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２００７・１０・２４ 

東京都福祉保健局・産業労働局に対する 

質問書への回答説明会 
 
１．日時：平成１９年１０月２４日（水） １０：００～１２：００ 
２．場所：東京都庁第一本庁舎 ２５階 １０５会議室 
 
 ＜東京都 出席者＞ 
福祉保健局 総務部 企画課 （司会） 
同     障害者施策推進部 計画課  
同     障害者施策推進部 自立生活支援課  
同     障害者施策推進部 居住支援課  

 同     障害者施策推進部 精神保健・医療課  
 同     少子社会対策部 子ども医療課  
病院経営本部 サービス推進部 患者サービス課  

 同      経営企画部 総務課  
 産業労働局 雇用就業部 能力開発課  
同     雇用就業部 就業推進課  

  
 ＜東京ＬＤ親の会連絡会出席者＞ 
けやき：３名   
くじら：１名   
にんじん村：３名   

 

 

【福祉・保健関係質問項目】 
１．早期発見、早期支援について  
回答；福祉保健局少子社会対策部子ども医療課  
（１）現在、区市町村で実施している乳幼児健診で発達や発育の遅れの可能性のある乳幼児

に対して心理相談や小児神経科医師による健康診査などを行っている。その中で早期

発見に努めている。 
（２）乳幼児健診においては健康診査の結果、お子さんの心身の発育についてきめ細やかに

継続して観察する必要がある場合、経過観察を行っている。また、必要に応じて心理

相談員による相談や小児神経科医による発達健診などにつなげ、切れ目の無い支援を

行っている。また、各種健診で育児不安を抱えた母親を発見した場合は、集団や個別

指導につなげるなど、地域の実情に合わせて保護者の安心を確保する方策を実施して

いる。 
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（３）現在区市町村においては 5歳児健診以外にも保育機関との連携など、区市町村の特色
にあわせて独自の施策をしており、今後も地域の実情に合わせた対応が採られるべき

と考える。都としては母子保健研修を通して新しい知識の普及や健診の充実のために、

保健医療従事者等に対して情報提供や研修を実施している。区市町村の乳幼児健康診

査において障害を早期に発見し、適切な相談指導が行われるよう保健医療従事者等に

情報提供や研修を行っていく。 
  

２．医療機関の増設と情報提供 
回答：病院経営本部サービス推進部患者サービス課  
（１）現在は都立病院としては小児精神科専門病院としての梅ヶ丘病院が対応している。

発達障害に関する診療はもちろんのこと、リハビリ相談にも対応している。 
（２・3） 

都立病院についての回答ということになる。（2）について、梅ヶ丘病院は医療連携で
クリニック等への紹介を行っている。（3）については情報提供ということだが都立の
施設としては北療育センターとか多摩療育園など、或いは地域のクリニックなど対応

できるところはあるが、都内全域を把握してはいない。 
回答：福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課  
（２・３） 

医療機関の確保が課題になっているということと、今後対応可能な医療機関を確保し

なければならないことは認識している。今後、区市町村における社会資源について調

査を行う予定で、結果を取りまとめて公表していく。 
 
３．医療機関・相談機関と保護者とのコミュニケーションの改善 
回答：病院経営本部サービス推進部患者サービス課  
（１・２） 

都立病院においては診断結果の告知について患者さんにわかりやすい説明を心掛け、検

査データを元に説明する、或いは図解などを用いて理解しやすいように説明するように

努めている。また、都立病院医療事故予防マニュアルを作成しており、そのひとつに「患

者さんへの説明」というマニュアルがあり、それに沿った説明をするよう努めている。 
 
４．ＬＤ等発達障害に関する研修について 
（1・2・3）回答；福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課  

現在、都内に 3ヶ所ある精神保健福祉センターにおいて、保健師等関係機関の職員等
を対象として、知識の向上を図り円滑な連携がとれることを目標に研修を実施してい

る。また、発達障害者支援センターの事業として医療機関や民間企業を含めた関係機

関等に対して普及及啓発を行っている。 
（４）回答；福祉保健局障害者施策推進部計画課  

現在都では区市町村や事業所の職員等に対し、障害程度区分の認定調査を行うことが

見込まれる者を対象として障害程度区分に対する基本的な考え方、また認定調査の実



                     3                   

施方法等について研修を実施している。研修の実施に当たっては身体、知的、精神の

各障害に共通の認定調査項目について全国一律の方法によって公正で客観的、且つ正

確に調査が行われるよう、認定調査員の資質向上を目指している。 
 
５．相談、支援の場の確保 
回答；福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課  
（１・２） 

成人期以降の支援体制整備については支援全般にわたる体系的な施策の構築が必要と

考えている。発達障害者支援体制整備事業のモデル事業を検証していく中で検討して

いきたいと考えている。 
    
６．発達障害者支援センターの整備 
回答；福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課  
（1・2・3） 

将来的な発達障害者支援センターのあり方等、総合的な課題整理を行う必要があり、

直ちに予算の拡充ができない。今後は現在世田谷区で実施している区市町村のモデル

事業の結果を他の区市町村に波及させていき、地域における支援体制を整備していき

たい。職員の配置については発達障害者の支援に相当の経験と知識を有する者を配置

している。 
 
７．ライフステージに沿った生涯を通じた支援体制の確立 
（１）回答；福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課   

障害者自立支援法に基づくサービスを利用する場合は基本的には障害程度区分の判定

が必要になる。この判定に基づき支給決定を受けて利用することになる。また、施設

等においては事業体系において利用対象者が定められている。LD 等発達障害者もこ
の利用対象者に該当し障害程度区分の判定が出れば利用は可能となる。LD 等の発達
障害者の方は障害程度区分の判定が困難である現状は、都としても認識しているが、

判定に基づいて利用するということなのでよろしくお願いしたい。 
 
（2・3・4）回答；福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課   

発達障害者への支援体制の確立だが、発達障害者支援体制整備事業の中で実施してい

る世田谷区での支援体制整備モデル事業を他地区に波及させていくという事と、ライ

フステージに沿った支援体制整備について、今後事業を検証していく中で、検討して

いきたいと考えている。今年度は最終年なので、事業を検証していくことでそれぞれ

の地域に合った形で支援体制の確立に向けて進めていくとともに、関係機関の連携を

図ることを併せて考えていきたい。 
  
（5）回答；福祉保健局障害者施策推進部居住支援課  

通勤寮は就労している知的障害者を職場に通勤させながら、対人関係の調整、余暇の
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活動、健康管理など、独立自活に必要な指導を行うことで社会対応力を高め、知的障

害者の円滑な社会復帰を図る施設である。通勤寮の地域生活支援や就労継続支援機能

等は今後も維持していくことが必要と考えており、今後、新事業体系への有効な移行

策等については検討をしていく。 
 
８．保護者、一般都民へのＬＤ等発達障害の周知について 
（１）回答；福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課  

東京都では発達障害者等に関する普及啓発を図るために講演会等を実施している。講

演会の周知に当たってはホームページや「広報東京都」を活用して広く都民へ参加を

呼びかけている。また、昨年は福祉保健局で実施している時代に即した新しい福祉保

健のあり方を東京から発信するため、社会状況等に応じた重要なテーマを取り上げ都

民と共に考える、「東京の新しい福祉保健を考えるセミナー」があるが、その中でも発

達障害を取り上げている。今後も理解の促進に向けて普及啓発を図っていきたい。 
（２）回答：福祉保健局少子社会対策部子ども医療課  

母親学級などは区市町村が地域の実態に合わせて実施している。育児不安を抱えてそ

の会に参加された時に、気になるなあという時は保健師が声をかけたり、個別にお話

を聞いたり、グループにつなげるなど、保護者の安心の確保に努めた施策を実施して

いる。また、区市町村では心や身体の発達に遅れの疑いがあるお子さんを対象とした

育児支援を行っているところもある。その様に、地域に合わせて展開している。 
 
【就労・雇用関係質問項目】 
１． 東京都の独自事業 
回答：福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課  
学習障害等発達障害を持つ方々の自立に向けて、就労支援策というのは福祉保健局でもか

なり力を入れている。一般就労を目指す場合には、職場開拓や職場定着の支援だけでは継

続が困難な場合が多くある。 したがって生活面での支援も合わせて行うことを要にした

区市町村障害者就労支援事業を実施している。 これについては障害の種別を限定するこ

となく、 一般就労を希望する方であれば仮に障害者手帳をお持ちでなくても利用できる

ようになっている。この事業を行う就労支援センターについては、23区には全てあるが、
多摩地域ではまだ半分に満たない状況であるので、現在策定されている障害者計画におい

ては、20年度までには全２６市で実施して頂くように働きかけていこうとしている。 
 
回答；産業労働局雇用就業部就業推進課  
独自の事業だが産業労働局としては直接ではないが、昨年度から、新分野進出等により  

障害者を新たに５名、中小企業の場合は３名以上雇用するモデルとなるような企業に経費

の一部を上限３００万として助成する。 私どもセンターモデル事業に関しては都が広く

周知するという事業（東京都障害者職域開拓支援事業）を始めて実施したところである。

昨年度は初めてだったので雇用対象障害者を３障害、身体、知的、精神の手帳を持った方

に限ったが、今年度は改正して手帳をお持ちでない発達障害の方まで対象を広げて実施を
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している。昨年度は６事業に支援をし、今年度は２事業にして支援をしているところであ

る。 今までの認定事業の中では発達障害者を雇用するというモデル事業はなかった。 
 
２． 国または国に準ずる機関等への働きかけ 
回答；産業労働局雇用就業部就業推進課  
（１・２） 

連絡会などを通じてこのような要望があることを国に伝えている。 
（３）トライアル雇用の拡充については今年度から国が対象を 6,000人から 8,000人に増や

した。ただし、単価の方が 1人 5万円から 4万円に下がってしまったが、今後とも拡
充の方向でやっていきたい。 

（４）ジョブコーチ事業の充実ということだが、今年 8月の研究会の報告の中で障害者職業
センターの役割として、地域の就労移行支援事業等状況をふまえてこれらの支援機関

と役割分担を明確にして、障害者職業センターは就職の困難性の高い障害者、精神障

害者とか発達障害者、難病者等に対する専門的支援を実施すること、と提言されてい

る。今後は障害者職業センターについてはこのような流れの中でより困難性の高い人

に対する専門性を高めていくと考える。 
 
３．職業教育の充実と求職活動への準備段階における支援 
回答：産業労働局雇用就業部就業推進課  
各養護学校にも「障害者雇用促進ハンドブック」を配布している。事業者向けのわかり

やすい制度を解説したものだが、これを配布して職業リハビリテーションはじめ、高

齢・障害者雇用支援機構についても情報提供している。 
 
４．相談体制の整備と多様かつ効果的な職業訓練、職場実習制度の充実 
回答；産業労働局雇用就業部能力開発課  
（１）現在、LD等を対象とした訓練は単独では行っていない。知的障害者、精神障害者、

発達障害者との混合による訓練が多い状況である。17,18年度の受講状況を見ると基
礎的 OA機器の操作、調理補助、オフィスの清掃、その他の作業がある。今後も様々
な障害者の皆さまに対応できる職業訓練を目指したい。 

（２）本年 10月、発達障害者の就労支援のセミナーを受講した他、心身障害者職能開発セ
ンターの委託訓練班に於いて月 1回打ち合わせ会議を行い、その中で情報を共有して
いる。 現在、チーフコーディネーターを中心に 6人のコーディネーターが障害者訓
練に熱意を持ってマッチングを行っている。新たなコーディネーターについては様々

な障害者を対象とした職業訓練に対する理解がある方の配置を考えている。 
（３）現在、国立吉備高原職業リハビリテーションセンターで 1コースを試行という形で実

施している。都ではその成果や国の動向を見極めていきたい。 
 
５．就業・生活支援事業の拡充と整備 
（１）回答；産業労働局雇用就業部就業推進課  
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障害者就業・生活支援センターについては今年度新たに４ヶ所目のウエルズ東京とい

うのを指定している。質問書には 4ヶ所とも専門は精神障害者という記述があるが、
今回指定したウエルズ東京についてはどちらかというと知的障害者が中心であって、

大企業とのパイプが強いというところである。特に大企業は特例子会社の立ち上げに

積極的で、そちらの方にかなり強いつながりを持って就労支援をしている。    

LD等発達障害の実績であるが、ワーキングトライは今年の４月から９月末までで、
発達障害者の方は登録が１名、相談が５１名、就職はない。オープナーは登録が２名、

相談が４件、就職はない。アイキャリアは登録が３名、相談が９５件（ただし、この

中には同一人物が３分の２を占めていて、かなり一人の方が集中して相談されている）、

累計では８名が登録されていて就職が 1名。ウエルズ東京では登録が１名（アスペル
ガー）、相談件数は４件、就職はなし。都としての支援ということだが、福祉保健局の

方で紹介している発達障害者支援センターでセミナー等開催している。また。戸山に

ある障害者福祉センターでもいろいろ職員向けにセミナーを開催している。 そうい

う形で産業労働局としては特にシンポジウム等で情報提供している。 
 
（２）回答；福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課  

① 基本的にこの事業は実施主体が区市町村であり、委託を受けて運営している団体

がある場合と、特に区部では直営で実施している場合もある。LD等の発達障害
についても要綱上では、障害の種別を限定したり、障害者手帳の有無を求めたり

していない。現に、発達障害の方が相談にみえているという実態がある。したが

って、引き続き、実施主体である区市町村に発達障害に対する就労支援に取り組

むよう、こちらからも働きかけていく。 
② 今お話したように区市町村に対して働きかけていく。 
③ 就労支援事業者は現在、36区市で実施しているので都内を三つのブロックに分け

てブロック会議を定期的に開いている。その中で単なる就労支援事業者間の情報

交換だけでなく、先日行われたブロック会では発達障害についての勉強会を行っ

ている。その他にも福祉保健局としても年に 2回意見交換会を設け、その中でも
発達障害の方を含め、あるいは他にも相談に来る人の中に増えている高次脳機能

障害の方とか、可能な限り相談にみえた方に対応できるような勉強する機会を設

けたい。 
 
６．雇用・就業関係機関職員や事業所に対する理解と啓発の充実 
回答：産業労働局雇用就業部就業推進課  
（１）障害者雇用促進ガイドブックについては今後とも中身については充実に努めていく。 
（２）雇用・就業関係機関職員に対する研修はシンポジウムや企業見学会など、職員向けに

行って情報提供に努めている。 
（３）事業所に対する理解と啓発については、東京経営者協会、東京商工会議所、中小企業

家同友会などにハンドブックなどを配布して啓発に努めている。 
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７．公的支援の実施（助成金） 
回答；産業労働局雇用就業部就業推進課  

  1番で発達障害者を雇用している方について話したのと同じだが、東京都障害者職域開発
事業を昨年度から実施しており、今年から発達障害者も対象としているのでその中で企業

から申し出ていただければ審査の対象となる。直接の助成制度は無い。現在、モデル事業

を実施している中でやっていく。 
     
８．公的機関における雇用の促進 
回答（前半）；福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課  
福祉保健局では 18年度から職場実習を実施している。特に障害の種別を指定せず、各区
市町村の就労支援センターから推薦していただいた方たちを受け入れており、昨年は 14
名の方を 5日間受け入れた。今後も都庁の中で事務系の職種についての職場実習をするこ
とを、希望する方がいらっしゃると思われるので、本人がこの実習をどういう目的で活用

するかということを頭に入れながら都庁の中の職場体験実習を引き続き継続していくつも

りだ。 
回答（後半）；産業労働局雇用就業部就業推進課  
私ども障害者の職場体験実習においては平成 14年度から東京障害者職業能力開発校の生
徒を中心に、知的障害者だが、職場実習を毎年実施している。昨年度は地域の杉並雇用支

援センターから知的障害者を実習に受け入れた。今後もこういう職場実習については拡充

していく方向だ。LD等の発達障害者の実習についてはその特性や受け入れについてまだ
未開拓の面があるので今後勉強していく必要がある。障害者を含めた雇用については職員

の雇用は総務局の所管であるので答えられない。 
 
９．一生涯を通じた支援体制の確立（関係行政機関、区市町村との連携の強化） 

回答；福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課   
   発達障害者支援整備事業を実施している。この事業は今年が 3年間の最終年に当たるが、

今後この事業を検証していく中で生涯にわたる支援体制整備について検討していきたい。 
回答；産業労働局雇用就業部就業推進課   

   発達障害者支援法の施行によって地域それぞれが早期発見や生活支援、就労支援など必

要な措置を講ずることと明記されているので、今後、関係機関とも協議連携の上、発達

障害者のいっそうの支援をしていきたい。 
以 上 

 
〔質疑応答〕 
Q（けやき）就労の継続には生活の支援が大切だといわれていたが、生活面ではどのような
支援が考えられているか？ 
A（福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課） 
これまで就労支援センターで行われていることでは就職前の段階では職業生活の習慣づけ、

などが挙げられる。月曜から金曜まで勤めるのであればそのための生活のリズムを身に付け
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ていく事と、体力を付けていく、少しずつ集中できる時間を延ばしていく、等がある。実際

に就職した後は、企業としては 9時から 5時までは全面的に受け入れていくけれども、アフ
ターファイブや土日の生活支援については企業の守備範囲を越えるので、そこの生活をどう

支えていくかということで現にアフターファイブに集まるたまり場とかを運営している就労

支援センターもある。それによって愚痴をこぼす場面があったり、或いは相談や悩みを聴い

ていただく場面も作れるかと考える。そのような支えがあってはじめて働き続けようかとい

うことができる。現に就労支援センターでも生活支援の実績を上げていただく中で今のよう

な事例が出ている。 
 

Q（にんじん村）区市町村障害者就労支援事業だが、4 年ほど前に就労支援センターを訪問
調査した時の話では手帳のない人を受け入れるという返事はなかった。難しいけれど通うだ

け、登録するだけならできるという返事が多かったが、現状はどうなっているか？ 基本的

には 3障害を受け入れることになっていると聞いていたが、実際には施設の得意分野がはっ
きりしている様に思われたがその辺はどのようにご指導されているか？ 
A（福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課） 
4年前は 10数か所だったため、実際は登録だけで、発達障害者への支援のノウハウがまだ見
つかってない場合が多かった。実際の就労支援に携わっている人から聞いた話だが、障害か

ら来る特性というだけではなく、その人がどういうものに興味関心を持っていて意欲がある

のか、これだったらやってみたいということを引き出す、或いはその人のこれまでの経過や

どんな能力があるかということを把握する事から始めないと、いきなり全く知らない人を支

援するのはむずかしい。まず通ってもらいながらその人の力量を確認する場が必要だという

ことがよく言われるようになった。そのために作業所とは違うがちょっとしたトレーニング

をする場所、或いは本人のことを知るための時間と場を設けたいというセンターが増えてき

ている。本人を知るということからやりだしている所もあるので、登録するだけで棚上げと

いうことはないと思う。学習障害というイメージだけでなくてその人の意欲や関心にピタリ

とはまる場合がある。そのためにも職場開拓に力を入れ、多くの開拓先を持っていてその人

に当てはまるものを提供する力量も就労支援センターには必要。その辺ができてくれば学習

障害或いはアスペルガー、その他の発達障害の方への支援も実際の就職に結びつくことがで

きる。その人をよく知ることができれば、そこから生活面での支援も進められていくと思う。 
 
Q（けやき) これまでは3障害を中心に就労支援が行われてきた。発達障害が入ってきたが、
支援をしていただける現実の場が少ない。今後充実させていく努力をどのように考えておら

れるか？ 
A（福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課） 
福祉保健局では先程来お話している就労支援センターを中心にしてこれからも、精神、知的、

身体に当てはまらない障害の方についても可能な限り取り組んでいただくように働きかけて

いる。先程回答したようにあるブロックでは最近発達障害の方が来所される事が多くなって、

初めてそういう研修の場を設けるという発想になっているから、現場では発達障害の方の職

業に関する相談が増えているということは現実。一方、TOSCA にも就労支援の支援機能は
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あるとは聞いているが、都内で一箇所だから TOSCA だけで全て対応できるわけではない。
区市町村で対応している施設に引き継いでいってもらうことが必要になってきている中で、 

区市町村の現場でも相談に見える発達障害の方が増えているから、それにどう対応しようか

という勉強会も徐々にだが始まっている。問題意識は高まりつつあるので、先程言ったよう

に、まず本人を知る、本人の関心と力量を知るところから就労支援、生活支援が始まるので、

もう少し時間をいただきたい。就労支援センターの中にはチャレンジステーションクジラの

ように学習障害の知識のある方が支援者についているところもあるから、そういう方から学

習障害の情報も聞きながら支援のノウハウを積み上げていきたい 
 
A（産業労働局雇用就業部就業推進課） 
産業労働局としては職業訓練と普及啓発が大きな任務であって、今年度から戸山の東京しご

と財団と心身障害者職能開発センターで相互コーディネート事業を始めて、普及啓発や就職

のお手伝いなどいろいろな事業を地域の関係機関と連携をしてやる事業を始めている。そこ

では普及啓発が大きな柱でセミナーなどをやっている。そこで発達障害やより難しい精神障

害などに力を入れていかなければならないと考えている。障害者就業・生活支援センターは

立ち上げから精神障害者を中心にやっていることもあって、かなり困難な事例を積極的にや

っているといういきさつがある。広域で支援ができるという性格もあり、今後はこちらでも

発達障害者等の難しいケースを引き受けるという性格付けを考えていかなければいけないの

ではないかと考えている。そうして力を付けていただいて難しい事例をこれからやっていた

だく事を考えていく。 
 
Q（けやき）発達障害の人に関する医療機関が少く、診断が受けられない人たちが出てきて
いる。また、都立永福学園養護学校では発達障害の療育手帳が取れない人たちは受験するた

めにも診断が必要なのになかなか受けられないということもある。沖縄では医療関係がいっ

ぱいなので受診できない状態になりつつあるということを聞いた。今後、東京都としては関

係先に働きかけたり、医療機関を増やしていくことについてどのようにお考えか。 
A（福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課） 
先程申し上げたとおり、医療機関の確保は大変重要なことと考えている。実際に医療機関に

対して発達障害に関する調査、アンケート等を行っても、本当のことを答えると殺到してし

まうという実態があるということでなかなか本当のことを話していただけない。都としても

重要な課題と認識しており、そのために実態を把握しなければならないと考えている。実態

の把握を今後検討していくことと、それをふまえて医療機関の確保について、どのように取

り組んでいくかを考えていきたい。 
A（福祉保健局総務部企画課） 
診察する専門医が非常に不足しているので、東京都が国にあげる要望に児童精神科医の育成

を入れている。 
 
Q（にんじん村）医師不足のことだが、私達の子ども達が支援を受けられるかどうかは医師
次第で、手帳の取得も年金も医師の診断書が無いとどうにもならない。LD 等は小さい頃は
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元気で良かった事が多いので、ちょっと変わっているけど元気だから良いと言われて帰って

くる人が何人もいる。大きくなって困ってから行ってもその先生は小さい時のことを知って

いるから「違うよ」ということで、なかなか診断書を書いてもらえない。一般の先生が発達

障害の知識を得て診断書を書いてくれるのが望ましいが、将来的にそういう体制が早くでき

ると良い。例えば梅ヶ丘病院の先生が研修医として週 1回でもあちこちに行ってくださるこ
とはできないか。医師会などへの働きかけはどうなっているか？ 
A（病院経営本部患者サービス課） 
梅ヶ丘病院は院内の診療体制が充実しているが、医師が院外へ出て診療するのは難しいので

はないか。診療体制のこともあり、外来患者がとても多い。要望は伝えておく。 
A（福祉保健局総務部企画課） 
先程の回答の中でも話されたが、発達障害を考える新しい福祉保健を考えるセミナーの中で

梅ヶ丘病院の市川院長に発達障害の正しい理解について講演をしていただいた。 
意見（にんじん村）最初に相談に行くのは、かかりつけの小児科の先生だったり、産院だっ

たりすることが多いので、一般の先生に対する研修をしていただいて、「おやっ？」と思った

時に梅ヶ丘病院や成育医療センターへ廻せるような体制を組んでいただきたい。 
 
Q（けやき）小児神経科医ということだったが、実際は成人になってから自分が LD ではな
いかと本人が会に来る例がある。2 次障害でうつ病を発症している例もあり、精神科医で発
達障害のことがわかる医師は、なかなか見つからない。また、精神障害で就労支援センター

に来る人の中にも発達障害の人が出てきているそうだ。精神と発達障害の両方の知識がない

となかなか支援が難しい。精神科医師への発達障害の研修はありますか？ 
A（福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課） 
医師に対する研修はしていない。支援体制整備事業の実施をとおし、ライフステージを通じ

ての支援と共に、早期発見、早期対応が重要だと考えている。早期発見をしていくためには

医師に対する研修というだけではなく、トータル的に発達障害の方にどんな支援が必要かを

考えていきたい。 
 
Q（けやき）保健所に対する発達障害に関する研修はどうなっているか。 
A（福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課） 
精神保健福祉センターでは保健師も研修対象になっている。 
A（福祉保健局少子社会対策部子ども医療課） 
母子保健研修の話をしたが、東京都の保健所や区の保健所に周知している。 
 
Q（けやき）子育て支援センターに対してはいかがか？ 
A（福祉保健局少子社会対策部子ども医療課） 
母子保健研修の中では、対象として児童福祉部門と子育て支援部門にも周知している。実際

に出席いただいて、対応方法、特性のことなどの内容を聞いていただいている。 
 
Q（けやき）若年コミュニケーション能力要支援者就労プログラムとして、国の事業で就職
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チューターをハローワークに置くということで、現在、東京都は 6ヶ所 7人の配置がされて
いるが、来年度は人数が少なくなるとのことだが、東京都はどういう要望を出しておられる

か？ 
A（産業労働局雇用就業部就業推進課） 
これは国が予算を出している。都から人数等働きかけているわけではなく、厚生労働省が独

自に考えて予算要求している。 
 
Q（けやき）全国 20人の中で東京都に 7人配置でとても助かっているので、都としても人数
を減らさないよう、むしろ広げていくように働きかけていただきたい。 
A（福祉保健局総務部企画課） 
減る方向というわけではなく、ハローワークに専門家をおくという、普通の窓口にも障害の

わかる人を置くというように聞いている。 
 
意見（けやき）通勤寮に関してだが、こういう子ども達は 3年間という時間をかけることが
大切。 噂では 1年になるということを聞いているが、今後検討されることがあれば、現状
維持、少なくとも 3年間をかけてゆっくりと訓練してくださるようお願いしたい。 
意見（けやき）自立を考える時、生活支援の方がなかなか進まず、今の支援体制では自立は

難しいと考える。発達障害の人は自立する力はあると思っているが、アパートで 1人暮らし
を始めると、支援センターで本人達の集まりがあるといってもそこまで出かけていかれない

人たちもいる。相談事業もあるが、発達障害のことがわかっての生活支援が難しいようだ。

これまでの支援とは違う形もありうるので、生活支援の支援者に対する研修などの拡充もお

願いしたい。 
 
Q（にんじん村）先程、区市町村の医療機関等、社会資源の実態調査をなさるとうかがった
が、結果の公開はいつごろか？ 
A（福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課） 
今年度中に調査して、公表したいと考えている。 
 
Q（けやき）一生涯を通じての支援体制の確立ということだが、各市区町村では現状、どの
程度進んでいるか。 
A（福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課） 
区市町村の発達障害者の一生涯の支援はかなりまだ差がある。今後調査の中で明らかにした

い。 
 
Q（にんじん村）発達障害者支援センターはたいてい、自閉症の施設が受託されている例が
多く、自閉症に関しては良くご存知だが、LD、ADHD に関してはちょっと対応が薄い感じ
がするので専門家を配置してほしい。もともと自閉症の施設だということを知っている人は

行かないということもあり、もっと誰でも行けるように窓口を広げられないか。この度、精

神の方が担当になられたそうだが、例えば行政が実施する相談などはできないだろうか。発
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達障害者支援センターには LDの相談者は少ないといわれているが、もっと中身が変わって
くれば相談に行く人も増えてくるのではないか。また、数は絶対的に少ない。東京都独自で

増やすことはできないか。 
A（福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課） 
発達障害者支援センターの数を増やすことは難しい。地域での支援体制を整備していかなけ

ればならないと考えている。世田谷区で実施している事業の結果を各地域に波及させ地域に

おける支援体制を整備していきたいと考えている。 
専門的知識を持った職員ということについては、相当の経験及び知識を有する者を配置して

いる。 
A（福祉保健局総務部企画課） 
発達障害者支援センターは国の事業で基準を設けているので、都としても対応は難しい。国

に対して、精神科医を配置して相談体制を充実させることで発達障害者の支援を拡充するよ

う、要望を出している。 
 
Q（けやき）発達障害者支援センターをもう一箇所というのは難しいということだが、多摩
地域はかなり離れている。先程、世田谷のモデル事業を各地域に広げていくということだっ

たが、離れた地域でも、世田谷区の「発達障害者支援センター」が中心になって拡げていく

ということとは違うのか。 
A（福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課） 
世田谷区でモデル事業を行っているが、区市町村レベルでの資源の状況や環境などで、取り

組み方はそれぞれで変わってくるが、支援体制を整備していくに当たっては各地域の特色を

生かしてのことになる。 
 
Q（けやき）地域の特色を生かして連携していくということだが、それに対して都の予算は
つくのか。 
A（福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課） 
現在、予算要求に関しては、はっきりしたことは言えないが、支援体制整備事業は今年が最

終年となるので、来年度についてはそれを元にどう展開していくかを踏まえ要求している。 
 
意見（くじら）私の子どもが 3歳児健診の時に親の方から心配を言ったが、なんともないと
言われた。その後医師にかかった時に「なぜ 3歳児健診で引っかからなかったのか」と言わ
れた。各区市町村で格差は大きいと思われるので、是非、配慮をお願いしたい。 
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