
２００６．９．１２

東京都福祉保健局・産業労働局に対する要望書への回答

１．日時 ： 平成１８年９月１２日（火） 午前１０：００～１２：００

２．場所 ： 東京都庁第一庁舎 ２５階 １０５会議室

＜東京都 出席者＞

東京都福祉保健局 総務部 企画課 （司会）

同 障害者施策推進部 施設福祉課

同 障害者施策推進部 計画課

同 少子社会対策部 子育て支援課

同 少子社会対策部 子ども医療課

病院経営本部 経営企画部 総務課

産業労働局 雇用就業部 能力開発課

同 就業推進課

＜東京ＬＤ親の会連絡会出席者＞

くじら ：３名

けやき ：４名

にんじん村 ：３名

パルレ ：３名

要望書回答【保健衛生関係】

１．早期発見

(1)～(3)回答；（福祉保健局少子社会対策部子ども医療課）

（１）回答：母子手帳を発行するのは各区市町村である。手帳の前半は国の様式により、

親が子を観察する（心身運動機能の発達をみる）項目であり、後半が自由記載となっ

ており、各区市町村で必要と思われる項目を追加することが可能である。親がチェッ

クをすることに加え、地域一体となった支援が必要と思われる。

（２）回答：各区市町村において独自に取り組んでいる。精密検査の必要な場合の進言、

心理相談員による相談や小児神経科医による発達健康診査、集団でのグループ指導、



個別指導などを実施し、よりきめ細かく継続した観察をしている。

（３）回答：5 歳児以外にも、区市町村が実態に合わせたかたちで保健機関と連携し講演

会等を開催している。都としては母子保健研修を行い、昨年度は発達障害をテーマと

した研修に親の会も参加してもらった。今後も情報提供や支援を行いたい。

２．医療機関の増設

（１） 回答；（病院経営本部経営企画部総務課）：発達障害外来としては、都立梅が丘病

院（世田谷）があり、診断・リハビリ・各種相談にも対応している。また一部の

総合病院にも発達神経外来が設置されている。

（２）回答；（病院経営本部経営企画部総務課）：都立病院では小児科・児童青年精神科

で専門臨床研修医を採用している。専門分野での意欲・能力を備えた医師を養成する

ことにより、医療の質の向上を目指している。

（３）回答；（病院経営本部経営企画部総務課）：都立病院は、保険医療機関として健康

保険各法に基づく診療を実施していることから、これら各法及び関連規程に従い、患

者の病状に応じた適切な検査を実施している。なお、例えば、発達障害児の視覚機能

検査を行う場合には小児精神科医と眼科医との連携が必要であり、新設予定の小児総

合医療センターではそうしたケースにも対応可能と考えられる。

（４）回答；（病院経営本部経営企画部総務課）：梅ヶ丘病院で対応しており、小児総合

医療センターでも引き続き行う。

（東京都福祉保健局総務部企画課）感覚統合訓練については、後ほど具体的な内容を

親の会の方々から意見交換を通じて東京都へ情報提供いただきたい。

（５）回答；（東京都福祉保健局総務部企画課）：小児科医の育成について、国に対して

要望している。

（６）回答：すべての都立病院に心理職を配置中。11 箇所の病院で３６名、内梅が丘に

１３名の心理職がいる。

３．医療機関・療育機関・相談機関と保護者のコミュニケーションの改善

（１）回答；（東京都福祉保健局総務部企画課）（代読）：「発達障害者支援センター」の



項目にて概括的に回答

（２）回答：；（病院経営本部経営企画部総務課）（代読）都立病院で行われた心理検査

の結果の開示については、これまでも、東京都個人情報の保護に関する条例及び関係

例規の規定に従い、適切に実施している。民間医療関係については、医療安全課にて

指導している。

４．早期支援の充実

回答；（福祉保健局障害者施策推進部施設福祉課）：地域における相談・療育機能の整備

は区市町村がそれぞれの地域事情等に応じて行うものであり、都としては各区市町村

での取り組みを支援していく。

５．研修

(１)～(３)後半２の(４)で福祉保健局障害者施策推進部施設福祉課よりまとめて回答。

６．相談の場の確保

（２）、７（３）、についてまとめて回答；（福祉保健局少子社会対策部子ども医療課）

平成１７年児童福祉法改正により、区市町村が相談窓口となった。区市町村では、窓

口の周知・人材養成と資質向上に取り組んでいるが、都としても、子育て支援関係職

員に対する研修の充実や、関連機関との連携のための連絡会等の実施を通じて支援を

している。その取り組みを支援したい。

７．保護者・一般都民への周知

（１）回答；（福祉保健局障害者施策推進部施設福祉課）：内部で検討の上、今後何らか

の形で対応したい。

（２）；（福祉保健局少子社会対策部子ども医療課）：各区市町村がそれぞれのニーズにあ

わせて実施している。相談コーナーを設けて、集団や個別などのあらゆる機会を使っ

て、保護者の安心の確保に努めている。

８．ライフステージに沿った一貫した支援

(1)～(2)まとめて回答；（福祉保健局障害者施策推進部施設福祉課）：いまだ発展途上の



分野であるが、平成 17 年より発達障害者支援体制整備事業として、都道府県に検査委

員会を設置するほか、区市町村のモデル事業を世田谷区にて実施中。この成果をまと

めた上で他地域に報告し、全体的な支援体制の整備を行うよう今後検討していきたい。

９．連 携

回答；（福祉保健局少子社会対策部子育て支援課）：福祉関係項目『3.家族への支援』の「放

課後事業の充実」と関連して回答。

【質疑応答】

Ｑ くじら：乳幼児健診は、各区市町村での裁量に任せると、地域格差が生じるため、

都としての格差是正の指導をお願いしたい。

Ａ 福祉保健局少子社会対策部子ども医療課：支援していきたい。

Ｑ パルレ：発達健康診査とはどういうものか。

Ａ 福祉保健局少子社会対策部子ども医療課：精神（心理）専門の小児科医が同席して

の健診。区市町村では 3 歳児健診時に行うことが多い。

Ｑ くじら：学童クラブでは、どのような障害児をどの程度受け入れているのか。

また補助についての具体的な数値（金額）はあるか。

Ａ 福祉保健局少子社会対策部子育て支援課：

障害児の受け入れは、各区市町村で独自に基準を設けており、受け入れの時に施設

の改築などが必要な場合に補助をしている。障害児の受け入れは５年前より２００

名近く増えている。

Ｑ くじら：平日に比べ、土曜日の学童クラブの指導員の人数が少ない。利用する児童

数にあわせてのことだが、面倒を見きれていない現状があるので是正してほしい。

Ａ 福祉保健局少子社会対策部子育て支援課：意見として承る。

Ｑ パルレ：現在の母子手帳のチェック項目では、病院で発達障害の診断を受ける際に

は役に立たない。早期発見のためにも、「コミュニケーションの質」「視覚・聴覚の

認知」「平衡感覚」の項目を加えてもらうよう、厚生労働省への働きかけをお願いし

たい。

Ａ 福祉保健局少子社会対策部子ども医療課：

チェック項目の対象となる年齢の頃には、母子手帳が利用されないことが多いと思



うが、意見として承る。

【福祉関係要望項目】

１．発達障害者支援センターの整備

(1)～(2)まとめて回答；（福祉保健局障害者施策推進部施設福祉課）：相談件数が増加して

いることは承知しており、職員の増員のための予算を要求中。増設については今後の

課題として、内部で検討中。

２．一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）

（１）回答；（福祉保健局障害者施策推進部施設福祉課）：通所施設利用の場合、知的障

害者は手帳の所持が不要なので、区市町村で認められた場合は利用可能。ただし、今

までの施設では発達障害へのノウハウはない。１０月より自立支援法に基づき、一部

では区分判定により今までのサービスを受けられなくなる人も出てくる。国も区分判

定基準の見直しをしているが、該当しない人の利用は困難。

（２）回答；（福祉保健局障害者施策推進部計画課）：区市町村障害者就労支援事業とし

て、平成２０年までに都内全区市に就労支援センターを設置する計画です。また、発

達障害者に対する専門的動向を踏まえた上で、ハローワーク等関係機関との連携も必

要と考えている。

（３）回答；（福祉保健局総務部企画課）：生活支援コーディネーターが対応して支援で

きるのではないかと考えている。

（福祉保健局障害者施策推進部施設福祉課）：生涯学習の分野については、教育庁より

回答があると思う

（４）回答；（福祉保健局総務部企画課）：研修全般含めて福祉保健局の職員は研修等の

実施をしている。ご要望は担当部署に伝える。

（福祉保健局障害者施策推進部施設福祉課）：他の関係機関の研修は、要望があれば発

達障害者支援センターで研修の企画・講師の派遣等対応できるので活用してほしい。

３．家族への支援

回答；（福祉保健局障害者少子社会対策部子育て支援課）：必要性は認識しているが、具



体的な施策の連携には至っていない。発達障害支援全般になお体系的な施策の構築が

必要。「放課後事業の充実」については、区市町村の学童クラブ事業で、障害児を受け

入れるための補助制度を設けている。

【質疑応答】

Ｑ くじら：成人になった発達障害者はメンタルケアを受けられないケースが多い。

Ａ 病院経営本部経営企画部総務課：

新病院（小児センター）は、同時に全面改築する府中病院と相互に隣接する形にな

る。府中病院では成人を対象とする精神科を設けていることもあり、そうした分野

については、両病院の連携の下に対応していくことになるものと考えている。

Ｑ くじら：府中病院に精神科の他に、心理の専門家も配置する予定はあるか。

Ａ 病院経営本部経営企画部総務課：

新病院における人員配置について、詳細をお話しできる段階にない。ただし、参考

までに、現在、精神科の専門病院である松沢病院では、心理職６名を定数配置して

おり、梅ケ丘（１３名）には及ばないものの、他の総合病院に比べて手厚い配置と

なっている。

Ｑ くじら：府中病院に発達障害者（統合失調症とは異なるため）対象のデイケアを設

ける予定はないのか。さらには、既存のデイケアとは別立てで考えてもらえないか。

Ａ 病院経営本部経営企画部総務課：

新病院における事業内容について、詳細をお話しできる段階にない。お話の内容を

承り、担当部署に伝える。

Ｑ くじら：生活スキルの場は、生活コーディネーターが支援するとの事だが、現状と

してコーディネーターの人数が少ないため、生活と就労支援を兼務することが多い。

これは、ぜひ別立てで考えてほしい。就労に関わらない部分での日常生活のケアま

では、手が回らない。

Ａ 福祉保健局総務部企画課：意見として承る。

【産業労働局・福祉局関係】

１．障害者の雇用の促進等に関する法律に規定されております対象に発達障害を加えるよ

う、国に働きかけてくだざい。



回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：国へ働きかけるよう検討する。

２．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）：職業リハビリテーションサービスは国の機

関である高齢・障害者雇用支援機構が実施している事業ですので、要望の趣旨を伝え

ていきたい。

３．相談体制の整備と多様かつ効果的な職業訓練、職場実習の充実

（１）回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：ハローワークとは密接な関係の下に

活動している。国にも積極的に伝えていきたい。

（２）回答；（産業労働局雇用就業部能力開発課）：単独の訓練はなく、知的障害者や精

神障害者との混合による訓練が多い。取り組みを広げ、様々な障害に対応できる訓練

を目指したい。

（３）回答；（産業労働局雇用就業部能力開発課）：７月に発達障害者就労支援セミナー

を受講した。委託訓練班は月２回の打ち合わせ会を行い、情報を共有している。現在

６名のコーディネーターが熱意をもってマッチィングの活動中。今後も配置を考えて

いる。

（４）回答；（産業労働局雇用就業部能力開発課）：現在、岡山県・吉備高原障害者職業

能力開発校において１コース試行中。この結果を見極めたい。

４．雇用機会の拡大

（１）回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：都としても積極的に活用できるよう、

普及啓発に努めるとともに、LD 等の人達が利用しやすい内容への改善について国に働

きかける。

（２）回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：国の事業なので、国および諸機関に

伝える。



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）：昨年度のＬＤ等の就労実績は、手帳・

診断書を提示するものが少ないため、ＬＤと判断した人の支援数はつかめない。現在、

世田谷区「アイーキャリア」で１名支援を継続中。ＬＤ等の就労支援については、未

開発分野のため、積極的に情報を提供し体制を整えたい。

（２）回答；（福祉保健局障害者施策推進部計画課）：①本事業要網上で、発達障害者を

対象外とはしていない。②、③平成１６年６月に、支援事業実施区市を大きく３ブロ

ックに分け、それぞれネットワークを立ち上げ、必要な研修や情報交換をしている。

都も各ブロックの集まりに参加し、障害者雇用関連施策の説明を行うほか、全事業者

対象の意見交換会を年２回実施。今後も議題に取り上げるなど検討する。

６．雇用・就業関係職員や事業所に対する理解と啓発の充実

（１）回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：ハローワークを中心として、関係す

る各行政機関、各区市町村の就労支援センター、その他就労支援機関や授産施設等の

福祉就労機関に送付し、個別の追加要望にも応じる。

内容については、関連機関にアンケート調査を実施し、秋にも改訂版を準備中。

（２）回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：重度障害者雇用対策連絡会を設けて

おり、会議、セミナー、シンポジウム、特例子会社の見学会等を実施。最新の情報を

提供している。

（３）回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：経済団体への啓発の重要性は認識し

ている。今後も検討していきたい。

７．公的支援の実施

（１）回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：主旨については、国および障害者職

業センター等に伝える。

（２）回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：知的障害者の実習受け入れは、平成

１４年より東障校・実務作業科の生徒を受け入れて、実施しているが、発達障害者に

関してはまだ体制が整っていない。助成制度では、国の賃金助成の対象に発達障害者

も入れるよう伝えていきたい。



東京都独自の施策としては、今年度より障害者職域開拓支援事業というモデル事業を

創設し、障害者を５名（中小企業は３名）以上雇用する企業に対し、開始時に掛かる

経費の二分の一（最大３００万円）を助成する３年間の時限事業を開始した。対象者

が３障害に限られているので、今後、発達障害者も対象とすることについては来年度

検討する。

８．公的機関における雇用の促進

回答１；（産業労働局雇用就業部就業推進課）：産業労働局においての職場実習について

は、所管している東京しごと財団において、今年度より、知的障害者の職場実習を開

始した。７月下旬に２名実施。発達障害者については未開拓のため、今後検討する。

回答２；（福祉保健局障害者施策推進部計画課）：福祉保健局での実習については、７月

末に知的障害者２名を初めて受け入れた。今後、身体・精神・発達障害者についての

受け入れも検討して行く。一般就労に向けたステップアップとなるよう、事前に関連

機関と十分打ち合わせて実施していきたい。

９．一生涯を通じた支援体制の確立

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り、国・地方

自治体・地域等が早期発見・生活支援・家族への支援に必要な措置をとることが明記

されている。関係機関と協議連携して発達障害者支援体制整備検討委員会を立ち上げ

ているが、産業労働局としても担うべき役割を今後も検討する。

【質疑応答】

Ｑ くじら：委託訓練先のチェックについて

Ａ 産業労働局雇用就業部就業推進課：ハローワーク・心身障害者職能開発センターで

公募し、過去の実績等を考慮して協議のうえ委託している。

Ｑ くじら：委託先が発達障害について認識しているのかというチェックについて

Ａ 産業労働局雇用就業部就業推進課：

企業や教育機関には、コーディネーターが出向いて聞き取り調査をし、障害者本人

にも面接をし、いいマッチィングをしたところにお願いしている。

Ｑ くじら：マッチィングには、コーディネーターの力量が問われるが、採用の基準等



はどうか。

Ａ 産業労働局雇用就業部就業推進課：

業務に必要な知識、能力とともに障害に対して理解・熱意のある人を採用している。

Ｑ くじら：障害者就業・生活支援センターの来年度の増設予定について

Ａ 産業労働局雇用就業部就業推進課：

この場での返答は控えたい。今の３箇所で終わらせるつもりはないが、福祉保健局

が区市町村就労支援センターを全区市に広げる予定で、住み分け・役割分担が求め

られると考えている。都としては、障害者就業・生活支援センターの対象区域が特

定の区市に限定されないので、こちらの方は広域ブロックで展開していくこと等を

含めて、今後検討していく。

Ｑ くじら：障害者就業・生活支援センターと区市町村のセンターとの違い、

役割分担について

Ａ 産業労働局雇用就業部就業推進課：

区市町村の支援センターは対象が地域住民に限定される。国事業の就業・生活支援

センターでは、広域の意義や立場を生かして、企業とのつながりを強化する等、区

市町村の就労支援センターとの役割分担を図っていく必要があると考えている。

Ｑ くじら：たとえば都のセンターの一箇所に、発達障害専門の機能を持たせて、情報

を区市町村に発信するようなモデル事業はできないか。

Ａ 産業労働局雇用就業部就業推進課：

基本的には全障害者対象なので、限定はできない。意見として承る。

Ｑ くじら：ブロック別に実施している研修等に、都として予算化（講師料等）しても

らえると充実するのではないか。

Ａ 福祉保健局総務部企画課：意見として承る。

Ｑ にんじん村：実習先での仕事の切り出し（共通作業をまとめてみる）をすると、さ

らに実習が広がるのではないか。

Ａ 産業労働局雇用就業部就業推進課：

実習の充実・拡大ということで考えたい。

Ｑ 保健衛生関係 ２医療機関の増設（４）後半部分

福祉保健局総務部企画課：感覚統合訓練の具体的内容について

意見交換 〇発達障害の特性にあったものにしてほしい。



〇療育病院では実施されているので、都立病院でもしてほしい。

〇首都大学と連携するといいのではないか。

〇小さい頃から訓練できる所がほしい。

Ａ 病院経営本部経営企画部総務課：

現在、梅ケ丘病院の幼児デイケアのプログラムの一部に、この訓練が設定されてい

る。新病院は、統合母体となる各病院の医療機能を、基本的に継承することとして

いる。

Ｑ パルレ：早期支援の場としての地域支援に、都はどう関わる（支援する）のか。

Ａ 福祉保健局少子社会対策部子ども医療課：

区市町村の役割であり、各区市町村が独自に予算化している。要望があれば、相談・

企画段階でアドバイス等に関わっていくことはできるが、都が予算を出すことはな

い。専門家の増員については、予算請求をしている段階である。


