
議題１  市町村における発達障がい児者支援の取組
状況についての助言

事務局の考え

教育分野における支援の充実（小学校・中学校）として、教
員向けの発達障がいに関する研修は100％であり、巡回相
談についても100％という結果については、年々充実してい
て、良い傾向だと思う。
今後は、研修や巡回相談を参考に、どう教育現場で支援を
実施、定着していくのかが課題と思われる。実際、PALが教
育現場と関わる中で、個別のケースの実践を学校全体に応
用したり、他の児童・生徒への支援の参考にしたりすること
が難しさを感じている。発達障がい児療育拠点と教育分野と
の連携を進めていく上でも、この課題について検討していく
必要があると思われる。

〇ご意見として賜りました。
　今後、関係者間で連携方策等について検討を進め
てまいりますので、引き続きご協力をお願いします。

発達障がい児支援の取り組みについて、発達支援拠点が何
らかの形で携わることで、市町村との連携が取れるのでは
ないか。
例えば保健師への研修や学校教員への研修など。また教
育と福祉の連携についても、開催自体の有無が各市町村に
ばらつきがあるが、実施している市町村においては何らかの
形で拠点が入ることができればより市町村の発達障がいに
ついての議論がよりなされるのではないかと考える。
拠点をいい意味で市町村にもっと活用いただけると、市の活
性化にもつながるし、各拠点が担っている「個別専門療育」
の役割についても市町村の中で明確になるのではないかと
思う。

〇ご意見として賜りました。
　今後とも、教育と福祉の連携など市町村との連携を
深めてまいります。療育拠点におきましても、機関支
援を通じて市町村や学校とのパイプづくりに努めてい
ただきますようお願いします。

保育所、小学校、中学校、高等学校、大学、支援学校間で
の引き継ぎについて忙しい時期ではあるが計画的に引き継
ぎの場を設定していくことが今後必要であると思います。
その際、書面での引き継ぎだけでなく対面や個人情報の保
護に十分留意したうえでのオンライン会議などの工夫も検討
していただきたいと思います。

〇ご意見として賜りました。

ライフステージを通じた支援について、サポートファイルがあ
ることは広まってきていますが、活用方法については事業所
ごとに見解が違っていることがあるため、周知は今後も必要
かと思われます。現状、ご家族にサポートブックについては
案内し、就学などに向けて作成を求めることもありますが、
ご家族からサポートファイルの話はあまり出たことがありま
せん。療育では、ご家族も支援していく立場になるため、そう
いった部分の窓口に療育拠点（発達支援拠点）が担っていく
ことも可能かと思われます。

〇ご意見として賜りました。
　引き続きご協力をお願いします。

取組状況調査結果また詳細な分析をありがとうございまし
た。発達障がい児者支援を市町村、大阪府がすすめてこら
れた成果が出ていると思います。
一方、親の会の声として「支援学級や通級、コーディネー
ターなど担当が数年で変わり、引継も不十分で子どもが混
乱・適応できないことも多い」とあがっています。このような声
も届けていただけたらと思います。

〇発達障がいを含む障がいのある児童生徒への指
導・支援にあたっては、早期からの切れ目ない支援
体制の構築に努めることや、系統的・継続的に行わ
れることが重要であり、引き続き、市町村教育委員会
に対し指導・助言を行ってまいります。

令和2年度第2回発達障がい児者支援体制整備検討部会こどもワーキンググループ委員から
の助言と事務局の考え

資料１



議題１  市町村における発達障がい児者支援の取組
状況についての助言

事務局の考え

教育と福祉の連携については、仕組みづくりなどができてき
ているように感じます。しかし、連携している関係機関が少な
いように感じるため、家庭、教育、医療、福祉などその方に
関係する機関全てが連携できるようにしていけるように、関
係機関の繋がりを作っていくことが必要だと感じます。また、
相談支援事業所の活用がされておらず、途切れてしまう
ケースがまだまだ多くみられています。市によっては、相談
支援事業所の役割などの説明が少なく、保護者の方が知ら
ないことがほとんどであるため、ぜひ市も含めて相談支援事
業所の活用を促してもらいたい。

○平成30年5月に文部科学省と厚生労働省の連名で
教育と福祉の一層の連携等の推進について通知が
ありました。府においては、福祉部と教育庁とが連携
し、各市町村においても教育と福祉の連携を図るよう
機会あるごとに市町村に対しお伝えしているところで
す。
○市町村に対して、相談支援事業所の役割や保護者
に対しその活用を促すよう働きかけてまいります。

・第５　地域生活支援と相談支援体制の充実において、発達
障がい児者に特化した相談窓口がある４市町、また市町村
の相談窓口では対応できないため発達障がい者支援セン
ターを紹介と回答された４市（政令市除く）あるが、今後の調
査においては、それらの相談窓口のあり方や対応できない
とする課題を具体に確認できる内容があれば良いと思われ
る。

〇ご意見を踏まえ、今後、調査内容を検討してまいり
ます。

・第８ライフステージを通じた一貫した支援の取り組みにおい
ては、サポートファイルの取り組みの把握のみでは不十分。
その他の連携のための取り組み（連携や情報交換の場や各
種会議等）についても項目が必要だと思われる。それらの項
目は、つなぎの機能をシステムに落とし込んでいくことで支
援を保証することが重要だという視点を、市町村と共有する
ことにもつながると思われる。

〇ご意見を踏まえ、今後、調査内容を検討してまいり
ます。

・各市町村が発達障がいの早期発見とその後のフォローに
ついて、どのようなシステムを構築しているのかを更に具体
に把握できる内容があれば、予防的介入のあり方を考えて
いく上で参考になるのではないか。

〇ご意見を踏まえ、今後、調査内容を検討してまいり
ます。

・市町村の人口規模の差がかなり大きく地域事情も異なるた
め、各々の地域ニーズに沿った市町村支援が必要だと思わ
れる。そのためにも本調査のように市町村の取組状況の継
続的な把握は不可欠であると思う。しかし、アンケートという
形の場合、例えば、メンター活動の派遣状況の実際と調査
内容に相違が見られるように、実態が掴みづらい点は否め
ない。今後、府域の役割を明確にしていくためにも、より実態
の把握が確実にできるようアウトリーチ型での地域アセスメ
ントの機会も併せて必要ではないだろうか。

〇ご意見を賜りました。
　今後とも、市町村を通じた地域アセスメントの実施
方法等を含め、検討してまいります。

地域の学校等との連携について、発達障がい児への支援に
ついて学校等の先生方はもっといろいろ情報交換や支援に
ついて知りたい。ケースの連携をとりたいという思いはある
かと感じます。しかし、実際はご多忙の中、そのような時間
が割けないということや発達障がい児以外の障がい児、家
庭に問題のある児への支援などで、もっと連携をとらなけれ
ばならないといった状況もあるかと思います。
以前、地域の学校の先生とやりとりした際にこのようなこと
が見えてきました。

〇支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズは、複
雑化・多様化しています。障がいのある児童生徒を含
む支援の必要な児童生徒の指導・支援にあたって
は、教育が福祉等、関係機関と連携しながら、早期か
らの切れ目ない支援体制の構築に努めることが重要
であり、引き続き、市町村教育委員会に対し指導・助
言を行ってまいります。



議題２　第５次障がい者計画における発達障がい児
者支援についての助言

事務局の考え

・強度行動障がいの子の受け皿がなく、長期入院やどこに
も受け入れられず自宅でみている子が存在します。
・強度行動障がいの支援を是非お願いしたいです。

○強度行動障がいの状態を示すなど民間施設では
受入れが困難な児童の受入れを進めるなど、専門性
を活かした支援等に取り組みます。
○併せて、強度行動障がいの状態を示す人への適
切な障がい特性の評価、支援計画の作成及び適切
な支援ができる人材を育成してまいります。

ライフステージに応じた取り組みにおける②子どもの時期
の支援体制の充実に関して、高年齢児支援を行うにあた
り、地域の発達障がいの支援に対する質の向上が課題と
なっている。発達障がい児療育拠点への期待もあると思う
が、一方で拠点での業務の負担も増えることが懸念され
る。よって、成果を出していくためにも、令和3年度から8年
度の間に、拠点でどのように高年齢児の支援を行うか、ま
た機関支援として何を中心に行うのか、そのために何を重
点的に質の向上を行うかを具体的に挙げ、ある程度目標を
しぼって行う必要があると思われる。

○令和3年度から令和8年度を計画期間とする第5次
障がい者計画では、療育拠点における高年齢児（概
ね9歳以上）の支援ノウハウの蓄積や地域の障がい
児通所事業所への機関支援について、発達障がい
児者支援体制整備検討部会の意見を踏まえながら
進めてまいります。

現在拠点の置かれる状況としては、府の事業である点か
ら、市町村の理解や連携が得にくいこともある。
まずは、市町村との連携強化に向けたしっかりとしたアプ
ローチと、パイプ作りにご協力いただきたい。
また、新たな取り組みとなる高年齢への支援については、
いまだ実施方法も含めて不明確であり、実施していくには困
難さを感じざるをえない。第5次障がい児計画にはより具体
的な府としての取り組みの詳細をご提示いただき、そこに拠
点としてどのような取り組みができるのか？を共通理解の
元進めていきたい。
また新たな取り組みに向けた、研修の確保と実施、人件費
の保証など、さまざまな面でご協力いただきたい。法人の自
助努力と言われることもあるが、収支などの見通しがないと
法人としても取り組み切れないというのが現状。

○府では、毎年度開催している市町村への事業説明
会において地域の障がい児通所事業所が良質な
サービスを提供できるよう、療育拠点が機関支援を
実施していることを紹介し、活用を促しています。
○令和3年度から令和8年度を計画期間とする第5次
障がい者計画では、療育拠点における高年齢児（概
ね9歳以上）の支援ノウハウの蓄積や地域の障がい
児通所事業所への機関支援について、発達障がい
児者支援体制整備検討部会の意見を踏まえながら
進めてまいります。

国においてはGIGAスクール構想の中で教育の個別最適化
に向け教育データの定義、収集、蓄積、活用が進むと思わ
れます。
大阪府においても個人情報の保護に十分留意したうえでど
のようなデータをどう活用すればより良い教育ができるのか
について配慮事項や合理的配慮情報のデータ化について
も今後検討されたいと思います。

○ご意見として賜りました。

療育拠点を「発達支援拠点」とすることにおいて、アクトおお
さかとの連携はどのような形で取り組めるか、今後の検討
は必ず必要になっていくと思われます。また、各市町村にど
のような役割なのかを明確にしていく必要がある。もちろ
ん、府の取り組みだけでは浸透していかないと思われるの
で、拠点自体の動き方も考えていかなければならないと、考
えております。

〇ご意見として賜りました。
　今後とも、取り組みを進めてまいりますので、引き
続きご協力をお願いします。

学校教育現場での福祉・医療の連携や活用を望む声があ
る５ページの取り組んでいく施策にも取り上げていただいて
いるので、おおいに期待している。

○ご意見として賜りました。

令和2年度第2回発達障がい児者支援体制整備検討部会こどもワーキンググループ委員から
の助言と事務局の考え



議題２　第５次障がい者計画における発達障がい児
者支援についての助言

事務局の考え

地域の支援の底上げのために、療育拠点がコンサルを行う
ことはとても必要と感じる。しかし、コンサルができる人材育
成に時間もかかるため、育成のための研修などは、大阪府
にも今後も協力をしていただきたい。コンサルを受けての効
果検証なども定期的に実施していただきたい。また、その際
は、コンサルに行った事業所職員と対象児がいる場合はそ
の保護者にも聞き取りなどを行なっていただき、効果があっ
たのかを聞き取っていただきたい。

○地域の障がい児通所支援事業所において良質な
サービスを提供できるよう、「療育拠点」から「発達支
援拠点」に名称を改め、コンサルテーションなどの機
関支援に取り組んでいただくことを期待しています。
そのため、質の高い人材を育成するための研修機会
の確保には努めてまいりたいと考えています。
○機関支援実施後、機関支援を行った事業所職員と
対象児とその保護者からの聞き取りを含め、効果検
証については、府だけではなく、府から業務を受託し
た発達支援拠点においても実施していただきたい。

・Ｐ4子どもの時期の支援体制の充実に向けて、市町村の
取り組みを引き続き支援していくためには支援状況の具体
な把握と各々の機能の明確化が必要だと思われる。そのた
めには、各市町村における各種連携会議（地域自立支援協
議会等）へのオブザーバー参加等、発達支援拠点が更に
市町村の状況を知る機会を設けてはどうか。それらの機会
は、発達支援拠点の機能を市町村に更に認知していただく
ことにもつながると思われる。

〇ご意見を賜りました。
　今後、発達支援拠点の関係職員とも協議しながら、
取組方法等を検討してまいります。

・P7ライフステージを通じた取り組みの中で、アクトおおさか
と発達支援拠点との連携の枠組みを検討していく上では、
予防的介入に視点をおいた柔軟なコンサルテーションを協
働で行うことが求められる。

〇ご意見を賜りました。
　今後、具体的な連携方法の検討に際して、ご協力
をお願いします。

・P9家族支援の充実について。メンター事業の普及におい
ては、今年度活用がなかった教育関連機関への更なる普
及啓発が必要だと感じている。また、ペアレントトレーニン
グ・インストラクター養成後のフォローアップとして情報交換
会を実施したが、市町村担当者からは、異動等による人材
確保の課題含めペアトレを継続できる環境を整えていくこと
が課題との意見が挙げられている。引き続き、障がい者計
画案にあるように「人材の確保と育成（担い手）の強化」は
不可欠であり、その人材育成を市町村が主体となって図れ
る方策の提案等も必要だと思われる。

○平成30年5月に文部科学省と厚生労働省の連名
で教育と福祉の一層の連携等の推進について通知
がありました。府においては、福祉部と教育庁とが連
携し、各市町村においても教育と福祉の連携を図る
よう機会あるごとに市町村に対しお伝えしているとこ
ろです。
○第5次障がい者計画と合わせて、今回策定した第6
期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画で
は、各市町村においてペアレントプログラムやペアレ
ントトレーニング等の本人及びその家族等に対する
支援体制を確保することが重要であり、ペアレント・ト
レーニング等の受講者数を指標として取り組むことと
されました。
○家族支援の実施については、国の地域生活支援
促進事業を活用するよう市町村に働きかけていくとと
もに府は広域自治体として、最新の手法等を学ぶた
めのフォローアップ研修を実施し、市町村を支援して
いくこととしています。

基本理念や施策はとても良いと思います。このような計画を
もっと多くの人（様々な機関、福祉だけでなく教育、医療、市
民など）に周知いただければと思います。

○ご意見を賜りました。



議題３　新・発達障がい児者支援プラン（現行プラン）
の評価についての助言

事務局の考え

施策の体系と具体的な取組（２）発達支援体制の充実に関
して、障がい児通所支援事業所に対する機関支援について
は、圏域全ての事業所への実施はなかなか難しいが、少し
ずつ圏域内でも機関支援が定着してきており、定期的に機
関支援を行っている事業所もある。その点で成果は出てい
ると言える。しかし、拠点の中核的機能という点では、発達
支援や家族支援と並行して行うため、かなり拠点の職員へ
の負担は大きく、職員体制も不安定な状況で、今後も維持し
ていくことがかなり厳しいところもある。各法人によって方向
性が違う部分もある中、安定した職員体制を確保し、業務
のスリム化も必要だと思われる。

〇ご意見として賜りました。
　今後、関係者において連携方策等について検討を
進めてまいりますので、引き続きご協力をお願いしま
す。

機関支援については、府の委託事業であるが、各市町村の
事業所への支援でもあるので、市町村との現状の共有が必
要であると感じる。機関支援を行うにあたっては、拠点の役
割期待を各市町村が把握しないと、浸透していかない。その
ためにも、まずは市町村内での研修の実施など知識を広め
るような研修を拠点が担うとよいのではないか。そうすること
で拠点のことを事業所に知ってもらうきっかけとなる。
成果指標についても、機関支援を受けた事業所数での指標
も必要であると感じるが、肝心なのは事業所として発達障が
いへの理解がどのように浸透し、実際の利用者へどう還元
されたかのように思う。拠点全体の機関支援の報告会を府
が主催するのもよいのではないかと感じた。

○府としては、毎年度、療育拠点が市町村に対し、地
域の障がい児通所事業所において良質なサービスを
提供するよう機関支援を実施していることを紹介し、
活用を促しています。
○平成30年12月には、療育拠点が6圏域すべてに設
置されてから10年の節目を迎えて、アクトおおさかの
公開講座において、療育拠点での個別専門療育以
外の機関支援などの報告会を開催しました。
このような取組を踏まえ、アクトおおさかと発達支援
拠点との連携強化の取組の一環として、市町村や事
業所など支援者への周知の場として検討していきた
いと考えています。

事業所数の増加や、研修等の実施により、学校などの教育
機関やご家族の療育への理解は広く浸透してきているのか
と思います。しかし、技術面だけのノウハウではなく、特性や
支援の意味など理解した上でのノウハウの積み上げが、継
続して必要と思われます。それには、個々の理解だけでは
なく、事業所や学校、市町村など全体での取り組みを継続し
て、支援をしていただきたいと思います。

○第5次障がい者計画に基づき、発達障がいの人が
ライフステージに応じた支援を基本に切れ目ない支
援を実施するとともに、ライフステージを通じた支援
でこれを補完し、全体として支援の隙間を最小化する
という基本理念を継承しつつ、地域を中心とした支援
力の向上や支援体制の底上げを図り、「共に生きる
社会」の実現を目指してまいります。

乳幼児健診を中心とした早期発見とそれぞれの子どもの
ニーズに応じた支援が受けられる体制が整っている。P5に
加え、その体制を利用することができるよう、その保護者へ
の支援を行っていただきたい。
子どものニーズに養育者も気づき、子どもとともに親として
育っていくと思うが、その過程が苦しく、つらい事も多いと思
うので。

〇ご意見として賜りました。
　 今後とも、各市町村においてペアレント・プログラム
やペアレント・トレーニング等にご参加いただいた本
人及びその家族等に対する支援体制が確保されま
すよう、府として市町村を支援してまいります。

・発達障がい者地域支援マネジャー事業においては、今年
度も含めた5ヶ年で21市5町（内2市町は、1市1町で自立支
援協議会を共同運営）その内、11市3町が継続して事業を
活用し、延べ34市9町が活用された。市町村からは「継続し
て事業を活用できたからこそ、継続して基礎的理解を深め
ることが重要であると実感できた」との声も聞かれ、市町村
単位のコンサルの場合は継続性が必要だと感じている。ま
た、過去、事業所単位でのコンサルを行っていた事業にお
ける年間平均参加機関数（120機関）と比較すると本事業で
の参加機関数（448機関）は約4倍弱であり、市町村の既存
のネットワークを活用した形でのコンサルテーションを行うメ
リットが伺えた。その点が評価の数字からは確認できないた
め共有しておきたい。市町村からは地域の実情に合わせた
コンサルテーションを継続して希望する声も聞かれており、
今後も引き続き、2次3次圏域との協働で市町村支援のあり
方を検討していきたい。

〇ご意見として賜りました。

令和2年度第2回発達障がい児者支援体制整備検討部会こどもワーキンググループ委員から
の助言と事務局の考え


