
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

・「ライフステージを通じた一貫した支援のための取組」とし
て、サポートファイルの調査のみでは不十分ではないか？
調査結果と同様に成人期でサポートファイルを持っている人
を見ることはなく、また、サポートファイルが引き継がれてい
ても、新たな支援者がそれを正確に理解し、適切な支援に
つなげられるかは別問題。モノのツールだけでは不十分で
あるため、移行支援が丁寧に行われるよう組織的な取組
（システム）の調査も今後行っていけると良いのではない
か。また、行政の課題として、よく縦割り的な分業が上がる
が、ライフステージを通じた一貫した支援を保証するために
は、まず行政内の異なる複数の課の間で情報共有を行うこ
とが大切になる。そのような行政内の取組みも調査できると
良いのではないか。

〇サポートファイルについては、ライフステージを通じ
た切れ目のない支援方策として有用であると認識し
ておりますため、府内全市町村で活用されますよう、
引き続き未活用の市町村に対して導入を働きかけて
まいります。
〇導入後の活用方法につきましては、各市町村の状
況等に応じて有効に活用されているものと認識して
おります。引き続き、先進的な活用事例等を周知する
などにより、市町村内の組織連携体制の構築に役立
てていただきます。

・個別療育を行う事業所の数が増えたとしても、適切な支援
を行っている等支援の質が担保されているとは言い難い。
行政として、どのように事業所の質を把握しているのか、人
材育成をどのように進めているのか、合わせて把握できると
更に良いのではないか。

○大阪府発達障がい児療育拠点では、各圏域内の
事業所等に対して療育等の助言やノウハウの提供な
ど府からの委託により機関支援を実施していただい
ており、府内各事業所の療育の質の向上に努めてお
ります。
〇また、療育拠点の児童指導員等に対しては、これ
まで年２回府主催によるスキルアップ研修の実施
や、療育拠点間の情報共有の場を設ける等により人
材育成に努めております。これらの人材が実施する
圏域内事業所への機関支援を通じて各事業所の人
材育成を行っております。

・教育と福祉の連携として、連絡協議の場を設定している市
町村が多いことは良いことだが、市町村によっては、教育機
関側から支援学校のみが参加している所も見受けられた。
知的障害を伴わない発達障がいの方々は普通学校で7歳
～18歳までの長い年月を過ごす中で、教師の理解が得られ
ず辛い経験をして成人になられている人も少なくない。普通
学校を含めた教育機関や教育委員会の参加は重要である
ため、協議の場を作ると同時に参加機関の種別等の推奨も
大阪府として進めてほしい。

○教育と福祉の連携は重要であると認識しておりま
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、教育分野が福祉等
の関係機関と連携し、早期から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。
○府立学校ではこれまでもスクールソーシャルワー
カーの配置校を拡充するとともに、個別の事案ごとに
生徒が居住する市町村の福祉部局との連携を図って
きたところです。
引き続き、学校による連絡協議の場への参加も含
め、関係機関・市町村との連携に努めてまいります。

・メンター派遣を活用している市町村が11市町と記載されて
いるが、実際は池田市（児童発達支援センター）や高槻市
（子ども未来部保育幼稚園総務課）、貝塚市（自閉症児支援
センターWave）等のまるがついていない市町村の活用があ
るため、市町村内でもメンター活動を活用していることの周
知や情報共有ができれば、メンター活動の普及啓発にも更
につながり良いと思われる。

○このアンケート調査は、市町村の発達障がい児者
支援担当課を窓口として実施しております。当該課で
担当されていない事項については、関係課に確認の
上、回答いただくよう依頼しておりますが、委員ご指
摘のとおり、担当課以外の課や事業所での活用事例
が漏れていたようです。
　今後は、大阪府においても可能な範囲で回答内容
の確認に努めてまいります。
　なお、Waveは貝塚市が設置した施設ではございま
せんので、ご理解ください

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成人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

・ 資料１－１における第３：教育と福祉の連携、については、
具体的にどのような場を指すのかが関係する支援機関・者
にわかりやすくお示ししていくことが必要ではないか？

○教育と福祉の連携協議の場につきましては、資料
1‐2「アンケート集計結果」P6に記載のとおり各市町
村によって設置形態や参加機関は異なっておりま
す。今後とも、各市町村において必要に応じて周知し
ていかれるものと考えております。

・私どもの地域では、学校在校生を現場実習等にお迎えす
ることがあるが、一部の学校では「個人情報の制約等」によ
り、来られた生徒の方が実習時に活動いただくために必要
な基本的アセスメント情報のご提出等を実質拒否されること
がある。学校の活動事項のためではなく、生徒の将来的な
社会参加のために機関が相互に連携すべきと考えるが、真
の意味での連絡調整の場が必要と思うが、そういった意味
での連携の場について「働きかけるべき」との記載なのか。
例えば、それが連絡調整に必要なフォーマット策定議論の
枯渇なのであれば、そこに集中して場を設けるべきと考える
が、いかがか。

　府立支援学校では、各校において個別の教育支援
計画等を作成・活用し、生徒・保護者の同意のもと、
実習先企業等との生徒情報共有に努めています。
　ご意見につきましては、福祉部、商工労働部、教育
庁の３部局連携による会議等で関係課及び学校担
当者と共有いたします。

・資料１－１における第４：就労支援等成人期の支援の充
実、について、居場所や支援を行う機関が府下で約３割と
の回答結果があるが、このことは「各市町村ご担当者」のご
認識の不足にも関係するのではないか？

○国の地域生活支援事業実施要綱で政令市だけが
認められている事業もあります。
ここでは、市町村が独自で成人期の居場所の確保や
就労支援を実施しているかを質問しているところで
す。

・事業の約款上において、発達支援センターは府下におけ
る成人期の就労支援を行うとの明記があるとともに、府域１
８か所の就ぽつにおいては、全体での来所者のうち、「精
神・発達障がいに由来するご来訪者」の近年の増加と、現
実対応への負荷を感じているセンターの出現を確認してい
るところ。当方の圏域の福祉サービス事業所でも、これに合
わせた「発達障がい特化」のプログラム化を進めるところが
徐々に増えてきている。つまり、実際に具体対応を行ってい
る事業所がかなり多くなってきているという事実に照らして
も、現実感のない領域はどこであるかが示唆されていると感
じる。

〇ご意見として賜りました。

・利用可能な資源の調整や活用方法などの検討が未だな
のであれば、そういった趣意であることを本書簡上にもでき
るだけ明確にお示しすべきではないか。

〇ご意見として賜りました。

・行政ご担当者の意識を変化させるための地域企画の在り
方について、事前により深い議論などを希望したい。

〇ご意見として賜りました。

・資料１－１における第５：関係機関間の連携の不足、につ
いて、①相談支援事業所間、②相談支援事業所と、その他
の関連機関間、との２つの課題があると感じている。

〇ご意見として賜りました。



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

・相談支援事業と就労支援機関との乖離は一部の市町村
によってはかなりの温度差があるところ。

〇ご意見として賜りました。

・以前に改正などがあった「就労継続支援A型事業所」の課
題などでは、支給決定前に「計画相談」の必要があるので
はないか、との議論があったように、それぞれの支援策を有
効に組み合わせて提供するという段階に際して、「セルフプ
ラン」などの提供によりあいまいになっている部分などが露
見したところ。関係機関との連携とは「どのようなものを新た
に発生すべきなのか」という論点に置き換え、できるだけ具
体的に実施可能な話題などを添付していくなどの工夫など
が必要ではないか。

〇ご意見として賜りました。

・ （参考）調査対象が、公立学校のみになっていることへの
意見
・当方の見解ではあるが、現在、障がい支援を必要とされて
いる方々の進学後関係学校からのご相談が増加している。
対象としては大学・短大・専門学校など。大方において修了
後、社会人になるための活動をされるが、圧倒的な困り感を
持つ方々も多い。調査対象の限界線が新たな誤解を生む
のではないかと
感じるがいかがか？

〇このアンケートは、「市町村における発達障がい児
者支援の取組状況」の調査であるため、市町村立学
校を対象としております。
ご指摘の大学等への調査につきましては、今後、必
要性を検討してまいります。



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

・「大人の支援」や「グレーゾーンの支援」に係るところで、発
達障がいの診断がある方や診断はないが特性があって生
き辛さがあり困っている方の多くは、生活や金銭の困り事で
よく行政の窓口に相談に行かれることがあるが、生活保護
や生活困窮など障がい福祉に限定されない窓口での対応
で混乱したりネガティブ体験を受けられたりする方も中には
多い。相談窓口の周知を図ると同時に、行政職員にも発達
障がいの啓発活動を行う必要があると感じている。

○各行政機関において、福祉サービスの相談窓口を
来庁される方に分かりやすく周知していくべきものと
考えています。
○各自治体の相談窓口には多種多様な住民が相談
に訪れます。このことから、各市町村では窓口の担
当職員に対して、発達障がいを含め、各種障がいへ
の理解や対応方法など行政サービスの提供に関す
る研修などに取り組んでおられるところです。

・「大学における支援」は重要であるが、大学によっては学
習支援のみが大学の役割で就労支援までは行っていない
と仰っていたり、校内のキャリアセンターでは、「診断がある
からといって一般の学生にしていない追加の支援は行えな
い、それは特別扱いになる」と仰っていたりするところもある
と聞く。更に、キャリアセンターと障がい学生相談室の横の
つながりが薄く、大学内でも支援や情報の引継ぎに課題が
ある所もある。大学全体として発達障がいのある学生をサ
ポートできるように普及啓発を進める必要があり、学習支援
以外の合理的配慮についても普及啓発がまだまだ必要だと
感じている。

〇ご意見として賜りました。
　今後、具体的な取組方策等を検討してまいります。

発達障害者の雇用・職場定着の促進、発達障害理解と本社
会課題解決への企業参画を促していく取り組みが大変重要
だと、日々就業支援の現場に身を置く者として実感していま
す。企業への理解を促進していく中で感じるのは、「発達障
害」という文脈で事業推進をすると企業の参画を促すことが
難しくなるということです。

〇ご意見として賜りました。

発達障害者の雇用・職場定着を社会の大きなうねりとして
動かしていくには、「発達障害者が輝いて働ける企業こそ
かっこよく、時代を先駆ける企業である」という社会的認識・
支持・気運を醸成していく必要があるように思います。発達
障害者と企業を繋げる文脈は「ダイバーシティ」「多様性」
「誰もが働くことで幸せになる」といったようなポジティブかつ
先進的なワードや気運と考えます。

〇ご意見として賜りました。

多くの企業が抱える「人がこない（採用できない）」「職
場にどう接していいかわからないスタッフがいる」「今
の採用戦略に限界を感じる」「『ものを売る』というだけ
では、これからの時代を生き残っていけないと感じる」
といった、企業活動上の等身大の課題に文脈を合わ
せ、その課題解決に寄与できるのが発達障害者への
理解であり採用・定着支援（ダイバーシティ企業として
の企業成長）であるという企業とのコミュニケーション
を活発化させる必要があります。影響力の大きい会社
を巻き込んだ、理解促進と社会への広報・実際雇用を
目標としたモデル事業の実施等、社会的気運を創出
する取り組みも今後必要だと感じます。

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成人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

これまでの体制づくりをもとにして、支援の質の向上に重点
を置いた取り組みの推進が望まれる。

○令和3年度から8年度にかけては第5次障がい者計
画に基づき、さらなる発達障がい児者支援に取り組
んでまいります。

・実現するには相当な差配が必要かとは思いますが、資料
２における「主な取り組みの進捗」資料中における「教育分
野」、「就労支援とその継続のための生活支援＜分野＞」、
「地域生活支援分野における発達障害者支援センター事
業」、各それぞれにおけるお取組みの共通項を取り出した
機会（場面）などを構成することはできないのでしょうか？
それぞれに大きな課題があることは容易に想像できます
が、大きな枠組みの下で考えれば、これらはすべて「成人期
直前・成人期」に相当する発達障がいのある方への支援の
お取り組みであり、これらの機会に接する担当者間の乖離
を感じてしまうので。

○ご意見として賜りました。
　今後、取組の必要性を検討してまいります。



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

司法領域における法曹関係者（特に裁判官）への啓発と同
関係者との協力体制の構築が望まれる。

〇今後は、法曹関係団体等とも連携しながら啓発の
取組や関係者間の協力体制の構築に努めてまいり
ます。

資料３P－P19「就労の継続を支える生活支援を担う仕組み
づくり欄右－発達障がい者の登録者数や就職者が増加傾
向、との記載について（表中の数値など含む）。

　・府下全体でも増加傾向があり、当方では、重複者やその
時点での未診断の方を除いても単年度で約１割強の方の
ご来訪があったところ。実際に「発達障がい向け支援ツー
ル」を用いた支援の実施件数は、全体の３割以上の来所者
に及んできているところ。

○ご意見として賜りました。

　・参考までではあるが、最近では実際のご来所⇒ご相談
という機序ではなく、電話・メールなどによるご相談数が増
加してきている。ちなみに、初回来所以降の該当者のご相
談では、他の障がい種別に大差をつけて、電話・FAX・メー
ル・SNSによるものが増えており、比較をするとその数は知
的障がいの方のそれを昨年比で上回りかけているところ。
また、初回のご連絡などでは匿名のご相談も比較的多く
なっており、つまりは複数回に及ぶ相談要望と、登録などの
手続きなしでのご相談要望などの傾向が強まってきてい
る。

　・この府内の障害者就業・生活支援センターの経年比較
数の該当表だけで、上記などの傾向などを正しくご理解い
ただけるのかどうかと感じる。

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成人ワーキンググループ委員からの
助言と事務局の考え

〇ご意見として賜りました。・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。

○ご意見にある実態については、大阪府としても認
識しておりますが、評価指標としましては定量的な指
標を採用しておりますので、ご理解ください。


