資料３
○沖縄県発達障害児（者）支援機関連絡会議について
＜設置目的＞
発達障害児（者）及びその家族に対し、途切れのない支援を推進するため、庁内の関係課（所）長で構成する協議の場を設置。
連絡会議において、庁内の発達障害児（者）に対する支援施策の進捗状況の確認や課題への対応策に対する協議を行うことにより、発達
障害者支援法、体制整備計画及び人材育成計画の着実な推進を図る。

＜所掌事務＞
(1)
(2)
(3)
(4)

発達障害児（者）等に対する支援に係る現状及び課題の共有
支援体制整備計画に基づく総合的かつ計画的な事業推進
市町村が実施する発達障害児（者）支援施策の推進に対する県の支援体制強化
庁内関係課（所）における所管事項を明確にした推進体制の確立

＜関係機関＞
福祉保健部（障害保健福祉課、国保・健康増進課、青少年・児童家庭課、児童相談所、知的障害者更生相談所、総合精神保健福祉センタ
ー、福祉保健所）、観光商工部（雇用労政課）、総務部（総務私学課）、教育委員会（県立学校教育課、義務教育課）、病院事業局（県立病
院課）

発達障害児（者）支援体制整備計画に基づく連携体制のイメージ
沖縄県発達障害者支援
体制整備委員会
（福祉保健部）
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沖縄県発達障害児（者）支援機関連絡会議設置要綱
（平成２１年８月１０日福祉保健部長決裁）
（設置目的）
第１条 発達障害児（者）及びその家族に対し、途切れのない支援を推進するため、
総務部、福祉保健部、観光商工部、教育委員会及び病院事業局の関係課による沖
縄県発達障害児（者）支援機関連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。

別表１（第３条関係）
連絡会議委員
委員長
副委員長
委員

（所掌事務）
第２条 連絡会議は次に掲げる事項を所掌する。
（１）発達障害児（者）等に対する支援に係る現状及び課題の共有、及びその
対応協議に関すること。
（２）沖縄県発達障害児（者）支援体制整備計画に基づく総合的かつ計画的な
事業の推進に関すること。
（３）市町村が実施する発達障害児（者）支援施策の推進に対する県の支援体
制に関すること。
（４）所管事項を明確にした推進体制の確立に関すること。
（組織）
第３条 連絡会議は、別表１に掲げる機関等で構成し、下部組織として別表２に掲
げる職で構成する実務者会議を設置する。
２ 連絡会議の委員長は、福祉保健部福祉企画統括監の職にある者を、また副委員
長は保健衛生統括監の職にある者を充てる。
（会議）
第４条 連絡会議は、委員長が招集し、議事を進行する。
２ 連絡会議は、発達障害児（者）に対する支援施策の進捗状況の確認や課題への
対応策を協議し、支援施策を着実に推進するため、定期的に開催するものとする。
３ 実務者会議は、障害保健福祉課の班長が招集し、議事の進行を担当する。
４ 実務者会議は、支援の現状及び課題について、具体的かつ実務的な検討を行い、
連絡会議においてその内容を報告するとともに、対応策の提案を行うものとする。
（所管事項）
第５条 発達障害者支援関連事業に係る所管事項は別表３のとおりとする。
（庶務）
第６条 連絡会議に関する庶務は、福祉保健部障害保健福祉課において処理する。
（その他）
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附 則
この要綱は、平成２１年８月１０日から施行する。

福祉保健部

所 属・職 名
福祉企画統括監
保健衛生統括監
障害保健福祉課長
国保・健康増進課長
青少年・児童家庭課長
児童相談所長
知的障害者更生相談所長
総合精神保健福祉センター所長
福祉保健所長

総務部

総務私学課長

観光商工部
教育委員会

雇用労政課長
県立学校教育課長
義務教育課長

病院事業局

県立病院課医療企画監

別表２（第３条関係）
実務者会議委員
委員

福祉保健部

所 属・職 名
障害福祉保健課地域生活支援班長
国保・健康増進課母子保健班長
青少年・児童家庭課保育班長
青少年・児童家庭課児童育成班長
児童相談所自立支援班長
身体障害者更生相談所相談判定班長
総合精神保健福祉センター相談指導主幹
福祉保健所地域保健班長

総務部
観光商工部
教育委員会

福祉保健所総務福祉班長
総務私学課私学・法人班長
雇用労政課雇用企画推進班長
県立学校教育課特別支援教育主任指導主事
義務教育課義務教育班長

病院事業局

県立病院課主査

別表３（第５条関係）
発達障害者支援関連所管事項一覧
発達障害者支援法の根拠
１

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

児童の発達障害の早期発見等（法第５条）
① 市町村は、母子保健法に規定する健康 ・ 早期発見のシステムが不十分

・ 市町村に対する指導、助言、技術 ・ 市町村に対する指導、助言、 ・ 乳幼児健康診査マニュアルの 福祉保健部

診査等を行うにあたり、発達障害の早

→健診方法、内容の見直し必要

期発見に十分留意 しなければならな

→健診従事者の更なる専門性の ・ 保健師研修会の実施

い。

的援助

技術的援助
・ 保健師研修会の実施

向上が必要

作成の検討

国保・健康増進課

・ 保健師等の資質向上のための 福祉保健所
研修強化

→健診後のフォローアップシス
テムの充実が必要

② 市町村の教育委員会は、学校保健法に ・ 就学時の健康診断時に「発達障 ・ 特別支援教育理解推進事業
規定する健康診断を行うにあたり、発

害」の発見をすることが困難

達障害の早期発見に十分留意しなけれ
ばならない。

・ 医師、大学教授、学識経験者等 ・ 巡回アドバイザーの資質向上 教育委員会

平成 20 年〜22 年度実施

からなる専門家チームを教育

（専門家チーム）
・ 教師等に対する研修強化が必要

を図る研修取組

県立学校教育課

事務所に設置し、学校からの要

義務教育課

請に応じ、発達障害等の判断を

総務部総務私学課

行い、学校及び特別支援教育巡

・ 保育所等からの園児の引継ぎに

回アドバイザーへ専門的な立

ついて方策の検討が必要である。

場から指導助言を行う。

・ 気になる子の学校への引き継

福祉保健部青少

ぎ方法の検討

年・児童家庭課

③ 市町村は、児童に発達障害の疑いがあ ・ 身近な地域で支援が受けられる ・ 発達障害者支援センター運営事 ・ 発達障害児（者）及びその家族
る場合には、適切に支援を行うため、

体制が不十分

業

当該児童について継続的な相談を行う ・ 各関係機関の連携体制の強化が
よう努めるとともに、必要に応じて、

必要
する地域での支援の受け皿が必

童の保護者に対し、発達障害者支援セ

要

障害保健福祉課

就労支援を行う。

・ 関係施設及び関係機関等に対す ・ 市町村における発達障害相談

当該児童が早期に医学的又は心理的判 ・ 発達障害の疑いのある児童に対
定を受けることができるよう、当該児

福祉保健部

に対する相談支援、発達支援、

る普及啓発及び研修を行う。

・ 医療、保健、福祉、労働、教

窓口を強化するため、人材育
成の研修を推進する。

児童相談所、知的

育及び家族会代表等で構成す ・ 支援センターと連絡協議会が 障 害 者 更 生 相 談

ンター、都道府県が確保した医療機関

る連絡協議会を設置し、総合

連携し、市町村や関係機関に 所、精神保健福祉

その他の機関を紹介し、又は助言を行

的な支援を推進する。

対する支援を推進する。

うものとする。

・ 障害児等療育支援事業の実施

センター

・ 県内９カ所の社会福祉施設等 ・ 発達支援を行うととともに、 福祉保健部
で実施

施設、保育所等への巡回指導 障害保健福祉課
を強化する。

・ 障害児巡回就学相談活動事業

・

市町村等へ巡回し、幼児等へ

沖縄県

の就学に関する相談を行う。

総合教育センター

・ 診断、治療可能な医療機関が少な ・
い。

発達障害者支援センター運営事 ・ 医師等の専門性を向上するた ・ 県医師 会等の 協力を 得なが 福祉保健部
業（再掲）

・ 医師等医療関係者に対する研修 ・ 人材育成計画の策定

めの研修の実施
・ 医療機関の連携体制の構築

強化が必要

ら、
医療機関の確保に努める。 障害保健福祉課
・ 各医療機関に対して、国が実
施する医療関係研修への派遣 病院事業局
を推奨する。

発達障害者支援法の根拠
２

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

早期の発達支援（法第６条）
① 市町村は、発達障害児が早期の発達支 ・ 市町村の相談窓口の強化が必要

・ 相談窓口強化のための研修事業

援を受けることができるよう、発達障 ・ 身近な地域における発達支援体
害児の保護者に対し、その相談に応じ、

制整備の促進が必要。

発達障害者支援センター等を紹介し、 ・ 市町村と支援センター等との連
又は助言を行い、その他適切な措置を
講じるものとする。

・ 市町村における発達障害相談 福祉保健部

の実施
・

窓口を強化するため、人材育成 障害保健福祉課

発達障害者支援センター運営事 ・ 市町村と連携を図り、発達障
業（再掲）

携強化が必要
・ 親子通園を実施している市町村

の研修を推進する。

害児（者）及びその家族に対 ・ 支援センターと連絡協議会が
する相談支援、発達支援を行

連携し、市町村や関係機関に対

う。

する支援を推進する。

が少ない。

② 都道府県は、発達障害児の早期の発達 ・ 途切れのない支援体制を構築す ・ 発達障害児（者）支援システム構 ・ 中部圏域においてモデルとな ・ 市町村を中心とした身近な地 福祉保健部
支援のために必要な体制の整備を行う

るため、総合的な支援のあり方を

とともに、発達障害児に対して行われ

検討

築事業の推進
・ 地域自立支援協議会の設置促進

る支援システムを構築し、段

域における支援体制の整備促 障害保健福祉課

階的に全圏域に普及する。

進

る発達支援の専門性を確保するため必
要な措置を講じるものとする。

・ 医療、相談支援、発達支援等に従 ・ 人材育成計画の策定
事する者に対し、専門性確保のた
めの研修が必要。

・ 発達支援を専門的に支援でき
る人材の育成

発達障害者支援法の根拠
３

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

保育（法第７条）
① 市町村は、保育の実施にあたっては、 ・ 市町村において障害児保育の対
発達障害の健全な発達が他の児童とと

・ 「気になる子」の判断及び受 ・ 「気になる子」の判断及び受 福祉保健部

象の範囲が不統一

もに生活することを通じて図られるよ
う適切な配慮をするものとする。

け入れ基準の標準化について

け入れ基準の標準化について 青少年・児童家庭

検討

検討

課

・ 次世代育成支援施策において発 ・ 次世代育成支援後期行動計画の ・ 発達障害児の発達支援等につ ・ 発達障害児の発達支援等につ
達障害児施策の位置付けが不明

策定

確

・ 幼稚園又は小学校への引き継ぎ ・ 特別支援教育理解推進事業
方にばらつきがある。

平成 20 年〜22 年度実施

いて、次世代育成支援後期行

いて、次世代育成支援後期行

動計画に明示する。併せて、

動計画に明示する。併せて、

市町村に対しても同計画に明

市町村に対しても同計画に明

示する方向で指導する。

示する方向で指導する。

・ 教育委員会で検討中の「えい ・ 教育委員会で検討中の「えい 教育委員会
ぶる」の活用について検討

ぶる」の活用について検討

（一貫した支援手帳の検討）
・

県立学校教育課
義務教育課

保育所と幼稚園は、小学校へ指

総務部総務私学課

導要録の送付が義務づけられて
いるので、十分な活用が図られ
るようにする。
・ 保育士等支援員の専門性の向上 ・ 障害児等療育支援事業
が必要

・ 人材育成計画の策定

・ 保育所巡回指導の強化

・ 圏域別の支援体制確保を目指 障害保健福祉課、
し、保育士に対し、専門的研 青少年・児童家庭
修を実施

課

発達障害者支援法の根拠
４

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

教育（法第８条）
① 国及び地方公共団体は、発達障害児が ・ 公立小・中学校において、特別支
その障害の状態に応じ、十分な教育は

教育委員会

援学級を設置したのは、３００校

県立学校教育課

受けられるようにするため、適切な教 ・ 県内１６カ所の特別支援学校を
育的支援、支援体制の整備その他必要
な措置を講じるものとする。

義務教育課

設置（分校１を含む）

総務部総務私学課

・ 特別支援学級及び特別支援学校 ・ 特別支援教育理解推進事業
において、発達障害児に対する教

平成 20 年〜22 年度実施

・ 特別支援教育に関する理解と ・ コーディネーターの資質向上
認識を深めるとともに、校内

育、支援の専門性を確保するた

（特別支援教育理解推進研修）

支援体制の充実に向けて、管

め、学校長、担当教員等に対して

（特別支援教育コーディネーター

理職の資質の向上を図る。ま

研修が必要

養成研修）

研修実施

た、一般教諭への研修会実
施。

・ 保護者に対し、発達障害の理解を

・ 各地域の幼、小、中、高等学

促進するための取り組みが必要

校の教員に、在籍する発達障
害等の幼児児童生徒に対する
指導内容、方法、個別の指導
計画に関する助言を行う。

発達障害者支援法の根拠
５

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

放課後児童健全育成事業の利用（法第９条）
① 市町村は、放課後児童健全育成事業に ・ 放課後児童クラブにおいて障害 ・ 放課後児童健全育成事業

・ 放課後児童クラブにおける発 ・ 放課後児童クラブにおける発 福祉保健部

ついて、発達障害児の利用の機会の確

児を受け入れているクラブ数及

達障害児の利用機会の確保の

達障害児の利用機会の確保の 青少年・児童家庭

保を図るため、適切な配慮をするもの

び児童数は

配慮について市町村指導

配慮について市町村指導

６５クラブ９６名

とすること。
・ 次世代育成支援施策において発 ・ 次世代育成支援後期行動計画の策 ・ 発達障害児の発達支援等につ ・ 発達障害児の発達支援等につ
達障害児施策の位置付けが不明
確

定

いて、次世代育成支援後期行

いて、次世代育成支援後期行

動計画に明示する。併せて、

動計画に明示する。併せて、

市町村に対しても同計画に明

市町村に対しても同計画に明

示する方向で指導する。

示する方向で指導する。

課

発達障害者支援法の根拠
６

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

就労の支援（法第１０条）
① 都道府県は、発達障害者の就労を支援 ・ 発達障害者支援センターにおい ・発達障害者支援センター運営事業
するため必要な体制の整備に努めると

て、就労関係機関や地域自立支援

ともに、公共職業安定所、地域障害者

協議会等と連携し、就労相談支援

職業センター、障害者就業・生活支援

体制を強化していく必要がある。

・ 発達障害児（者）及びその家 ・ 支援センターと就労関係 福祉保健部

（再掲）

族に対する就労支援を行う。

機関等が連携し、就労支援 障害保健福祉課
の強化を図る。

センター、社会福祉協議会、教育委員
会その他関係機関及び民間団体相互の ・ 発達障害者は、コミュニケーショ ・ 障害者就業・生活支援センター運 ・

就業及びこれに伴う日常生 ・ 関係機関と連携をしなが 観光商工部

連携を確保しつつ、発達障害者の特性

ンがうまく図れなかったり、就労

活、又は社会生活上の支援を

ら、適切な指導、助言を 雇用労政課

に応じた適切な就労の機会の確保に努

環境において発達障害について

必要とする障害者に対し、関

行い、就労機会の確保及 福祉保健部

めなければならないものとする。

の理解が弱いことから、就労定着

係機関と連携を図りつつ、必

び定着支援に努める。

が図りにくい状況にある。

要な指導、助言その他の支援

営事業

障害保健福祉課

を行う。

② 都道府県及び市町村は、必要に応じて

・ 障害児職業自立推進事業

・ 特別支援学校の生徒の卒業後 ・

発達障害者が就労のための準備を適切

の進路指導のために労働、福

に行えるようにするための支援が学校

祉等の関係機関との協議会

において行えるような必要な措置を講

を開催

各学校おける職業自立地 教育委員会
域推進協議会の取組充実 県立学校教育課

じるものとする。

発達障害者支援法の根拠
７

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

地域での生活支援（法第１１条）
① 市町村は、発達障害者が、その希望に ・ 発達障害については、療育手帳の ・ 障害者手帳交付事業

福祉保健部

応じて地域において自立した生活を営

ような制度が設けられてないこ

児童相談所、知的障

むことができるようにするため、発達

とから、障害者福祉施策に基づく

害者更生相談所、精

障害者に対し、社会生活への適応のた

サービスが受けにくい。

神保健福祉ｾﾝﾀｰ

めに必要な訓練を受ける機会の確保、
共同生活を営むべき住居その他の地域 ・ 市町村において地域生活の自立 ・ 地域自立支援協議会の設置促進

・ 地域自立支援協議会の設置、 ・

地域自立支援協議会の設 障害保健福祉課

において生活を営むべき必要な支援に

に向けた一貫した支援体制の強

活用に向け市町村に対し助

置、活用に向け市町村に

努めなければなら ないものとするこ

化が必要

言、支援を図る。

対し助言、支援を図る。

と。

発達障害者支援法の根拠
８

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

権利擁護・普及啓発（法第１２条、法第２１条）
① 国及び地方公共団体は、発達障害者が、 ・ 発達障害者は、様々な事件、事故 ・ 発達障害者支援センター運営事 ・ 発達障害に対する普及・啓発 ・ 発達障害に対する正しい 福祉保健部
その発達障害のために差別されること

に巻き込まれやすく、巻き込まれ

を図るため、パンフレットの

理解を促し、当事者及び 障害保健福祉課

等権利利益を害されることがないよう

た場合に適切に対処してもらえ

業（再掲）

作成やシンポジウム等 を開

その家族が円滑な地域生

にするため、権利擁護のために必要な

ないことがある。警察、消防、消

催する。

活を送れるようにする。

支援を行うものとすること。

費生活機関など様々な機関に発
達障害を理解してもらう必要が
ある。

② 国及び地方公共団体は、発達障害に関 ・ 発達障害が社会的に正しく理解 ・ 発達障害者支援センター運営事 ・ 発達障害に対する普及・啓発 ・ 発達障害に対する正しい 福祉保健部
する国民の理解を深めるため、必要な

されないため、「いじめ」や「か

を図るため、パンフレットの

理解を促し、当事者及び 障害保健福祉課

広報その他の啓発活動を行うものとす

らかい」の対象となったりするな

業（再掲）

作成やシンポジウム等を開

その家族が円滑な地域生

ること。

どの状況があることから発達障

催する。

活を送れるようにする。

害に対する正しい理解を促す必
要がある。

発達障害者支援法の根拠
９

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

発達障害者支援センター等（法第１４条）
都道府県は、次に掲げる業務を社会福 ・ 社会福祉法人肢体不自由児協会 ・ 発達障害者支援体制整備委員会 ・ 発達障害児・者の支援計画や ・ 発達障害者支援体制整備 福祉保健部
祉法人等に行わせ、又は自ら行うこと

に「沖縄県発達障害者支援ｾﾝﾀｰ」

ができる。

の運営を委託。

の運営事業

支援体制整備に関すること

計画に基づき、市町村を 障害保健福祉課

について、意見を聴取する。

中心にした身近な地域に

・ 早期発見、早期の発達支援に資す ・ 発達障害者支援体制整備計画に ・ 発達障害者支援センター運営事 ・ 発達障害児（者）及びその家
るよう、発達障害者及びその家族

基づき、相談支援、発達支援、就

に対し、専門的にその相談に応じ、

労支援等を実施していく。

又は助言を行うこと。

業（再掲）

族に対する相談支援、発達支

・ センターの運営方針等について

・ 関係施設及び関係機関等に対

は、県の相談機関及び医療等の関

する 普及啓 発及び 研修を 行

支援及び就労支援を行うこと。

係機関や当事者等で構成する連

・ 医療、保健、福祉、教育等の関係

絡協議会を設置し協議、検討して

う。
・ 医療、保健、福祉、労働、教 ・ 支援センターと連絡協議
育及び家族会代表等で構成

会が連携し、市町村や関係

事する者に対し発達障害について

する連絡協議会を設置し、総

機関に対する支援を推進

の情報提供及び研修を行うこと。

合的な支援を推進する。

する。

・ 発達障害に関して、医療等の業務
を行う関係機関及び民間団体との
連絡調整を行うこと。

いく。

援体制を確立する。

援、就労支援を行う。

・ 発達障害者に対し、専門的な発達

機関及び民間団体並びにこれに従

おいて、途切れのない支

発達障害者支援法の根拠
１０

現状と課題

関連する事業

事業内容

① 都道府県は、専門的に発達障害の診断 ・ 平成 20 年 12 月時点で、診断可 ・ 人材育成計画の策定

担当部局・課

・ 発達障害児・者に対する専門 ・ 発達障害児・者に対する 障害保健福祉課

及び発達支援を行うことができると認

能な医療機関は 38 機関である

的な支援を行う人材の育成を

専門的な支援を行う人材 県立病院課

める病院又は診療所を確保しなければ

が、発達支援体制の確保について

計画的に推進する。

の育成を計画的に推進す

ならない。

は研修も含め強化が必要。

る。

② 国及び地方公共団体は、医療機関の相互協 ・ 医療機関に対するアンケートの

・ 研修会や連絡会議等を開 障害保健福祉課

力を推進するとともに、医療機関に対し、

結果、相互の連携を求める声や、

催し、医療機関相互の協 病院事業局

発達支援等に関する情報の提供その他必

離島地域に対する医師等の派遣

力体制の構築を図る。

要な援助を行うものとする。

についての要望が高い。

発達障害者支援法の根拠
１１

対応の方向

専門的な医療機関の確保等（法第１９条）

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

民間団体への支援（法第２０条）
国及び地方公共団体は、発達障害者を ・ 県内の発達障害者を支援するた

・ 発達障害者の支援にあた 障害保健福祉課

支援するために行う民間団体の活動の

めのＮＰＯ等の団体については、

っては、親の会やＮＰＯ

活性化を図るよう 配慮するものとす

十分に把握されてない状況

等の当事者関係者との連

る。

絡会の開催など連携を強
化していく。

発達障害者支援法の根拠
１２

現状と課題

関連する事業

対応の方向

担当部局・課

普及及び啓発（法第２１条、第２２条）
国及び地方公共団体は、県民が発達障 ・ 発達障害に関する特性や理解が ・ 人材育成計画の策定
害に関して理解を深めるための広報啓

広く県民に周知されていない。

・ 発達障害の特性理解を促進す ・

発達障害の特性理解を促 障害保健福祉課

るための普及啓発や支援す

進するための普及啓発や

発や医療、保健等の従事者が発達障害 ・ 保健、保育等の従事者に対する発

る人材の育成等を計画的に

支援する人材の育成等を

の発見のために必要な知識の普及啓発

達障害の発見のために必要な知

推進する。

計画的に推進する。

に努めなければならない。

識の普及啓発が十分ではない。

発達障害者支援法の根拠
１３

事業内容

現状と課題

関連する事業

事業内容

対応の方向

担当部局・課

専門的知識を有する人材の確保等（法第２３条）
国及び地方公共団体は、発達障害に関 ・

発達障害に関する専門的知識を ・ 人材育成計画の策定

する専門的知識を有する人材を確保す

有する人材が少ない。

・ 発達障害の特性理解を促進す ・ 健診に従事する保健師の技 障害保健福祉課
るための普及啓発や支援す

術研修

国保・健康増進課

るよう努めるとともに、発達障害に対

る人材の育成等を計画的に ・

発達障害の特性理解を促 県立学校教育課

する理解を深め、及び専門性を高める

推進する。

進するための普及啓発や

ため研修等必要な措置を講じるものと

支援する人材の育成等を

する。

計画的に推進する。

