
平成３０年度 第２回 沖縄県発達障害者支援体制整備計画 議事録 

 

日時：平成３１年２月５日(火) 

 

場所：県庁５階 子ども生活福祉部会議室 

 

※質疑・応答からの議事録となる。  

 

溝口委員 

・次期計画については、どのように周知していくのか。 

  

事務局  

・周知の方法につきまして、県の自立支援協議会や、来年度以降について設置予定の市町

村職員向け研修での周知や、県のホームページ等も、活用して広報する。また、各市町村

に一部ずつ配布するなども検討する。 

 

知花委員  

・市町村向けの職員への研修について実施していただけるのは大変助かる。窓口での対応

がよくなかった。他の機関、児童家庭科なども含めて対応願いたい。 

 

事務局  

・子育てや保健の主管課にも研修を、してほしいということか。 

 

知花委員  

・高齢課も課題なので、高齢の窓口にも研修してほしい。また、過去に発達障害者支援セ

ンターが窓口対応の方法についての DVDを配布していたのでそのような予定はあるか。 

 

事務局  

・障害福祉だけでなく子育てや保健分野においても周知・研修を行う予定。今後、研修の

内容について、高齢の部分についても発達障害者支援センターと一緒に企画していく研修

だけしゃなく窓口対応の方法について周知を、検討したい。 

 

城間委員 

・研修に、何名参加した。でも、その以降の部分でどの程度理解したような指標が必要で

はないか。そうでないと同じような研修を何度もやる形になってしまう。改善しスキルア

ップをしていくような取り組みが、必要。今回の計画の中ではそこまではかけなかったと



思うが、その辺りについて事務局は、どう考えているのか。量的な指標ではなくて質的な

指標は設定出来ないのか。また、えいぶるについては更なる広報や周知ができないのか。 

 

川村委員   

追加で、質問したい。例えば、自立支援協議会の中でサビ管研修の内容の協議があるがそ

のサビ管研修の中で、えいぶるの普及、発達障害特性の研修を盛り込むなど、他の研修と

も、連動した研修の組み立て方をしないと分断してしまうのではないか。 

管理者向けの研修やサビ管などの、中間管理職の人に向けた研修を実施してほしい。支援

者を育てられる人をスーパーバイザーのような方を先ずは、今後五年間で育成するなどの

取り組みが必要ではないか。 

 

事務局   

・えいぶるの、周知については更なる取り組みを、今後展開する予定となっている。 

 

発達障害者支援センターがじゅまーる 

・えいぶるについてはなかなか現場での活用状況は、正直まだまだなところ、ポスターを、

今回を作成予定としており、一般の方が訪れる場所に掲示をして広報していきたい。 

 

事務局 

・研修については、保健師の部分や保育士の部分でも、数値を上げてもらっている。 

・ｐ10の関連事業の 11などは児童デイ等障害者施設への研修の数値目標を設定している。

実は実績よりも数値目標が少なくなっている。数値目標を高く設定すると目標達成に向け

た数をこなすだけの研修になってしまう恐れがある。 

・質的な部分の担保まではいかないが、目指しているのは継続的に必要な研修を行い、し

っかりと研修の内容を、企画段階から練れるようにしている。 

・質的部分を把握するための指標については設定出来てはいないが、計画の５年間で、質

的な部分の指標については検討していきたい。 

・がしゅも色々な事業を、展開しているので全部はできないが、階層を分けた研修の構想

もあるので、検討の上で取り組んで行きたい。 

・実際に、上手くいっている事例が教育分野での取り組みとなっている。ｐ20のアの部分、

こちらで初任研修や定期的な研修で発達障害研修を実施している。教育庁とは、管理者や

初任者向けの研修など内容をそれぞれの階層に応じて研修を実施している。ただ他の分野

についてはまだまだ出来ていない状況。そこについては、他の分野との連携も進めていく

必要がある。 



・補足ですが、各分野の研修については、発達障害者支援センターが教育庁に入り込んで

法定研修で発達障害関係の研修が実施できているという経緯になっている。他の分野で、

こういった研修があるのかどうかについてはこちらでも把握は出来ていない状況。 

・そのため、どのような研修が開催されているのかについて、具体的に書けない状況があ

る。出来るだけ定期的な研修で今後展開する必要があるという内容になっている。 

川村委員   

・素晴らしいと思います。今話した事を、五年間で把握するというかなりタイトなスケジ

ュールではあるので厳しいかと思うが、是非、計画で取り組めないか検討してほしい。 

 

事務局   

・貴重なご意見ありがとうございます。検討してみたい。 

 

原田委員 

・ｐ15 の行政手続きの再点検見直しというところです。特に診断書のこと、まさに非常に

発達障害の診療待ちの状況が長期化している。半年待ち長い方では、１年間の人もいる。 

１日に２名ほどの新患を受け付けているけど、単なる発達障害ではなく、学校に行けない、

あとは解離性障害、自殺企図や虐待を受けている子が多いので再診で長くフォローが必要

なので、１日に２名の新規の患者が限界、１名９０分かけて診断するので、診療待ちが長

い状況。今日一番話をしたかったのは、特別支援学級を利用や加配をつけるため診断書が

ほしいということで診察を受ける方が多い。そういう子については、教育的措置の部分で

しっかりと話しあってもらって必要であれば、「診断書なし」でも対応してほしいというこ

とが正直な意見です。 

・琉球病院で過去に診ていた方で、現在は落ち着いている状況であるが、特別支援学級等

に入るために診断書が必要ということで診察くることもある。もちろん、診察の対応もし

ているが、どうしても長期化してしまう状況にある。このような状況をなんとか改善出来

ないか。 

・本当に特別支援学級等に入る際に診断書が必要なのか意見を聞きたい。 

 

事務局（県立学校教育課 新垣） 

・診断書の件について、発達障害者のお子さんは基本的には特別支援学校の対象ではない

ので市町村教育委員会で診断書を求めるのか求めないのかで対応が変わってくる状況にあ

る。 

・例えば、学校教育法施行令２２条の３で「医療」の中支援が必要でないといけないお子

さんや精神等で医療的な支援が必要なお子さんについては、県（特別支援学校の場合）で

は診断書を求めることとしている。 

・特別支援学級の場合は、市町村によって対応が違うということなので、各市町村の対応



によるということしか申し訳ありませんがお答えできない状況です。 

 

事務局  

・補足説明ですが、こちらの記載につきましては、私達も計画作成の段階で、教育庁より、

各市町村教育委員会へ書面にて周知してる旨の話を受けているが、やはり各市町村教育委

員会の裁量ということもあり、難しいところではある。 

・まずは計画に入れて、自己点検を促したいという趣旨になっている。なので、見直しの

必要性について周知を図りますところにとどめている。初めての試みでもあるので、角が

立たないような配慮もおこなっている。 

・この専門医療機関の項目については、アの部分でまずは専門医療機関を増やしましょう、

といっていますが、なかなか難しい状況で少しずつ増やしていくということがまず一つ。

次にイの部分で増えてきた医療機関を横の連携、ネットワークとして、専門医療機関をリ

スト化して少しでも待機がないよう分散するような取り組みになっている。 

・しかし、この２つの取り組みだけでは、増加している需要に対する供給の部分での対応

には限界があるのではないかと思うところもあり、行政で診断書を求めている行政手続き

の見直しをしてもらいたい。これまでやってきているからと言って漫然と対応していない

か、という部分について、通知等で主知を図っていきたいと考えている。 

 

事務局（県立学校教育課 新垣） 

・追加補足致します。先ほど、原田委員の言葉で「教育的措置のとしての観点で」という

言葉がありましたので、その点であれば、先生方や市町村教育委員会の就学支援の委員の

資質を向上する必要があると考えます。各市町村教育委員会の就学相談の部分については

県教育庁からも助言はできるので、この子は配慮が必要という部分がわかれば、診断書は

必要ないという助言も可能かと思うので、その部分について取り組んでいきたいと思いま

す。 

 

原田委員 

・ありがとうございます。わたくしも就学支援の委員をしていたことがあるが、やはり一

番現場の先生方が一番その子のことをわかっている。現場の先生方が支援が必要と判断す

ればその段階で決めてもよいのではないか。家族などにすでに診断を受けているのか等の

確認や、その際の診断書があればそれを活用する等の対応でよいと思う。 

・初めて特別支援学校や特別支援学級、加配等を必要としている場合であれば診断書は必

要かと思うが、結構、何度も必要となるパターンもあるので、そのあたりの対応が何とか

出来ればとおもう。 

 

 



城間委員 

・診断書の件については、行政の手続きの際に、支援員を配置する為の根拠にどうしても

診断書となってしまう。でも、実は文部科学省では支援が必要と思うなら支援してくださ

いという形になっているので、まずは部分をしっかり押さえてほしい。 

・障害児教育の加配の場合でも診断書が必要となっているが、そもそも支援が必要とする

根拠（子どもの特性等）をしっかりと現場の支援者が説明できるという部分が大切。その

為にも、支援者の研修をしっかりとやる必要があると思う。特に研修後の振り返りでどこ

まで理解をしているのかというところが大事になってくる。研修の質を高めることがはや

はり大事だと思う。支援者が根拠を説明できれば診断書の問題も解決するのではないか。 

 

川村委員  

・要望と意見を述べます。 

まずはｐ13 の成人期の就労支援の部分です。先ほど、赤嶺さんから口頭で説明があったの

でわかりやすかったのですが、「アは福祉的就労です。イは一般就労です。ウはそこに至ら

ない方です。」できればそのように表記していただけないか。 

・就労につながらない方の部分については例えば、地域生活支援等での表記はどうかなと

いう意見です。 

・要望の関してましたは、就労につながらない方の中には、二次障害を抱えている方が多

くこのような方への支援については、専門的な医療面での支援がないと支援が難しい。例

えば、支援するタイミングであったり、本人は一般就労を望んでいても状態が安定しない

等での関わり。ここの文章の中に、医療機関との連携という文言を入れていただけないか

という要望です。 

・また意見になりますが、P23 の移行期における切れ目のない支援についての部分につい

て、発達障害への支援については、各ライフステージ毎にすでに取り組んでいる妹策や支

援等があるので、例えば、発達障害者支援センターのホームページに、ｐ７の図をアップ

して、例えば、乳幼児期の支援の部分をクリックするとその支援施策等のページに飛ぶ、

または、成人期の支援の部分でクリックすると沖縄県障害者職業センターのホームページ

に飛ぶというような全体の支援も見えてさらに具体的な支援や施策についても調べること

が出来るような形を予算等あれば実施する等を検討してほしいです。 

・やはり発達障害の方は結構自分で調べてきましたという人が多い、人に聞くよりも自分

で調べましたという人の方が多いので、アイディアとして聞いてほしい。 

 

事務局 

・ご意見ありがとうございます。委員より要望のありました P13 の福祉的就労、一般就労

等の書きぶりに関しましては、わかりやすくなるように項目のそばに括弧書き等で、福祉

的就労、一般就労等、わかりやすい表現に改めたいと思います。 



・それと、医療との連携につきましても、現場からの声も聞いており、必要であると考え

ておりますので、どのように書くのか含め検討したいと思います。 

・また、発達障害者支援センターのホームページにライフステージ毎の図を入れてよりわ

かりやすく表記してはどうかとの意見につきましては、実際、国の情報センターについて

も、各ライフステージ毎に分かれており、クリックすると各ライフステージ毎のしえんや

施策にリンクするようになっているため、この部分につきましても、予算との兼ね合いに

なりますが、検討していきたいと思います。  

 

寺田委員 

・感想になるかと思いますが、発言させていただきます。研修の質という話があったので

気になっているが、研修の大部分が知識を頭に入れる研修が多く行われている。その後、

実践で失敗もしながら身につけていくという話になっていると思うが、我々の弁護士会の

研修の中でも、よく議論になるが「研修だけやってそれでおしまいか」という話が多く、

本当はその後の実践部分等における後追い調査などの取り組みが必要となるが実際はそこ

まではなかなか現実的ではない状況となっている。 

・ただその先が重要だと思っている。関心がある方は来るが、そもそも関心がない方への

アウトリーチの仕方が難しい。関心がある方への質の向上はもちろん大切だけども、関心

がない方へどのように関心を持ってもらえるのかという部分も重要になってくるのではな

いかと思う。 

・私自身も、発達障害の勉強して頭ではわかっているつもりでも、その後の実践部分で失

敗することも多く、少しずつ前進しているという感覚。先の長い道のりで、すぐに何かが

変わるという訳ではないが、関心がない方も含め考えてほしいので意見として述べたいと

思います。 

  

小林委員 

・学齢期の部分が一番気になっているところですが、研修の充実の部分、p２０の各分野に

おける初任者研修、法定研修等については、教育分野は進んでいるという話で嬉しく思い

ます。義務教育の部分については、初任研、中堅研修等が法定研修となっていますが、そ

の他に、２年研、３年研、５年研があります。２年研、３年研については、県の方から研

修の実施要項が出ているので各地域で取り組んでいるところですが、５年研においてはま

だ、実施要項が定められていないが、次年度、５年研においても県の方から、実施要項が

出る予定なので、その中で現在、話がされている、特別支援教育への推進に向けての方針

が出されると、各地域でも取り組みやすいので是非、検討願います。 

 

仲村委員 

・先ほどの話でありました診断が出来る医療機関につきまして、大変混んでいる状況で、



半年～１年待ちという状況の話を当事者団体からも聞いております。 

・ただ、診断後の受け皿も親子通園事業などの取り組みも非常に大切だと考えています。

現在、親子通園を行っている市町村が１８カ所というのは、少なく思います。ただ、現在、

共働きの家庭が増えている状況では、親子一緒の通園自体厳しい状況にあると思うので、

親子分離の状況ではあるが、保育園等での気づきの支援や親子への支援をより強化してい

く必要があるのかなという印象を受ける。 

・県の方で、その為の研修を多く企画してくれてはいるが、実践に保育所の先生が親子に

寄り添って支援を考えていくのかという場面においては十分ではない部分もあると感じる

ので、保育園自体をバックアップするような体制が必要ではないのかと思う。 

・それから一番最後のシステム図については、素晴らしいものが出来ているなと感じまし

た。市町村については、どの支援が出来ていて、どの支援が出来ていないのかという部分

が一目瞭然となっているため、市町村への助言等での活用等、有効に活用していくことを

検討してほしい。 

 

事務局 

・ご意見ありがとうございます。参考資料の部分で、前回の計画でも実は市町村の体制整

備については歌っているところではあります。具体的にはｐ５になりますが、国や県、素

町村の役割ですとか、P7 で市町村が取り組むべき事業ということで書いてはいる。しかし、

市町村に周知する上では、実感を持ってもらいにくい部分があったので、今回の計画では、

自分たちの市町村の足りない部分を実感しやすいように取り入れている。県としても市町

村まかせではなく助言や支援等で一緒に体制整備に取り組んでいきます。 

 

知花委員 

・ｐ７の重点課題のうち、早期発見・早期支援の部分について、健診受診や要フォロー率、

健診後の支援の体制の整備等細かく出ているが、母子通園について、実は私も母子通園に

は通っていた、医師に母子分離はだめだと言われて主体性がなくなったことで困った経験

を持っている。この中で、保育所でしか出来ないこと、親子の間でしか出来ないこと、例

えば愛着形成などの部分について、周知をしてほしい。研修を行うということであればし

っかりと市町村にもその辺りのことについても理解してほしいということが１つ。 

・川村委員、溝口委員からもありましたように、体制整備計画の周知について、川村委員

が話していた当事者の方が利用しやすいホームページ等もそうだが、今回、添付している

システム図を見て、自分の地域でどのようなサービス、支援がないのかという部分を見て

わかるレベルの方であればいいが、これだと漠然としていてわかりにくいと感じる人たち

については、トータルでわかりやすく、権利擁護にも繋がる考えかと思うが、自分たちの

地域でどのようなサービスが受けられるのか等について、本計画が当事者の一人一人が待

てるくらいのわかりやすい内容にならないか。そうなれば、当事者自身も地域のサービス



について知るだけでなく、当事者が体制整備に参画できるようなると思う。 

・また、今回、地域も一緒に支援体制を構築するということがｐ１（３）に記載されてい

るので、行政だけでなく、例えば、えいぶるなど、親の会でも普及は出来る。そのような

インフォーマルな資源も利用が出来ないか。という意見になります。 

 

 

事務局 

・ご意見ありがとうございます。今回の計画についての周知はもちろん広く行っていきま

すが、その他にも、わかりやすい概要版のようなものを作成してほしいということだと思

いますが、今後、周知する上で、毎回この内容を読んで説明をする訳にはいかないため、

概要版の作成はする予定ですが、どの程度まで、わかりやすくするのか等については、今

後検討をしたいと思います。 

・どのようなサービスを受けられるのかについては、例えば、発達障害者支援センターで

の支援機関リストの延長ではないが、結局はｐ２０にありますように、市町村では発達障

害の方が、住んでいる地域でどのようなサービスを受けるのかについては、相談支援に繋

がってサービスにつながるという流れになるかと思います。ただ、発達障害者の方への支

援についてはまだ十分ではないとの話もあるので、まずは相談支援の機能が大切であると

いうことで、窓口機能の充実という部分を今回記載しているところです。当然、すぐに出

来るものでもないと考えているため、この５年間ですこしずつ進んでいけばと感じている

ところです。 

 

川村委員 

・システム図について、第１回体制整備委員会でも非常にいい資料であるとお話しをしま

したが、追加で、高校以降の部分に就労関係の事業所の数や障害者就業・生活支援センタ

ーなどの情報も載せてくれるとさらに良いと思う。要は、親御さんたちの中でも、じゃあ、

学校卒業した後、どうなるんだろうという不安がとても強いので、自分の住んでいる地域

で就労についての相談機関がこれだけあるんだとか、どこに相談に行けばいいのかわかる

ようになるとさらに良いものになると思うので、今後、検討頂ければと思う。 

 

事務局 

・実はこのシステム図につきましては、H29 年度の３月に取りまとめをしてしまっている

ものになるので、どのような対応ができるのか、発達障害者支援センターがじゅま～ると

も相談をしていきたと思います。 

 

原田委員 

・ｐ８のライフステージ毎の課題について、乳幼児期の早期発見・早期支援の部分につき



まして、当事者への家族の支援がしっかりと行き届いている家族については、二次障害の

症状の方についても、その後の予後についてはそれなりに何とかなっている印象があるが、

やはり問題となっているのは、大体、家族機能の問題が大きく関係している。例えば、母

親がうつ的であったり、DV を受けていたりという家族の中で、育ってきた発達障害を持っ

ているお子さんが思春期になると様々な問題が起きてくるなという印象を受ける。 

・具体的にそのような家族機能への支援について今回の計画の中に何か書かれている部分

があるのか。また、ないのであれば今後、このような事例にはどのように対応していくの

かという部分について確認したい。 

 

事務局（地域保健課 金城） 

・母子保健の分野においては、早期発見・早期支援という部分で関わっていますが、具体

的には、市町村において、乳幼児健診、その後のフォローということで支援を行っている。 

・必要な家庭については、母親、子どものみでなく、保健師による家族支援を行っている。

まだまだ十分でない部分もあるが、保健師としては家族支援という姿勢で行っているので、

今後も励んでいきたい。また、先ほど話にもあった母子包括支援センターを全市町村に設

置ということで進めてまいります。その中で、人材育成、窓口での対応や母子健康保険手

帳を受け取る妊娠期かた就学期までの間支援していこうという切れ目なく支援していくス

タンスで支援をしていく、その中で、経済的に困窮している等の部分についても支援をし

ていく、DV への支援についても、しっかりと信頼関係をつくってから支援を行うことを基

本としている、保健師の経験年数等において若干支援の濃淡はあるかと思うが、その部分

については、人材育成をすることでカバーしていきたいと考えております。 

 

仲村委員 

・今の話ですが、私たちが子育てをしていくときにも、地域の保健師さんに支えられてき

たが、学童期になると地域の保健師の手から離れてしまう。学童期においては主に担任の

先生との関係になると思うが、担任の先生も忙しいということもあり、信頼関係が築けな

いまま、不登校になってしまったりということもあると思う。なので、学童期になった時

には、どなたがきめ細やかにサポートしてくれるのかという部分については、今後の課題

となるのではないかと思う。 

 

溝口委員 

・相談支援を行っている立場として感じているが、専門性を突き詰めると引く支援者がい

る。専門性を高めて支援していく人と地域の中で見守っていく人たちがいる。そのどちら

も必要だと考えている。 

・やはり現場で発達障害者に関わっていく人たちの人材育成が大切。そのような考えを地

域で出来るよう進めていくことがこの計画の目標だと感じている。 


