
 
   
  議事内容 
  （１）各関係機関より、発達障害児（者）にかかる支援事業、取組状況、今後の計画について説明 
     資料（１）～（10） 
  （２）各委員からの主な意見・質疑応答 
   （委 員） 
     発達障害の方は、被害者のリスクも高いので、司法関係の配慮は必要である。 

子どもの犯罪では少年院を出てからの受け皿はあるのか。 
児童発達支援事業所については、神戸市が管理して情報を持っているのか。きちっと助言や指 
導できる事業所はどこなのか、医者としてなかなか情報提供ができない。できれば、発達障害 
者支援センターが巡回支援事業の中で事業所に適切なアドバイスをしてほしい。 
学校のコーディネーターは、学校単位で機能できているのか。学びの支援センターの巡回支援 
は、学校に対してすみやかなフィードバックができているのか。 
就労関係では、企業側の受け入れ体制が進んでいないように思う。就労先すべての人の理解が 
深まることが難しいと感じている。社会全体で関わり方を今後考えていかないといけないと思う。 

   （こども家庭センター） 
こども家庭センターとしては、犯罪少年だからという事で相談を受け付けているのではなく、 
こども個人についての問題が残っていれば我々の方で当然受け入れる事になっているが、きち 
んと整理した形で犯罪少年の方まで手がまわっていない。 

   （委 員） 
発達障害の児童生徒の、思春期・青年期での非行犯罪の問題は非常に難しい。宇治少年院で 
７年間共同研究した。ただ、 初の窓口である警察官、派出所の方に発達障害についての理解 
が無い。警察に関しては、無料で講演に行くのでいつでも言ってきて欲しい。警察学校にも何 
回も講演に行っている。 

     発達障害のある子の場合、やっていなくても警察官が喜ぶからやったと答えてしまい、調書に 
     サインまでしてしまう。警察官も後でおかしいなと気づいても手遅れということもある。 

やはり、いちばん 初に関わる警察官に発達障害についての理解が必要だと思う。 
（委 員） 

非行少年の場合は虐待と同じで、要保護児童対策地域協議会の対象で、要保護児童対策形態 
を市町村は取る必要がある。その中で、子ども家庭センターの役割は大きいので、犯罪を犯し 
た少年について、あまり対策が練れてないのでは困る。18 歳を超えると見てくれないので、 
外に行ってしまうが、関わらないのはいけない。 

   （委 員）           
 コンビニなどに行き、物を盗って来る子がいるが、警察官によって対応がずいぶん違うとい 
 うことがある。 
 放課後等デイサービス事業所が、すごい勢いで増えてきている。私が診療している子どもたち 
も、殆んどが利用している。神戸市での実態等も含めて教えてほしい。 

（障害者支援課） 
 事業所の指定をしているが、放課後等デイサービスの事業所が平成 27 年 4 月に 107 だったの   
 が、平成 28 年 4 月には 139 と、1 年間で 32 増えている。指定のための基準を満たしていれ  
 ば指定する。事業所の実地調査も行っているが、回りきれてない現状がある。処遇や療育のこ  



 とについては、今後の課題である。発達障害者支援センターが希望した事業所の巡回に行って 
 いるが、そのフォローはできていない現状である。 

（発達障害者支援センター） 
 神戸大学の作業療法士と一緒に放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の巡回をしている。 
また、年２回事業所の職員を対象に研修会を開催し、発達障害についての理解と事業所での環境 
整備について話している。事業所同士がつながっていける仕組みづくりも考えていきたい。巡回 
した事業所では、好評だったので、フイードバックできる体制を考えていきたい。 

（委 員） 
 自治体によっては、事業所が自主的にネットワークを作って研修事業を行うことをサポートする

ところもある。神戸でもネットワークづくりを少しでも考えて欲しい。 
 学校と事業所の関係は、どのような感じなのか。 

（特別支援教育課） 
 放課後の分野になると、連携がしにくいところがある。特別支援学校でも、ニーズは感じている。 
職員も外部機関とつながりを持って情報交換が必要。学校も事業所も子どもの状況を把握する必 
要がある。 

（委 員） 
  教育の合理的配慮と福祉では違う部分がある。私立の幼稚園・小・中高は合理的配慮あるいは差 

別解消法は努力義務である。奈良県は 4 月から私立の幼小中高は公立の学校と同じ扱いをすると 
議会で決めた。幼稚園・小・中高が差別解消法に反すること、又は合理的配慮をしなかった場合 
には知事からの勧告でそこの代表者名と学校名を公表すると言っている。ここまで厳しいのは 
奈良県だけだが、神戸市もできると思うので、検討してほしい。 

（特別支援教育課） 
神戸市においては私立幼稚園に対する様々なアプローチというものを今年度から実施している。

私立幼稚園からの様々な相談に対して相談に乗れるような、専任の OB の教員を市立幼稚園に配

置して、その教員が私立の幼稚園に出向き、そこで相談を受けるようなことを今年度から始めて

いる。それから私立幼稚園の方からも教員に対する様々な研修に対しても合同でできるような機

会を増やしていくようにしている。 
(委 員) 
  学びの支援センターでのフィードバックは、上手く機能しているのか。高校生年代での対応につ 

いて、考えている事があれば教えて欲しい。 
（特別支援教育課） 
  学びの支援センターのフィードバックについてだが、申し込みから学校への巡回までの日数 24 

年度は 85 日、約 3 か月、25 年度 75 日、2 か月半、26 年度 27 年度も 83 日,84 日ということで 
やはり増えて来ているので、即対応するということができていない。少しずつ人員を拡充し、 
今年度現時点では 50 日ぐらいで返すことができている。学校からの要請に対して、電話等でも 
受け付けているので、担任からの問い合わせに答えるということもしている。 

（特別支援教育課） 
文部科学省が高校生に対する通級指導の制度を平成 30 年度から制度化に向けての準備をしてい

る。神戸市立の高等学校だけでなく、割合としては県立の高等学校が圧倒的に多い。私立の高等

学校に進んでいる発達障害の人もたくさんいるので、神戸市だけではなく他の動向も見極めなが

ら、取り組んでいかなければならない。現在、神戸市でも人材育成ということで高校の先生方に

様々な研修や、経験を積み重ねていって、そこから指導に移るような方を育てていくということ



に力を注いでいる。 
（委 員） 

就学前の子どもたちについては、どうか。特に療育の事業のところを大きく３つのセンターとい

うかたちで整備をされるということだが、それぞれの 3 つのセンターが相互に地域割りで持って

いくのか、それともある程度機能を分担するようなかたちで対処的にやっていくのか。診療所が

あるところと、診療所がついてきているところがあるかと思うが、そのあたりはどうか。 
 （こども家庭局） 
  総合療育センター、西部療育センター、東部療育センターと整備をしていくが、総合療育セン 
  ターが一番大きな療育センターである。そこが診療科も多く中心になっていくと考えている。現 

に西部療育センターを開設しているが、西区・垂水区のように神戸市西部はこどもの数が非常に 
多い。特に肢体不自由児も多いので、例えば西区在住の方も総合療育センターの方に通っていた 
だくような応援はしていく必要があると思っている。 

 (委 員) 
 それぞれのところで療育のプログラム、特に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の配置とか 
そのあたりはどうか。もう一つ神戸市の場合、外からの応援という方が多いのが現状かなと思う 
が、ある程度内部で人材を蓄積していく、それで変えていくということが無いと難しいことがあ 
るとおもう。 

（こども家庭局） 
 外部から支えていただいている部分は神戸市の療育の場合多いが、それに満足しているという 
わけではない。外部の人は、急にやめたり、替わったりということもあるという保護者の不安が 
あるということも十分理解している。核になる人材、医療的なスタッフを増やしたいという努 
力はしているが、神戸市直営で、医療スタッフだけどんどん増やすというのは難しく、壁が厚い 
という部分がある。 

    (委 員) 
  かつて全国的に健診から、そして療育にどういうふうにつなげていくか、そういう事を検討する 

会の中で模範的な例だと思ったのは、豊田市でのシステムだ。そこでは健診の後にそのまま保健 
所でずっとつなぐ。そこで、放置しないで必ず、療育センターにつなげていく、豊田市では療育 
センターそのものと保健所とが一体化されている。発達障害の初期診断、初期療育にもっていき、 
これがきちっとやられている。神戸市も、保健所の健診と療育センターとの連携というのをもっ 
とシステマティックにやれないのか、是非、そういう事をお願いしたい。 

（母子保健担当） 
  なかなかすぐにというところができていないと思う。一方でつないでいく時にこども家庭センタ 

ーの方で判定を受けたりというステップもあり、即療育センターというところで、手段や取組を 
研究させていただきたい。今すぐにというところでは関係機関と連携の体制を準備していきたい 
と思う。 

(委 員） 
  就労ということで、世の中で障害を持っている人たちはいろんなかたちで餌食になっている。特 

に放課後等デイサービス事業所は誰でも開設できるし、そういう類のコンサルタントはたくさん 
あり、儲かるというかたちになっている。実際やっている方の中には一生懸命やられている方も 
あって、いろいろなノウハウや勉強された方もいる。儲かるので始めるところもある。一方で仕 
事に関して言うと、A 型の事業所について、特に IT 関連の企業はかっこいいが、利用できる期 
間が 2 年間の限度である就労移行支援事業所ではなく、A 型事業所で当事者がほったらかしにな 



っても、それなりに賃金をもらってるから本人は満足。だけど、そこからどう次のステップを踏 
んでいくかという指導はほとんどない。グループホームで貧困ビジネスから入ってきたグループ 
ホームもかなりある。中には、障害者を囲い込む事業所もあるようだ。                      

     行政としては仕事の現場、事業所の評価を明確な形で、3 か月 6 か月の定着率とか離脱率がどれ 
ぐらいなのか、内容はどうなのか見てほしいし、放課後等デイサービス事業所にしても、全然知 
らないというわけにはいかない。学校の校門にワゴン車がずらっと並んでいるわけだから、その 
中でやっているのはどんなことなのか、とても難しい TEACCH や ABA をやってますという所 
もあるが、そこまで要求しないけれども、ある一定のラインを明確に提示してほしい。今、巡回 
を始めたばかりだから、そのあたりでも基準があるといいと思う。この問題は神戸市だけでなく 
あちこちで起こっているが、神戸市もそれに先鞭をつける形で障害者を守って、障害者の方たち 
がそういう対象にならないように、良質なものが提供されるように見ていってほしい。 

    (委 員) 
実際に就職できる方というのもそれほど割合として多くないと思う。実際、行かれた後の問題と 
して、上司の方、指導されている方がかなり悪湿ないじめに近いようなことをして、ご本人が訴 
えたりしている。企業側で、小さな営業所の責任者の方、支店の方がどこまで理解しているかと 
いうと非常に不安を感じるが、是非、今後研修という形で、 低限こういう事だけは理解して欲 
しいことを言って欲しい。実際にジョブコーチの方から、そういうところに指摘される問題点は

どういう点が一番多いのか。 
   (委 員) 
     就労関係の事業所の件だが、この問題は国の方でも認識されていて、改良する方向で通知が出て 

いる。通われている障害の方がもう少し長い時間働きたいと言っても、短時間に抑えられるとか、 
日中十分な仕事が無いとかという問題は認識があって、報酬の中で通所に移行した方に多い加算 
であるとかそういった形で工夫がされている。いい方向に誘導という動きはあるかと思う。実際 
就職された後、いろいろな問題が現場では生じているということで、職場で定着支援という事に 
も就労推進センターでは力を入れている。実際企業を訪問して本人から困っていることを聞き取 
ると共に、雇用されている側にどういった課題があるのか、理解が十分でないために困ってるこ 
ともたくさんあると思う。双方のコミュニケーションを図ってお互いに上手く伝わってなかった 
ところを友好的な支援で解決を図っていくということは続けている。発達障害のある方は個々に 
状況が違うので、雇用する側の理解が無いために悪気なく言ったことが大きく影響して精神的に 
しんどい状態になっている事例も聞いている。そのあたりも上手く職場定着で取り組んでいきた 
い。 

(兵庫障害者職業センター) 
   企業の理解ということで、現場の理解が不十分。ジョブコーチは 初の受け入れの段階で障害特 

性を理解してもらって、ジョブコーチのやり方を見て掴んでいただく。受け入れの 初の段階で 
ジョブコーチ支援を活用してもらうよう周知を図る。 
必要があれば個々の企業に対して受け入れの前に従業員の方に対して、発達障害特性を研修のよ 
うな形で勉強会をしたり、どういう接し方がいいか理解してもらったうえで発達障害の方を受け 
入れてもらうということを行っている。他の障害者就労生活支援センターの方でも取り組んでい 
る。企業と障害者の方だけで受け入れを進めていくという形ではなく、支援機関をうまく取り込 
んでもらって上手に使って頂く形がより広がると定着に結びつく。 

（委 員） 
     障害者枠ではなくて企業に就職した場合、産業医によく相談されることは、対応が難しく、いろ 



いろな職場でトラブルを起こされるていることが多い。もともと障害者として雇用した場合なら、 
それなりの研修を受けておられるが、そうでない場合は対応の仕方を困っている。そういう場合 
に公的な相談窓口、障害者支援センターで、相談に乗ってもらえるのか。 

（兵庫障害者職業センター） 
     企業の方からの相談は結構多い。障害者の認定とか診断を受けていないが、対応を見ていると発 

達障害の特性が見えるが、どういう対応をしたらいいのか現場で苦労しているという相談が多い。 
診断を受けていない方にいきなり診断を受けろという形もおかしいので、特性の話を聞いて、そ 
の特性に対してどういう対応を取るのかを企業の方に説明したり、発達障害の診断を受けている 
いないは別として、そういう特性がある人には、どういう対応が効果的かということは助言でき 
る。診断に導くみたいなところは、私どもは発達障害支援センターのアドバイスを受ける感じで 
ある。 

（発達障害者支援センター） 
    大人の発達障害の相談窓口を市内 4 か所に設けている。実際企業の方からの相談を受けており、 

従業員が発達ではないか、上司が、部下がもしかして、という相談は受けている。本人が会社か

ら言われたということで直接相談に来た方もいるので、発達障害ということであれば、大人の相

談窓口なりに相談いただくこともできるし、就労推進センターでも受けている。 
神戸市の就労推進センターでも、企業からの相談も含めて障害者の就労ということで相談を受け

ているかと思う。 
（委 員） 

１８歳以上の方の相談窓口は今年で８年目だが、相談の内容は多岐に渡ってきている。その中で 
初から多かったのは、働きたいけど働けない、又は、働いているが周りと上手く行かないとい 

うようなこと。当事者はそういうかたちで働いている方は来られることが多い。実際、ここ数年 
は企業側から上司であったり同僚であったりから、又は、逆に部下の方からどうも働きづらい人 
がいて、そのことでいろいろ調べたら発達障害ではないかと思うが、本人自身は困り感が無く、 
どんなふうに対応すればよいかという相談もある。もともと、手帳が無くても発達障害ではない 
かという相談はすべて受けることになっているので、手帳が無くて普通に大学を卒業して就職を 
したけれど・・・という方の相談、家族の相談も受けているが、なかなか難しい。そういう方の 
次のステップがあるのかというと具体的には無いので、そういう意味では非常に難しいことであ 
る。連携しながら用意していくのが非常に大事だと思う。相談に来る企業には二通りあるが、ど 
うすればこの人が働きやすくなるのかという相談のところと、とても困っているのでこの人を何 
とか障害だと告知してもらって会社を何とか辞めてもらう方法はないかという雰囲気を持って 
いる方もある。相談者としては、本人を中心に時間をかけて相談に乗っているという状況である。 
特に大変な人は精神障害とかの二次障害、適応障害とかをおこしている。もう少し早い段階で

色々な治療や療育や相談に結びついていれば、ここまで本人はしんどくなかっただろうなという

ケースが結構ある。 
特別支援教育課にききたいが、特別支援学校の教育状況の中で、生徒の数が書いてあったり、市 
内の小中の特別支援学校の中で 92％が知的障害も含めた発達障害の子ども達だと書いてあるが、 
実際に、神戸市の地域生活支援センターの資料だが、18 歳未満で知的障害者手帳を取っている 
方が 4290 人、身体障害 1252 人と、28 年 4 月現在、両方足すと 5500 人近く障害手帳を持った 
方がいることになるが、この数を見ていると非常に少ない。他の人はどうしているのか。この中 
で診断を既にされている方とか、小中に入ってそれまでに普通で来たけど、やはりしんどくて高 
等部から急に増えている人数は、ほぼ発達障害ではないかと言われているぐらい増えていると聞



いたが、実情はどんなものか。県立の特別支援学校の 4 校の数が出ていないからわかりにくいの

だと思う。神戸市民であり、神戸の子どもだから、調査していただいた方が資料としては何人ぐ

らい特別支援学校に通っているのかがわかる。いつも思うが、神戸市の資料は出しても県の学校

教育の資料はちっとも出ないのは子どもたちにとってはどこの学校を選ぶかは県立も区分けにな

っているので出してもらった方がいいと思う。 
（特別支援教育課） 

  特別支援学校に入学するには障害としての認定が必要なので手帳が無ければ、発達障害だけでは 
特別支援学校に入学できない。だから、そういう方は普通の学校で、小中学校でいえば特別支援 
学級になる。通常の学級だと通級指導の中での指導を受けることになる。神戸市立の特別支援学 
校の分だけしか記載していないが、神戸市内には県立の学校もあるし、北区についての通学区域 
としては県立の神戸特支があるのでそれだけは把握はできるが、神戸市民だけで言うと西区の、 
のじぎく特別支援学校に通う区域の方もいるし、神戸市以外の県立の特別支援学校へ通っている 
方もいるので、その中で全部それを拾い上げていかないと神戸市の子どもたちがどこへ行ってい 
るかということについてのデータは分からないので、我々の方でもすべてを把握してまとめると 
いうことはしていない。 終的に、進学に際してはすべては神戸市の方である程度就学支援とい 
うことで話を受けているので、そういった方々がどこへ進むのが一番ふさわしいのかということ 
については、神戸市の方でもできるだけアドバイスをして進学についてなど把握するようにして 
いる。              

  （委 員）      
 同じ市民である限り同じサービスを受けられるよう、是非、お願いする。 
保護者の方の立場から感想、コメントを頂けたらと思う。 

 （委 員） 
  10 歳だった発達障害の子が 20 歳になり、30 歳になり、今、親の会の関心事はやはり自分たち 
  亡き後。それは自分が介護を受けるその時にこの子たちはどうするのか。色々な書類 1 つ取りに 

行けるのか。そういう事が今はすごく心配ごとになっていて、ピュアコスモでは今でも同じよう 
に学校の先生との付き合い方とかをやっているが、 終的にはエンディングノートであったり、 
保険の話であったり、変わってきているということをお知らせしたい。 

 （委 員） 
  保護者としては、同じように、たつの子も設立してから年数が経っており、半分以上が成人会員。 

勉強会も就労であったりとか、もっとその先の事になっている。そこに至るまでに、子どもの療 
育体制が整って来たりとかで、非常に環境的には私たちの子どもが小さいときから変わってきて 
恵まれている。それと同時に、保護者も変わってきて、実際、子どもの療育に来ているが、奉仕 
支援をしているような状況になっている。、子どもたちをずっと見ているのは保護者になるので、 
幼少期から保護者の支援を充実して頂くのが子どもたちの先、もちろん就労すべてに関わってく 
ると思うので、療育体制の充実とともに保護者支援もお願いしたい。 

 （委  員） 
ありがとうございます。保護者のつながりも神戸市の方で考えていただければと思う。 
時間も来ましたので、事務局の方へお返ししたいと思う。 
 
   

    


