
平成 27年度 第１回発達障害者支援体制整備委員会 議事録 

 

１．日 時：平成 28 年 3月 11日（金）18：00～20:00 

２．場 所：県庁４階第１・２会議室 

３．参加者：委員 7名出席 

   （議事進行） 山城貴子 障害福祉課長 

 

（委  員） 発達神経クリニック プロップ院長   城間直秀      

沖縄中部療育医療センター言語聴覚士  大城貴子  

西原町福祉部 健康推進課 

母子保健係 主査           兼次順子  

        読谷村立 古堅小学校 校長      崎濱朋子 

        南部地区発達支援研究会“すくらむ”  仲村磨美 

さぽーとせんたーi 相談支援専門員   岡崎綾子 

那覇市こどもみらい部こどもみらい課 

那覇療育センター 主幹         佐久川博美  

 

（事務局） 

子ども生活福祉部 障害福祉課 地域生活支援班   渡久山班長 

〃        仲宗根 

           

発達障害者支援センター がじゅま～る        高良センター長 

与那城主任 

冨樫 

嘉陽 

４．議事 

 （１）新・沖縄県発達障害者支援体制整備計画の進捗状況について[障害福祉課] 

    会議資料１P.2～P.5及び参考資料 2を使用して、平成 27年度の実績報告につい

て説明（参考として、資料５を添付） 

 （２）発達障害者支援センター運営事業の事業実績・計画等について[発達障害者支援

センター] 

    会議資料３、当日配布の参考資料１、参考資料２を使用して、平成 26 年度発達

障害者支援センター運営事業実績報告、平成 27 年度発達障害者支援センター運

営事業執行状況、平成 28 年度事業計画について説明。（参考資料として、当日

配布：参考資料３、参考資料４、参考資料５を添付） 

 （３）子どもの心の診療ネットワーク事業の実施状況について[健康長寿課] 



    会議資料５を使用して、事業概要について説明。（参考として、「こども診療科」

のパンフレットを添付） 

     

５．議事について（質疑・意見等） 

 （１）新・沖縄県発達障害者支援体制整備計画の進捗状況について 

   ①事後教室の開催について【兼次委員】資料１ｐ2 

   ・資料１ページ２にある親子通園事業（事後教室）について、事後教室は、徐々に 

増えてきているとは思うが、南部地区では、事後教室の取り組みのモチベーショ 

ンが下がってきている地区もあったり、やめてしまう地域もあった。事後教室の 

精度管理など、市町村だけに任せるのは厳しい印象があるがどうか。 

   →事後教室については、市町村の単独事業となるため、市町村の財政状況によって 

も廃止するなどもあると思われる。大きな市町村では、資源としては有効と考え 

られるため、県としては計画の数値目標としてあげさせてもらった。 

また、市町村の体制づくりのチェックシートなどもあるため、それで把握するこ

とができる。数値目標 22 とあるが、小さな市町村は、人が集まらない等で立ち上

げまでできないところもあると思われるが、市町村の体制に応じて増やせるよう

協力していきたいと思う。今後は、がじゅま～るの実施事業で、事後教室の立ち

上げ支援等もあるため、がじゅま～ると協力して継続実施していきたい。（障害福

祉課渡久山班長） 

【佐久川委員】 

・感想ということになるが、私の認識としては、事後教室は、予防的な側面を持っ

ており、事業所につながらなくても関わった子どもたちは全員とは言えないが、

確実によい方向に変わっていると思う。なので、事後教室を実施している市町村

の実態ということについても前向きに評価をしていいと思う。 

 

   ②幼児教育施策プログラムの策定率について【城間委員】 

・資料１の P5 の No７幼児教育政策プログラムの策定率とは何か。 

→資料２の P４の No22 に、事業の内容目的が記載がある。内容としては、「市町村

における幼児教育策定プログラムの策定を支援し、特別支援教育の充実を図ること

や、総合教育センターにおいて、特別支援教育研修会を実施し、理解と支援方法の

向上を図る等の取り組みを行う。」としている。目標では、100％としているが、ま

だ、進捗は進んでいないようである。（障害福祉課渡久山班長） 

 

【城間委員】 

・幼稚園の福祉保育をプログラムを作ろうとしているのか。幼児教育で何をしよう

としているのかよくわからない。 



→総合教育センターに、幼稚園担当の教諭がおり、特に幼稚園の先生の特別支援教

育の充実を図っている。新任、5 年目、10 年目のすべての先生に対しての特別支援

教育の研修等を実施している。（県立学校教育課城間主任指導主事） 

【城間委員】 

・最近だと保育園の先生が幼稚園に入ったり、幼稚園の先生が保育園に入ったり等、

交流がでてきている。この中で、幼稚園だけ比較してどう意味があるのか。今後は、

保育園と幼稚園をどう連携させていくのかが必要となってくると思う。 

→義務教育課の方で、幼保（幼稚園及び保育園）の連携という内容についての事業

も行われている。保育園から来た先生についても特別支援教育について知ってもら

うという研修を総合教育センターの方が担っている。（県立学校教育課城間主任指導

主事） 

  ③発達障害者就労支援者育成事業（沖縄労働局実施事業）の実績について【岡崎委員】 

・資料２のＮｏ93 について、非公表のため、実績の掲載はなしとあるが、実際はどう

なのか。どんなことをしているのか。事業所とは一般企業のことか。労働局がやって

いるのか。 

→事業所は一般の事業所のこと。国の労働局でやっている事業についても社会資源と

してあるということで入れ込んでいる。事業実績が公表されていないということで入

れていないが、詳しい内容については、個々で調べていただき、ここでは社会資源と

してあるという意味で入れさせていただいている。労働局のＨＰには、そのサービス

の内容等も掲載されている。（障害福祉課渡久山班長） 

  ④住まい・地域支援部会の具体的な内容について【大城委員】 

・資料１の 2 ページ及び 3 ページ目にある①住まい・地域支援部会について具体的な

内容について確認したい。 

→主に病院及び施設に入院（所）している精神障害者を地域に移行させ、定着させる

ようにすることを主な目的として活動している部会となっている。発達障害の方も自

閉症の方も対象にしており、主に精神障害を対象としているが、地域移行にむけた話

し合いのため部会を平成２６年度から開いて議論をしているところ。（障害福祉課渡久

山班長） 

  ⑤圏域自立支援連絡会で宮古がないことについて【大城委員】 

  ・資料１の 2 ページ及び 3 ページ目にある圏域別支援連絡会で宮古がないことについ

て教えてほしい。 

  →宮古圏域は、宮古島市と多良間村があり、多良間村では、高齢者はいるが、目に見

えて重い障害がある人はいないという意識があった様であり、これまで設置されてこ

なかった。圏域のまとまったものではないが、宮古島市にて、自立支援協議会は設置

されていた。しかし、今年度は、3 月 25 日に多良間村も圏域の自立支援連絡会議に入

ることとなっているため、今後、宮古圏域の自立支援協議会として活発化していくと



思われる。 

  あと、がじゅま～るや琉球大学の事業で多良間村へ行って発達障害に関する研修事

業も始めており、すでに支援を進めている。（障害福祉課渡久山班長） 

  ⑥総合精神保健福祉センターによる相談支援等について【大城委員】 

  ・昨年度より相談支援件数が減っている理由について、教えてほしい。 

  →相談体制が弱くなったというわけではなく、実数が減ったということで理解をして

いただきたい。（障害福祉課渡久山班長） 

⑦障害者就業・生活支援センター運営事業で、登録件数が減っている理由について【大

城委員】 

→ナカポツセンター（障害者就業・生活支援センター）は、５圏域にあり、登録者数

というのは、本人や支援者が、ナカポツセンターの支援が必要な場合の中でやってい

くということであるため、障害福祉サービスを受けたり、就労について相談をすると

いうものになっている。予算自体は、同じように組んでおり、実数としては減ってい

る実態はあるが、支援が弱くなったというわけではないと思われる。しかし、ナカポ

ツセンターの活動について周知されていないという意見もあるため、その点について

は、県の就労部会でも課題として意見交換しているところ。（障害福祉課渡久山班長） 

⑧障害者の実雇用率がどうなっているか。【大城委員】 

→沖縄県は、平成 27 年度は 2．29、平成 26 年度は 2．15、平成 25 年度は 2．12、平

成 24 年度は 1．95、平成 23 年度は 1．80 と、全国でも今年度は 6 位、去年は 7 位と

なっており、実雇用率は右肩上がりで上がってきている。発達障害の方で障害者手帳

をもっていない方はカウントされないが、精神保健福祉手帳を持っている方で発達障

害であれば、カウントされているため、発達障害の方も一般就労のところでは入って

きている。精神の手帳がない人が拾われていないことが課題であるが、一般就労では

少しずつ改善していると理解していいと思われる。（障害福祉課渡久山班長） 

⑨私立幼稚園特別支援教育補助事業（助成園数）について【佐久川委員】 

・資料１の 2 ページ目にある私立幼稚園特別支援教育補助事業（助成園数）について、

減少しているとあるが、実態は増えている印象しかないが、なぜ減少しているのか。

手続きに難しさがあるのか、県として予算を出しにくい状況にあるのか、それとも実

態はわからないままに私立幼稚園で診断がついていない児童を多く受け入れている状

態にあるのか。 

  ・療育センターを利用している親御さんでも保育園へ入所することは厳しすぎて入園

できない児童が多い。働く予定はないが、子どもが集団を必要としているという親御

さんについては、公立の 2 年保育にすごい勢いで流れている。たとえば、那覇の場合

だと特別支援学級については、定員が約 10 名以下なので、確実にあふれている状況に

ある。そういう発達にデコボコのあるお子さんを通常のクラスの中で、たくさんの人

数の中で先生たちががんばっている状況にある。それで、地域では難しいというお子



さんについて、私立幼稚園に希望を見いだしている親御さんが多くおり、受け入れも

していただいている状況にあるが、なぜ、助成数が減少しているのかがよくわからな

い。もし、なにかみえるものがあれば教えていだだきたい。 

  →補助事業ということで、予算的なものなのかどうなのか要因については詳しくはわ

からないため、次の委員会までには調べて報告できるようにしたい。（障害福祉課渡久

山班長） 

  ※後日、総務私学課へ確認：本事業では、障害児の数を障害者手帳の有無又は医師からの診断書をも

とに、助成をしており、平成 25 年度に比べ障害児の数は、園数単位で見ると減少したが、平成 27 年

度は増えており、年度毎にばらつきがあるとのこと。 

【佐久川委員】 

・⑨について、ぜひ応援できるようにしてほしい。 

⑩子ども・若者社会適応促進事業について【佐久川委員】 

・資料１の 3 ページ目にある子ども・若者社会適応促進事業について、３団体へ委託と

あるが、その３団体とは、どの団体となるのか確認したい。 

→資料２の事業番号 81 となっているが、確認をして報告をさせていただきたい。 

（障害福祉課渡久山班長） 

※後日、青少年・子ども家庭課へ確認：3 団体の委託先については、名護サポートステーション、沖

縄サポートステーション、琉球サポートステーションの団体とのこと。 

⑪特別支援教育指導資料集作成について【崎濱委員】 

・資料１の 3 ページにある特別支援教育指導資料集作成についてお聞かせ願いたい。教

育現場では、自閉症・情緒学級がすごい勢いで増えていて、知的特別支援学級と情緒

学級の教育の内容が混乱している状況がある。障害の特性に応じた支援のモデルや知

的、自閉・情緒、通級等の研究会など、それぞれの研究体制の構築に向けて、県の後

押しがほしいが、お考えをお聞かせ願いたい。 

→平成 27 年度は、知的学級、情緒学級、言語学級のそれぞれの種別に応じたい事例集

を作成しており、発刊予定をしている、平成 28 年の 4 月から 5 月に配布をする準備を

している。（県立学校教育課城間主任指導主事） 

 

（２）発達障害者支援センター運営事業の事業実績・計画等について 

 ①不登校の対応とその予算のあり方について【岡崎委員】 

・不登校の対応というところで、那覇では、教育相談課があるが、他市町村ではそう

いう似たようなものがあるのか。教育相談課からアウトリーチということで、お家に

行って支援ということで福祉的な感じの支援もあり、すごく私としてはいい動きなの

かなと思う。福祉と教育が合体して予算配分をすることもありなのかなと思うのです

が、そういう考えというものはあるのか。 

→「全国適応指導教育連絡協議会四国・九州地域会議沖縄大会」に今年度、分科会③



テーマ「発達障害者等の困難を抱える子どもへの関わり」の方に、センターも企画の

段階から関わらせていただいた。やはり、不登校の問題と発達障害の関連の深さとい

うのは、岡崎委員がご指摘してくださったとおりだと思う。県内外の適応指導教室の

指導員や、担当教員の先生方を参加者の中心とした会であるが、こういった分科会も

研修機会ということで、県の教育支援センターの特別支援班や、教育経営研修班など、

県の教育センターの「てるしの」という適応教室等、先生方とも連携しながら、取り

組ませていただいたところ。教育センターとは、定例で連絡会を行っており、不登校

を含め、いわゆる適応に少し問題を抱えた子どもたちへの支援ということにも、セン

ターで課題を共有しながら、引き続き取組を進めていきたい。（発達障害者支援センタ

ー） 

 

 ②発達障害者支援センター職員から見た支援の手応えについて【城間委員】 

・率直なところ、こんなにたくさんいろんなことをやっていて、よく頑張っているな

ぁと感心している。ただ、どんなところで手応えがあって、どんなところで、手応え

がないというか、これもたくさんあって、優先順位は書かれているが、正直なところ

を知りたい。 

→現場での実感としては、関係機関からの講師派遣の依頼は年々増えている。領域が

多岐にわたるため、難しさを感じることもあるが、このような形で依頼をしてくる機

関が広がったり、連携の場や情報交換の機会は、以前よりは、徐々に広がってきたと

感じている。また、たとえば離島の市町村の保健師さん達から、自分たちの地域にお

いても気になる子どもたちがいて、そういった子どもたちや保護者に支援を届けたい

ということでのご連絡をいただき、一緒に現場に入らせていただいたり、作っていく

作業というところでは、ものすごく、手応えを感じるというところもある。 

・ただ、年度が変わり、担当者が変わったときに、もう一度、新しいメンバーで、地

域の課題を共有する必要もあるように感じる場合もある。市町村の体制整備と充実に

向け、センターとしても引き続き関わっていきたい。（発達障害者支援センター与那城

氏） 

→やればやる程、ライフステージ全てにまたがるため、どんどん裾の尾が広がってい

っている。今回もトラブルシューターをやると、地域支援定着支援センターとの連携

とか司法とのつながりが、どんどん奥行きも深く、幅もどんどん広がっていく。沖縄、

離島含めて、開拓すればするほどというような印象はある。（発達障害者支援センター

高良センター長） 

 

③発達障害者支援センターの支援の方向性及び相談内容の変化について【佐久川委員】 

・盛りだくさん毎年頑張っているなと思うが、中期的というか長期的に今後絞ってい

くなどをして、方向性をまとめていかないと手に余ってくるところもあるかなと思う。



いずれは、こういうところをピンポントにやりたいとか必要ではないだろうか。 

・もう一つ、平成 26 年度と平成 27 年度の参考資料を見てみて、最初のページの円グ

ラフを見ながら、個人的な感想だが、平成 26 年度は、相談の内容っていうのは、年齢

を超えて、情報提供と医療の診断みたいなところとかが多かったものが、27 年度から

は、家庭生活にものすごく領域が広がっている。これはたとえば、情報は段々わかっ

てきた、医療も少し、こういうところが共有してくれた、でも、実際は、家庭に生活

の中で、関わろうとする親だったり、兄妹だったり、当事者だったたりが、困ってい

るということが今、すごく大きく相談内に広がってきているということか。そうなる

とお家の中で、どんなことが起きているということだろうか。 

→厳密な分析というところまでは難しいが、今年度からスタートした地域支援マネジ

メント強化事業では、主に成人期を対象に、地域の事業所等における対応力の向上を

目指した事業を進めている。相談支援事業所からつながってくるケースも増えている

ことが、もしかしたら関係しているのかなと思われる。（発達障害者支援センター与那

城氏） 

 

【佐久川委員】 

・最初の頃は、乳幼児期が中心だったのが、就労にもう少し手を入れることが必要とい

うことで、段々そこにもシフトしていって、その裾の尾が広がっていっているが、今後

ちょっとずつ整理をして、中期的には、ここを中心に、その次はここを中心に、いずれ

はこんな感じというのが、希望としては何かあるのかなと。 

→年間計画で、優先順位をつけて計画をしているところですが、今やっていることから

積み上げていくというようなやり方で、事業計画は作っていく予定。（発達障害者支援セ

ンター高良センター長） 

→これまでの取組として、まずは、早期支援のところを特に重点取組ということで、一

番に掲げてずっと進めてきた。現時点でその取組みの継続が必要なくなっているかとい

うと、けしてそうではないが、直接支援の過半数が成人期のため、そういった方々の支

援の受け皿の整備にも、センターとしてもあわせて取り組んでいるところ。 

平成 27 年度は、地域支援マネジメント強化事業という成人期を対象とした事業もスタ

ートしているため、これまで、十分対応できていなかったところにも、今、関わりを拡

げつつある状況。ただ、今、乳幼児期の段階のお子さんたちへの実際の状況ということ

で、支援体制が整っているかということでは、市町村の実態調査結果などからも課題が

示されたため、市町村発達障害支援体制サポート事業、こちらは、平成２８年度までと

なっているが、このような事業による市町村支援は、継続的に取り組む必要があると感

じている。（発達障害者支援センター与那城氏） 

 

 



【佐久川委員】 

・すごく頑張っているので、燃え尽きないようにやっていただきたいなというのと、あ

と、支援センターをサポートする発達障害者支援センター連絡協議会等が外から応援し

たりセーブをかけたり、次の課題はここではないかとで、客観的な判断などもしていた

だけているならいいなと思った。 

→センターの作ったＡ３の資料で（平成２８年度発達障害者支援センター事業計画案）、

一番下に圏域別研修というのがあるが、保健所（次年度より福祉事務所に再編）が中心

となって圏域ごとに課題に対応した研修など、体制づくりというものをそれがベースに

なってもらいたいと考えている。その元で市町村の協議会もしっかり見直してもらいた

いということがあるので、それが機能してくれれば、センターが、個別に支援しなくて

もいいような形にもっていかないといけないと思っている。県としては、福祉保健所の

圏域を中心にした体制作りというのは、どんどん進めていきたい。 

・あと、がじゅま～るの事業は、発達障害者支援センター運営事業と市町村発達障害者

支援体制サポート事業、発達障害地域支援マネジメント強化事業ということで、３つの

事業となっている。特に目的が特化した市町村の支援とか、成人を対象にした発達障害

者地域支援マネジメント強化事業というのは、目的があるので、裾の尾が広がってきた

ときに、全部をカバーするというところもありますが、事業ごとの目標をはっきり見な

がら、センターとして、裾の尾が広がりながらもポイントを絞って、効果的なやり方を

また、県としても考えていこうかなというところ。（障害福祉課 渡久山班長） 

 

【岡崎委員】 

・佐久川委員より、家庭生活の相談が増えているということでありましたが、私もすご

くそこは感じていて、医療とか本人を取り巻く福祉サービスとかは充実してきているが、

親御さんの支援というのが手薄かなと思う。私の仕事の中で親御さんの支援をしている

が、お母さんたちから、「親が落ち着いて安心していれば、結構子どもって大丈夫なんで

すよね。」という声がよく聞こえる。確かにそうだと思う。一番の支援者は、親なので、

一番の被害者というか、大変なのは親だと思う。先ほどの支援機関連絡会議の関係各課

で委員を構成しというところで、結局、医療とか福祉、教育、全部、いろんな関係機関

が、ある訳ですから、やっぱりもっと力を貸していただいて、全部が全部支援センター

がやるものでもないと思っているし、せっかくある支援センターという位置づけという

のもまた見直していった方がいいのかなと思う。連携先でしっかりしていれば、もっと

楽だと思う。いろんなところが、発達障害の部分をもっと丁寧にやっていただいて、家

族を支えるというなんか仕組みが充実していけたらいいのかなと。一般社会では、発達

障害は何パーセントと少ないんだけど、発達障害の当事者のお家って、結構みんなバラ

バラで、まともな人が病気になるというケースはいっぱいある。そういう実態をどこで、

誰が、分かるのか。やっぱりトータルで見ていくと、わかりやすいが、部分部分で関わ



っていくと、非常に見えにくい。なので、発達障害だからとか発達障害じゃないからと

は別にして、困っていることに対して、いろんなところが、一緒に考えてくれるのが必

要なのかなと思う。 

 

【仲村委員】 

・保護者の支援で、自分の体験からもその時に知り合った親同志が、今もすごく励みに

なっているところもあるので、やっぱりその上でも気づきの支援で、支えてもらいなが

ら、親同士も絆を深めていくというのが、その後も支えられると思う。もちろん、支援

者にも支えてもらいながらというのもものすごく大事なことだと思うが、当事者の親と

かが集まりを増やす必要もあるかもしれない。 

・乳幼児期の通所支援も県内では、半分くらいの設置数ということであるが、何年か前

からもっとたくさんの通園教室があればいいなと思っているが、なかなか増えないなと

いうのが、正直な感想。 

・これだけたくさんの計画とサポートは進んでいるとは思うが、やはり保育園の中、幼

稚園の中、小学校の中で、がんばっている子どもたちとか親御さんがいらっしゃるのが

実際なのかなという印象はある。確かに、キーマンとなる方に、色々研修を受けていた

だいて、一人一人のライフステージにあったキーマンになる方の認識とかそういったも

のが、高まっていくことで、そこから、親御さんまで届いていくことがあるんだろうと

思うが、本当に長い時間がかかりすぎているのかなと思う。子どもたちはどんどん大き

くなっていく間に、支援が追い着いていないのかなという気がする。学校の支援の中で、

ヘルパーさんが８００名近くいらっしゃるという記載もあるが、実際に、ヘルパーの支

援を受けるときに、ほんとにただの見守りというか、そばについているだけという現状

もあるのかなというのと、資格とか研修というのがどれくらいあるのかなというのも気

になるし、やっぱりその方がうまく、子どもをフォローしたり、担任の先生とのやり取

りの中で、しっかりこの子に必要な支援をわかっていただけないと、ただ付いているだ

けという形になってしまって、もったいない時間を過ごしてしまっているので、そうい

ったところの質を高めていくという、本当に子どもたちに寄り添った支援が、学校の中

でできているのかという、そういう細かいところになってしまうんですけど。 

→家族というか自助グループの役割が、今後、高まっていくんじゃないかなと感じてい

る。例えば、親御さんが集まって、家族会を作ったりすると思うが、今、児童デイサー

ビスがたくさんあるため、それを母体にして、集まり、児童発達支援の１８歳以上なっ

たらそれが外れるけれど、その事業所の中で、成人になっても集まっていく場というか、

そういったものがうまくいっている例もあったりする。また、市町村によっては、児童

館とかを自助グループに貸したりして、親御さんが集まっているというので、うまくい

っている事例というのもあるので、障害福祉サービスとかフォーマル以外のものでも、

家族会などの自助グループの立ち上げ支援というのが、今後、ますます必要になってお



り、成人になっても居場所づくりというとこでは、益々、重要になってくると思う。そ

れについては、県の協議会でも研究したいなと思っているが、なかなかインフォーマル

なところなので、少し、どういう風にやれば、うまくやれるのか見えない部分はある。（障

害福祉課渡久山班長） 

 

（３）健康長寿課（母子保健班：上里班長）「子どもの心の診療ネットワーク事業」につい 

て【城間委員】 

・拠点病院が琉球病院であるということは聞いていたが、地域でやってきているクリニ

ックと琉球病院との連携をどうしていくつもりなんだということがまず知りたいという

こと、何でも拠点病院に回ってきたから 1 年待ちになったと書いてあるが、この一年間

で、直近の数はどれくらいあったのかということが知りたい。 

・現場のクリニックでやっているような世帯の生活環境とか保護者以外の状況の把握だ

とか、たとえば、不登校の主訴の場合と自閉症児の特性がメインの場合（例えば、過敏

だとかこだわりが強いとか）あるいは、ADHD の症状とか、こういったものを琉球病院

が、今後もファーストでやるつもりなのかどうか。 

→ファーストでやることは考えていない。クリニックで対応できない二次障害等や入院

が必要な児を紹介していただき、琉球病院で治療や診断、ある程度の見通しや支援方法

をみきわめ、その後は紹介元に戻す。また、診療に必要な研修を行う。など連携して地

域で児をフォローできるようにする事業である。（健康長寿課 上里班長） 

 

【城間委員】 

・どういう風に現場と連携をしていくつもりなのかという問いかけもないですし、連携

している心療内科の先生からも話を聞いているが、紹介しようとしたら、行為行動障害

の方の入院を要する児童でもすぐとってくれなかったという話がある。入院が必要な児

童を是非とってほしい。 

→医療機関との連携について、こちらからのオーダーでは、どうせなら関わっていると

ころを集めてほしいという話をしていた。しかし、いきなり広げきれないという琉球病

院の意見があって、参加者は、県立病院、保健所、児童相談所、名護療育園、がじゅま

～るなど行政がほとんどだった。まずは、そこから始めた経緯がある。 

また、医療の連携の部分では、宮古と八重山を先にということで、そこから始めてい

る。でも、ニーズが高いのは、本島なので、本島で専門的にやっているところと一般小

児科・精神科でやっているところと定期的に児童に関わっているという方もいっぱいい

らっしゃるはずだから、そこと是非、強力に連携してほしいというところをオーダーを

しているところ。一年目からオーダーをしているところですけども、なかなかこっちが

うまくいっていない。（健康長寿課 上里班長） 

 



【城間委員】 

・こどものこころ関連で製薬会社ベースだと、琉球病院以外の方が集まっている会議は

ある。琉球病院はなぜか入っていない。いわゆる製薬会社ベースなので、入り切れない

かもしれない。そういう会議を県でも持っていただけたら。実際に、第一線でやってい

る人たちを集めてほしい、その人たちの意見を聞いてほしい。 

 

以上 


