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2005.9.16

東京都福祉保健局・産業労働局に対する

要望書への回答説明会

１．日時；平成１７年 ９月１６日（金） 午前１０：００～１２：００

２． 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

障害者施策推進部施設福祉課知的障害者施設担当係長

同 在宅福祉課地域生活支援係長

同 計画課調整担当係長

産業労働局雇用就業部能力開発課公共訓練係長 課長補佐

就業推進課障害者就業担当係長

同 主任

東京都病院経営本部経営企画部総務課再編整備推進担当係長

文書広報係 主任

東京都福祉保健局少子社会対策部 子ども医療課母子保健係長

計画課子ども家庭支援係長

＜東京ＬＤ親の会連絡会出席者＞

けやき：2 名 くじら：3 名 パルレ：2 名 にんじん村：3 名

【福祉保健局関係】

１． 早期発見・早期支援のための実施体制の確立

（１）早期発見の取り組み強化

回答；（福祉保健局少子社会対策部＊総務部企画課代読）；健診については、区市町村において乳

幼児健康診査を実施し、児の発育や発達の遅れ等の障害が疑われた乳幼児に対しては、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等を行っている。また、専門医療機関の精密

健診の受診を勧奨したり、専門の療育機関の紹介も行って、疾病や障害の早期発見、早期療育を

図っている。現在、都としては母子保健研修を通して、正しい知識の普及や健診の充実のために、

区市町村の保健医療従事者に対する情報提供や研修を実施している。区市町村が実施する乳幼児

健康診査において、疾病を早期に発見し適切な相談指導が行われるよう、今後も保健医療従事者

等に対して、情報提供や研修を行っていく。
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（２）早期支援の充実

回答；（障害者施策推進部施設福祉課知的障害者施設担当）；早期療育に関しては、各区市町村の

取り組みとなる。都としては、広域的な立場、専門的な立場からその取り組みを支援していく形

となる。

（３）各小児関係機関との連携

（４）学校教育との連携

まとめて回答；（福祉保健局少子社会対策部＊総務部企画課代読）；改正児童福祉法により、平成

17 年 4 月から、区市町村において児童家庭に関するあらゆる相談を受けることが法律上明記され

ました。また、国が定める「市町村児童家庭相談援助指針」においては、児童相談所、学校、教

育委員会、保育所、保健所、保健センター、発達障害者支援センター等、種々の分野の関係機関

との緊密な連携を図り、相談援助活動を実施していくことが求められています。東京都では、区

市町村における子ども家庭支援センターを核とした相談体制整備の強化や、ショートステイ・一

時保育・デイサービス等の在宅サービスの調整・提供体制の充実が図れるよう、平成１７年 4 月

に策定した次世代育成支援東京都行動計画において重点的取組として位置づけ、区市町村の取組

みを支援しております。また、今年度、障害者施策推進部において、関係団体、区市町村及び庁

内関係局により構成される「発達障害者支援体制整備検討委員会」を立上げ、教育庁で実施する

「広域特別支援連絡協議会」との連携を図りながら発達障害児（者）について、乳幼児期から成

人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制のあり方を検討してまいります。こう

した取り組みを通じて、今後更に、保健衛生・教育等の関係機関との連携を図り、区市町村にお

いて、あらゆる子ども、家庭に対する相談・サービス提供が充実するよう、都としても働きかけ

をしていきたいと考えております。

（５）特別支援プロジェクトの推進

回答；（障害者施策推進部施設福祉課知的障害者施設担当）；教育庁と連携し、第 1 回発達障害者

支援体制整備検討委員会を先日開催した（教育庁の広域特別支援教育連絡協議会と合同開催）。今

後も、医療、教育、保健福祉、就労、関係分野の方の参加で行われるようにはかっていきたい。

２． 専門医師の養成や保健士等関係者に対する理解と啓発

（１）専門の医師の養成

回答；（福祉保健局総務部企画課）； 専門医の養成・確保については、厚生労働省において検討

を進めているところであり、都としても適宜国に意見を伝えていきたい。

（２）都立梅ヶ丘病院の移転

回答；（病院経営本部総務課再編整備推進係）；小児科医の減少など困難な課題に直面している。

清瀬、八王子、梅ヶ丘 3 病院を統合し、現在の府中病院の敷地内に、小児総合医療センターを建

設し、より専門的で高度な医療の提供を目指している。成人した患者に関しても、府中病院の大

人の医療との連携をはかり、継続した医療を提供できる。

梅ヶ丘病院の外来機能の一部は、移転後は大塚病院で確保する。入院等は、小児総合医療セン
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ターでの対応となる。小児総合医療センターへの移転は、平成 22 年 3 月に予定している。

病院の設計や建設、周辺業務は、民間に委託する。今までは、各業務をばらばらに契約してい

たが、一活して長期的契約でひとつの民間業者に委託し、医師や看護師が本来の中心業務に携わ

れるようにする。

養護学校との連携に関しては、現在、精神科の医療スタッフ、PSW (医事科のソーシャルワー

カー)を中心に退院後の復学支援等を行っている。外来機能の詳細検討は今後となるが、大塚病院

に引き継ぐ様に考えている。

（３）相談業務の担当職員への研修

回答；（障害者施策推進部施設福祉課計画課調整係）；東京都では自閉症･発達障害支援センターで、

区市町村職員及び相談業務担当者への研修を行っている。一般都民を対象とする発達障害に関係

した公開講座等も随時実施する予定である。

３． 発達障害者支援センターの整備

（１）東京都自閉症･発達障害者支援センター

回答；（障害者施策推進部施設福祉課知的障害者福祉施設係）；発達障害支援センターの名称の変

更に関しては、庁内で手続きをすすめている。委託している法人とも協議をすすめ、ホームペー

ジ等についても早急に改められるように進めていきたい。

（２）発達障害センター職員の増員

回答；（障害者施策推進部施設福祉課知的障害者福祉施設係）；国では各都道府県に 1 箇所とい

うことで設置しており、来年度全国に普及する。まず、全国への普及が先であり、中身の拡充

まで追いついていないのが現状。複数設置、職員の増員というような要望については必要と考

えているので、関係機関との調整も含め今後の検討の課題として承っておく。

４． 家族への支援 今回は提出のみ・回答なし

５．一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）地域支援・生活支援の充実

回答；（障害者施策推進部地域生活支援係）；発達障害を持つ人の利用については、その必要性

は認識はしているが、現在は支援の対象になっていない。今後の課題としている。

（２）生活スキルの学習の場の提供

回答；あとで回答致します。

（３）就労支援センター等との連携

回答；（障害者施策推進部地域生活支援係）；就労支援センターについては、昨年 6 月から市区

を 3 ブロックに分けて、支援事業者ネットワークを立ち上げた。その中で事業者間の情報交換

や、障害者雇用関連施策の説明を行い、その後の支援活動の参考としている。また、全事業者

を対象とした意見交換会では、共通テーマについての検討会を実施した。平成 17 年 6 月現在
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28 区市で就労支援センターが設置されている。今後も就労支援技術の向上に努めていく。

（４）担当諸機関の職員の理解

回答；（福祉保健局総務部企画課）；行政職員について、障害者施策に関係する職員は、日々の

業務執行の中で、各自当然のこととして情報収集し理解深長に努めている。

（２）については、成人後の生活指導の機会を指すのであれば、区市町村就労支援事業におい

て、生活支援コーディネーターが対応する仕組みがある。

【質疑応答】

Ｑ.パルレ； 就労支援、福祉、生活支援における国の仕事、都の仕事、区市町村の仕事の分

けが不明であり、どこに行っても、たらい回しになるような感があります。サービスの量と質

の問題はどこが責任を持つのか、素人の住民にもわかるように教えてください。

Ａ．（福祉保健局総務部企画課）；

発達障害者支援法の中で、それぞれの役割分担が規定されているとおりだが、特に区市町村に

おいては、まだ体制が整っていない部分も多い。現実的には、実施体制の整備や、具体的にど

のような支援をするかは、それぞれが検討を始めているところであるので、ご理解いただきた

い。

Ｑ．にんじん村； 小児総合医療センターへの移転について、民間業者への委託を私たちが望

んでいるというわけではなく、もし、委託するのであれば、担当する業者がＬＤ等の発達障害

を理解して窓口対応等できるかどうかを、伺いたい。

Ａ．（病院経営本部総務課再編整備推進係）；

委託先については、現在選考中である。患者に対する人権等には配慮するよう、理解を深め

ていくようにする。病院職員、民間業者職員の合同研修なども考えていく。

Ｑ．くじら； 成人したＬＤ、ＡＤＨＤ等、発達障害の人へのメンタルヘルスは行われている

のか。相談の場はあるのか。

Ａ．（病院経営本部総務課再編整備推進係）；

センターと府中病院で、機能の一環として担っていきたい。

Ｑ．くじら； 民間委託は、どの範囲までやるのか。

Ａ．（病院経営本部総務課再編整備推進係）；

病院の運営の根本は都職員が行う。建物の設計や維持についてや、現在も委託されている医療事

務は委託される。医療行為や看護などは都が行う。

Ｑ．くじら； 医師、看護師は梅ケ丘の職員が統合後のセンターで働くことはあるのか。新しく

医師を採用する場合、十分に研修して欲しい。

Ａ．（病院経営本部総務課再編整備推進係）；

人事のことなので何とも言えないが、ある程度は異動すると思う。
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Ｑ．けやき； 学校に心理の先生が行った場合、保険適用にならず、費用が出ないという問題が

ある。病院職員の心理士が学校に来るのはどこから報酬が出るのか。

Ａ．（病院経営本部総務課再編整備推進係）；

診療報酬ということだと、もらえるものかどうかわからないが、東京都の職員で業務であれ

ば、旅費など必要な経費は都が負担する。

Ｑ．パルレ； 高機能自閉症が統合失調症と診断される例がある。実際に、精神障害のケアの場

で、発達障害と思われる方に出会うことが多い。障害者自立支援法が施行されると、診断名の

縛りが強くなり、支援が受けにくくなると聞いた。発達障害者にはまだ支援の薄いデイサービ

スや生活スキルのトレーニングの場を精神障害のケアの場で、弾力的に利用できるようにお願

いしたい。

Ａ．（障害者施策推進部施設福祉課計画課調整係）；

障害者自立支援法の障害程度区分は、今後国から示される国の動向を見定めた上で、要望を

受け止めさせていただきたい。

Ｑ．くじら； 発達障害者支援整備体制検討委員会のメンバーはどのような方たちか。

Ａ．（障害者施策推進部施設福祉課知的障害者福祉施設係）；

梅ヶ丘病院 市川先生、明治学院大学 緒方先生、そして、関係団体として知的障害者育成

会、自閉症協会、えじそんくらぶ、LD親の会である。就労関係では障害者雇用アドバイザー、

障害者職業センター所長、東京労働局、そして区市町村の代表、発達障害支援センター長、関

係職員では産業労働局、福祉保健局、教育庁からというのが、主な構成である。

第 1回は 9月 8日に広域特別支援教育連絡協議会と合同開催した。

Ｑ．にんじん村； この会議の内容は非公開なのか。

Ａ．（障害者施策推進部施設福祉課知的障害者福祉施設係）；

非公開ということはないが、インターネット等での公開は今のところ予定はない。申し込ん

でいただければ傍聴は可能。次回は 11月～12 月、次々回は 2～3月を予定している。

Ｑ．パルレ； ソーシャルスキルトレーニング等、小学生等への療育への保険適用と助成につい

ておたずねしたい。療育施設の利用料が高い。保健適応はされるのか。（小学生・中学生に対

する療育機関が少なく、あっても高額なため、保護者の負担軽減をできないものか。）

Ａ．（11月 17 日、別途回答）

民間の学校法人ではない、いわゆる任意団体や、ＮＰＯの運営する教育機関に通学する場合の

保護者の負担軽減ということであれば、福祉保健局では、該当する事業はない。

【産業労働局関係】

発達障害者支援法の制定は、今まで必要性は認められながらも支援を受けられなかったＬＤ等

の就業支援を保証していくための法律です。ＬＤ等の就業支援は、従来の枠組みの中にはおさま

りきれないものがあります。療育手帳の交付がされないこれらの人達の就業支援を、新たな枠組

みを作って行うのか、従来の障害者就労事業の枠組みの中で実施するのか、従来の枠組みの中に
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組み込むとすれば、どのような形で組み込んでいくのか、基本的なお考えをお示しください。発

達障害者支援法に則り、東京都としての責務を果たしていただくよう要望します。 

 

１．職業教育の充実と求職活動への準備段階における支援 

（１） 教育機関との連携  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）；発達障害者支援整体制備検討委員会や

東京都広域特別支援連携協議会等の会議を通じて連携を図っている。  

 

２．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 

（１） 公共職業安定所におけるきめ細かな相談と関係機関との連携  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）；各種会議を通じて国にはたらきかける。 

 

（２）多様なニーズに対応した委託訓練の拡充  

回答；（雇用就業部能力開発課）； ＬＤ等を対象とした単独の委託訓練は行なっていないが、今

年度、知的障害者を対象としたものでしたが、ヘルパー3 級取得を含む講座で、ビジネスマナー、

生活就労支援講座に１名（手帳を持っていない方）の参加実績があります。今後とも、様々な障

害の皆様に対応できる職業訓練を目指して取り組んでいきたいと考えている。 

 

（３）障害者委託訓練コーディネーター  

回答；（雇用就業部能力開発課）；現在チーフコーディネーターを中心に 6 名のコーディネーター

が、障害者訓練に対する熱意をもってマッチング等を行なっている。新たなコーディネーターの

配置については、様々な障害に理解のある方の配置を考えている。 

 

３．雇用機会の拡大 

（１）「障害者試行雇用事業」「若年者トライアル雇用」の拡充促進  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）；独立行政法人高齢・障害者雇用支援機

構ならびに国に働きかけていきたい。 

 

（２）東京都障害者職業センターにおける職場適応援助者（ジョブコーチ）事業の充実  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係） 

ジョブコーチは独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が所管し、都内では池袋の東京障害者

職業センターで、また、立川にあります東京障害者職業センター多摩支所が担当している。要望

の主旨は国に伝えて参りたい。 

 

（３）（財）東京しごと財団心身障害者職能開発センターで実施されている障害者企業合同説明

会および職場体験実習の対象は、知的障害者となっております。対象者に軽度発達障害者を

加えてください。  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係） 

 「地域求職活動援助事業」は厚生労働省からの委託事業です。同事業は平成１４年から１８年

までの５年間の有期事業です。発足当初に東京労働局、心身障害者職能開発センター、産業労働
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局との話し合いで知的障害者を対象に実施することになりました。なお職業講座については聴覚

障害者を対象に加えております。 

 

４．就業・生活支援事業の拡充と整備 

（１） 障害者就業・生活支援センターの拡充と一体的支援の充実  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）；手帳の有無に関係なく支援することに

なっている。数は少ないが発達障害者も支援している。 

 

（２） 区市町村障害者就労支援事業への取り組みについて  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）；福祉保健局の所管なので、連携して参

りたい。 

 

①支援対象者に、軽度発達障害者を加えるよう各事業実施団体に指導してください。 

回答；（福祉保健局障害者施策推進部在宅福祉課）；発達障害者は対象にはならないとは書いてい

ないが、目的の中で生活支援を必要とするという項目がある。どの程度必要とするかは区市町村

か自治体での判断になる。 

②区市によって、取り組みに差がないように、指導・助言を行ってください。 

③支援機関の研修に軽度発達障害を取り上げてください。専門家による定期的な研修・助言

及び事例研究等、医療機関との連携も必要です。 

②③まとめて回答；（福祉保健局障害者施策推進部在宅福祉課）；ブロック別、全事業所を対象

として意見交換会や事例検討会等が行われている。あるブロックでは障害者職業センターの方

に来て頂いて、話しをしてもらった。医療機関との連携については、区市町村の判断によると

ころである。予算の状況にもよると思われる。 

 

５．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 

（１） 障害者雇用促進ガイドブックへの掲載（軽度発達障害について）  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）； 障害者雇用促進ハンドブックを毎年

１万部印刷し、関係部署に配布している。 

  

（３）事業所に対する理解と啓発  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）；今年度はこの障害者雇用促進ハンドブ

ックの中に、軽度発達障害者の記述を加える。現在製作中。部分的に変わる部分がある。内容も

変えている。 

  

（２）雇用・就業関係機関職員に対する研修の充実  

回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）；障害者雇用に関する研修会を今年 2 月

に行なった。発達障害についても触れた。定期的に研修会に加えることは考えていないが、いろ

いろな機会を活用して広報していく予定。研修等については法改正の機会に内容等も含めて取り

入れたい。 
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６．公的支援の実施 

  

（１） 雇用率のカウント 

 

（２） 各種助成金 

 

(１)、(２)まとめて回答；（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）；国の所管である。東

京労働局、国への要望の主旨は伝える。助成金については、国へ伝えている。正式な回答はもら

っていないが、新たに助成金の対象が加わる事は聞いていない。 

 

７．公的機関における雇用の促進 

回答なし 

 

８．一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）広域特別支援連携協議会（仮称）の設置 

回答；9月 8日にすでに開催した。要望として受け止めさせて頂きたい。 

 

（２）生涯を通じた支援体制の確立 

回答なし 

 

【質疑応答】 

Ｑ．くじら；  区市町村障害者就労支援センターに軽度発達障害者の相談や電話、見学があり、

各所が困っているが、軽度発達障害者の具体的な支援について等の研修会や事例研究を行なっ

て頂きたい。 

Ａ．（障害者施策推進部地域生活支援係）；   

生活支援が必要かどうかで対象となるか判断をしているという、家庭の中で支援が受けられる方

は対象としていないという話を聞いたことがある。 

 

Ｑ．くじら；  ニートの中にも軽度発達障害者が存在していると推察されるが、都の中ではそ

の話はでていないのか。 

この回答は次の設問の回答です。 

Ａ．（障害者施策推進部計画調整係）；  

相談窓口の職員が理解することが必要。障害者ケアマネジメントの充実のため、障害者ケアマネ

ジメント研修を実施し、適切な支援ができるようにケアマネージャーの養成をしている。 

 

Ｑ．くじら；  ケアマネージャーの研修の中では軽度発達障害についてはやっていない。 

Ａ．回答なし 

 

Ｑ．くじら；  育成会と連携して、庁内実習が行なわれていると聞いているが、行なわれてい
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るのか。受け入れ開始とか、検討とか聞いているが…。 

Ａ．（福祉保健局総務部企画課）； 教育庁の方かも知れません。 

 

Ｑ．くじら；  軽度発達障害者に関しても、庁内で実習できるようにしていただきたい。そし

て、理解していただきたい。行政の方の理解が第一歩と思うので、今後検討をお願いしたい。 

 

Ｑ．にんじん村；  家庭で指導ができれば生活支援は必要ではないというお話がありましたが、

そこが一番の問題で、親の力や支援力がなくなってきた時に崩れが起きるので、早くから生活支

援の道筋をつけて欲しい。小さい頃からの家庭の支援力がずっと続くものと思わないで欲しい。 

Ａ．（福祉保健局障害者施策推進部在宅福祉課）； 

ご意見として承ります。 

 

Ｑ．パルレ；  飯田橋の東京しごとセンターへＬＤ等の発達障害者が相談に行った場合、きち

んと対応していただけるのか。 

Ａ．「しごとセンター」の相談は手帳の有無に関係なく、一般、若年というように年齢によるわけ

方である。 

 

Ｑ．パルレ；  発達障害者に応じた支援ができるのか。 

Ａ．（就業推進課障害者就業係）；  

 発達障害者向けの特別の対応はしていない。 

 

Ｑ．パルレ；  現状では支援は得られにくいということか。 

Ａ．（就業推進課障害者就業係）； 障害者の窓口は年齢で分けているので、発達障害者向けの特

別の対応はしていない。 

 

Ｑ．パルレ；  今後の課題なのでしょうか。 

Ａ．（就業推進課障害者就業係）；   今後の課題になると思う。 

 

Ｑ．パルレ； 企業が軽度発達障害者を雇用して困った場合は、どこに相談にいくのでしょうか。 

Ａ．（就業推進課障害者就業係）； ハローワークが企業への雇用指導、相談も受けている。東京

障害者職業センターの雇用管理サポート事業の中でも行なっている。東京都では専門の対応は難

しい。経団連の中にも障害者雇用相談室がある。 

 

Ｑ．くじら；  統合失調症の診断を受けた方で、発達障害者ではないかと推測されたり、ア

スペルガーの中に精神障害の診断を受けた方がいらっしゃる。もともとの軽度発達障害があって

二次障害でそうなったかどうかは分からないが、統合失調症の幻聴とアスペルガーの幻聴では治

療方法が全く違う。発達障害者で統合失調症と診断されている方が大勢いると思うので、誤診が

ないように、医師に働きかけて欲しい。 

Ａ．（病院経営本部総務課再編整備推進係）； 対応できるものは、研修の中で人材育成も行って

いるので、研修会や、日々の活動の中で理解して、判断がもっと確実になるように努力して行き
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たい。 

 

Ｑ．くじら；  職業センターの知的障害者判定しか取れないので、知的な遅れがない場合も、

職業上の困難がある場合、知的障害者の判定ではなくて、職業判定の位置づけをはっきりして、

職業リハビリテーション手帳などの名称をつけて欲しい。 

Ａ．（就業推進課障害者就業係）； 各種会議で伝えることのみで、国がどう考えるか。名称、仕

組みについては法律の改正をしないとできない。伝えては参ります。あるいは省令、政令のレベ

ルかもしれない。又その結果を見て、機会があれば、親の会のほうでも東京障害者職業センター

に直接伝えていかれることも必要でしょう。 

    

Ｑ．パルレ；  障害者雇用ガイドブックはどこで頂けるんですか。 

Ａ．（産業労働局雇用就業部就業推進課障害者就業係）； 作成中なので、11月に関係部署に配布。

ご希望の場合は、言ってくだされば必要な部数を送ります。 

 

Ｑ．パルレ；  発達障害者は大企業とかではなく、商店街とか小さな事業所で働いている方が

多いが、雇用主が発達障害について何の知識もないためにひどい扱いを受けて、二次障害を起こ

している方もいる。商店街とか町会にもガイドブックが行き渡ればいいと思う。 

Ａ．（就業推進課障害者就業係）； 1 万部の予定なので全てとはいかないが、連携しながら考え

ていかないといけない。ホームページ等でダウンロードできるように等、幅広く、配布先以外に

も、普及できるように考えている。 

 

Ｑ．くじら；  発達障害者に適切な支援をして頂ければ、社会的責任を果たせる子どもたちだ

と思う。福祉のお世話になるのか、納税者になるのかは支援が得られるかどうかにかかっている

ので今後の支援について考えていって欲しい。 

Ａ．（福祉保健局総務部企画課）；  

障害者自立支援法の法案の修正案では、政府は障害者の範囲について検討し、必要な措置を講ず

ることとされ、さらに衆議院の附帯決議では、発達障害や難病も含め、サービスを必要とするす

べての障害者が適切に利用できる普遍的仕組とするよう検討を行うこととされている。今後はそ

ういう方向性にあると言えるので、注目していきたい。 

 

 

 

以上  

   

 

 

 


