識。 

 

○部会長 

  ・ 司法関係で委員の意見をお聞きしたい。思春期の子供たちの中には、自己効力感が弱く、

悪いほうにそそのかされたり、騙されやすくなってしまう子どもたちがいます。思春期から

青年期の支援はとても重要であると思っていますが、どう思われますか？ 

 

○委員 

 ・ 部会長のお話しのとおり、家族支援のところも重要である。保護司の立場からも親との最

初の関りが難しくなってきて、悪い方向に行ってしまう面がある。市町村の皆さんなどにサ

ポートしていただかないといけないし、ペアレントメンターによる支援や本人が話せる居場

所づくりにも取り組んでいただければと思います。 

 

○委員 

 ・ 発達障がいの概念は、あまりに範囲が広いので、触法の子どもたちの問題が発達障がい自

体なのか、それに伴う二次障がいなのか、少年院の医療観察でも発達障がいの特性は出てく

るが、そのあたりがごちゃごちゃになっている。統合失調症は判断しやすいのだが、うつ状

態や適応できない状態というのは、発達障がいの特性は持っているのだが、それが治療の対

象となるかの判断は難しい。中には、愛着など家族関係は問題ないにもかかわらず、横に逸

れやすい子や自己肯定感のない子たちもあり、こういった子たちは何とか助けてあげたい。 

・ 子どもの頃は助けてあげるべき子は多いが、発達障がいが非常にポピュラーな言葉になっ 

てきた。我々のところには、60歳、70歳になって発達障がいの診断を求められるケースも

ある。そのような年齢になると、うまく付き合っていかざるを得ないと言わざるを得ない。

薬物治療の対象とすべきかの判断は難しい。医療か、福祉かの判断は難しく、それが犯罪に

関わると一段と困難さは増し、議論はされるのだが結論が出ないというのが現状。 

 



8 

 

○部会長 

・ 自己肯定感が低い子がいるので、成人期に近くなってもペアレントトレーニングのような

関わり方が必要だと思っています。 

 

○事務局 

議題３ 新・発達障がい児者支援プラン（現行プラン）の評価について 

（資料３に基づき説明） 

 

【教育支援計画の作成率の対象校】 

○部会長 

 ・ 私立学校の生徒が医療機関に来られて相談を受けますが、個別の教育支援計画の作成率の

調査は、私立学校も入っていますか。 

 

○事務局 

 ・ 基本的に公立学校が対象であり、私立学校は入っておりません。 

 

その他 

・大阪自閉スペクトラム症協会からの提供資料の説明 

 

＜閉 会＞ 


