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１ はじめに

障害福祉施策においては，平成１８年４月，これまで３つの障害種別ごとに異なる法

律に基づいて提供されてきた福祉サービス等について，障害者基本法の理念を踏まえ，

共通の制度の下で一元的に提供する仕組みとして，障害者自立支援法が施行（同年１０

月完全施行）されました。その後，平成２５年４月に，障害者の日常生活及び社会生活の

総合的な支援に向けて，サービスの更なる充実を図るため，障害者総合支援法に改正さ

れました。

一方，児童福祉施策においても，平成２４年４月の児童福祉法改正により，これまで

障害種別ごとに分かれていた障害児施設について，障害種別の区分が外され，通所によ

る支援（障害児通所支援）と入所による支援（障害児入所支援）に体系化されるととも

に，身近な地域で支援が受けられるよう，地域生活を支援するサービスが強化されまし

た。更に，平成２８年６月の法改正により，児童虐待の発生予防や，児童虐待発生時の

迅速・的確な対応等，具体的な制度の充実が図られてきております。

こうした中，京都市では，京都市社会福祉審議会からの答申を踏まえ，平成２５年

１０月，３つの障害種別を一体とした相談や切れ目のない支援，リハビリテーションの

提供をはじめとする，リハビリテーション行政の方向性を，「京都市におけるリハビリ

テーション行政の基本方針」（以下「基本方針」とします。）として策定しました。

更に，平成２６年２月には，障害や児童に関する専門的な相談・支援機関である，身

体障害者リハビリテーションセンター（当時），こころの健康増進センター及び児童福

祉センター（以下「３施設」とします。）の合築化による機能充実等，基本方針に基づ

く施策の具体的な充実の方向性を，「障害保健福祉施策の総合的な推進と児童福祉施策

の充実・強化に向けた取組方向」として取りまとめました。

具体的には，３施設の合築化により，身体・知的・精神の３障害一体となった相談機

能を有する施設を整備し，身体・知的・精神の「３障害」の相談窓口の併設による「ワ

ンストップ化」を実現するとともに，それぞれの連携体制を強化し，３障害の「重複」

や「はざま」への適切な支援や，障害「児」施策から障害「者」施策への円滑な移行な

ど，切れ目のない相談や支援に取り組むこととしております。

この方向性を具体化するため，現在，「身体障害者リハビリテーションセンター」か

ら「地域リハビリテーション推進センター」への再編及び「高次脳機能障害者支援セン

ター」の新設（平成２７年４月）や，こころの健康増進センターの地域リハビリテーシ

ョンセンターと同一建物内への移転（平成２７年９月）による身体・精神の相談窓口の

併設化，更には両施設連携による事業の充実等，合築化に先行した取組を進めてきてい

るところです。

この「基本構想」は，これまでの取組や，他都市の事例，更には有識者の意見等を踏

まえ，合築化による施設の再整備を契機に，３施設を「一体化」し，更なる支援の充実
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を図ることができるよう，課題整理及び課題解決のための具体的な取組を明らかにする

ものです。

今後，「基本構想」に基づき，各施設の機能充実はもとより，障害特性や児童福祉を

熟知したそれぞれの専門職員が１箇所に集結する専門的中核機関としてのメリットを最

大限に活かし，地域としっかりと連携して，障害のある方も，困難を抱える児童や家庭

も，地域において誰もが生活しやすい社会を目指して参ります。
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２ 先行取組の評価について

３施設一体化に向けた先行取組として，平成２７年度に地域リハビリテーション推進

センターとこころの健康増進センターの併設化を行いました。併設化することにより，

以下のとおり，それぞれの施設が抱える課題の共有や意見交換等，協力体制が強化さ

れ，各施設が実施する研修内容を充実させることができました。

また，身体症状と精神症状を併せ持つことが多く，施策のはざまにあるとされている

「高次脳機能障害」のある方への適切な対応を行うことができました。

（充実できた例）

○ 地域リハビリテーション推進研修事業

   地域リハビリテーション推進センターが実施している障害福祉サービス事業所

対象の研修事業において，研修対象事業所のニーズや，事業所が抱えている課

題に対して，こころの健康増進センターから精神保健福祉的観点での助言を得

ることにより，担当講師の選定等研修内容の充実を図ることができた。

○ 精神疾患を併せ持つ高次脳機能障害の方への適切な対応

   精神疾患のある高次脳機能障害者の方への対応の仕方について，こころの健康

増進センターから面接時に留意すべき点や環境調整，不安定な行動に対する関

わり方等について助言を得ることにより，医療機関への受診に繋げる等の適切

な対応を行うことができた。
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３ 課題の整理について

３施設一体化を進めるに当たり，障害保健福祉施策の総合的な推進と児童福祉施策の

充実・強化及び施設の老朽化等の解決を図るため，それぞれの施設が抱える課題につい

て，以下の６つの視点から整理しました。

➀ 専門相談のワンストップ化による総合的な支援について

ア 身体障害，知的障害，精神障害の方のうち障害が重複している方の割合が

２５．０６％※と推定される中，重複障害の方にとって相談窓口が複数になっている

ことから，相談窓口の利便性の向上が必要である。

※平成２３年京都市障害者生活状況調査報告からの推計

イ 障害を抱える児童は，１８歳になると児童福祉法から障害者総合支援法に基づく

サービスに変わっていき，そこで支援サービスの提供主体が変わる等の現状を踏ま

え，相談者のライフステージの変化等に応じた一貫した支援となるための対策が必

要である。

   

➁ 子どもと子育てに関わる総合的な支援について

ア 児童虐待の事例では，保護者が精神的な課題を抱えている※ことが少なからずある

と言われているが，児童相談所では，子どもの支援が中心となっているため，保護

者の課題解決に向けた取組を十分に行うことが難しい。こうした事例には，児童福

祉分野と精神保健福祉分野とが密接に連携することによる総合的な対応が必要であ

る。

※主たる虐待者の心身状況

精神病，神経症，人格障害，アルコール依存症，薬物依存症及びそれらの疑いがある者＝34.9%

「全国児童相談所における家庭支援への取り組み状況調査報告書」（平成 21 年 7月全国児童相談所長会）

イ 平成２９年４月１日が主な施行期日となる改正児童福祉法においては，児童相談

所から市町村（区役所・支所）へのケース送致や市町村（区役所・支所）における

支援拠点の整備・強化等が定められており，京都市においても，区単位での児童虐

待対策等の更なる強化が求められている。

ウ 児童福祉センター診療所の児童精神科では，不登校や行動上の問題，虐待を伴う

場合で緊急性が高い事案は，概ね１箇月で発達障害診断を行っているが，その他の

事案については，同診断までに長期間（最大２年４箇月）を要しており，改善が必

要である。

➂ 児童部門と障害部門が関連する問題への対応について

ア 障害を抱える児童は，１８歳になると児童福祉法から障害者総合支援法に基づく

サービスに変わっていき，そこで支援サービスの提供主体が変わる等の現状を踏ま
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え，相談者のライフステージの変化等に応じた一貫した支援となるための対策が必

要である。（再掲）

イ 知的障害を伴っていない発達障害児は，周囲に理解されにくい側面があり，否定

的評価や叱責を受けることも少なくない。それらの積み重ねによるストレス等が原

因で二次障害としてうつ病やひきこもり等になることがあり，発達障害児の成長過

程において，発達障害と精神障害の両方の側面からの対応が必要である。

➃ 地域において誰もが生活しやすい社会を目指す地域支援力の推進について

ア 児童に関する相談及び障害に関する相談が，複合化，複雑化する中，高い専門性

が求められる事例や，個々の支援だけでは対応しづらい事例があることから，障害

のある方や子育てに不安のある方などを身近な地域で支えていける社会を構築する

ために，地域の障害福祉サービス事業所等の全体的な底上げや，地域で協力してい

ただける人材，地域を支えていただける人材の育成が必要である。

イ あらゆる障害や児童虐待に関する理解・支援については，地域の身近な相談窓口

である区役所・支所への総合的なバックアップや，市民に対する的確な普及啓発が

必要である。

ウ 現在，国において精神保健福祉法の改正が予定されており，精神障害者に対する

医療は病状の改善等精神的健康の保持増進を目的とすること，精神障害者の人権を

尊重し，地域移行の促進に十分配慮すべきことを前提として，措置入院者の退院後

の医療等の継続的な支援の仕組み等が検討されている。その中で，政令指定都市に

おいては，関係者による調整会議の開催，退院後支援計画の作成，退院後支援全体

の調整，退院後支援計画に基づく相談指導等のための保健所等の人員体制の充実等

が求められている。

➄ わかりやすい相談窓口の設置について

ア 身体障害，知的障害，精神障害の方のうち障害が重複している方の割合が

２５．０６％と推定される（平成２３年京都市障害者生活状況調査報告からの推計）

中，重複障害の方にとって相談窓口が複数になっていることから，相談窓口の利便

性の向上が必要である。（再掲）

イ 生活のしづらさや子育てに不安等を抱いていながら，どこに相談すればわからな

い方がおり，気軽に相談できるような相談窓口が必要である。

➅ 施設の老朽化等対策について

ア 昭和５２年築の地域リハビリテーション推進センター及びこころの健康増進セン

ター，及び，昭和６年築の管理棟がある児童福祉センターでは，大半の建物の耐震

性能が不足しており，施設の老朽化，耐震性能不足等の対応に取り組む必要がある。
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※耐震性能について

区分 説明

新耐震 昭和 56 年施行の新耐震基準に基づき設計されたもの

Ⅰ
昭和 56 年以前に設計された建築物で，地震の震動及び衝撃に対して倒壊し，又は崩壊す

る危険性が低いもの（Is 値 0.6 以上など。補強工事を実施したものを含む。）

Ⅱ
昭和 56 年以前に設計された建築物で，地震の震動及び衝撃に対して倒壊し，又は崩壊す

る危険性があるもの（Is 値 0.3 以上 0.6 未満など）

Ⅲ
昭和 56 年以前に設計された建築物で，地震の震動及び衝撃に対して倒壊し，又は崩壊す

る危険性が高いもの（Is 値 0.3 未満など）

施設名 建築年次 耐震性能※ 建物の延床面積

地域リハビリテーション推進センター

こころの健康増進センター
昭和 52 年 Ⅱ 8,310.0 ㎡

児童福祉センター

管理棟  昭和 6 年

本館   昭和 56 年

第一別館 昭和 58 年

第二別館 昭和 40 年

Ⅱ

Ⅱ

新耐震

Ⅱ

6,462.5 ㎡
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４ 課題を解決するための具体的な取組について

３施設一体化を契機として，６つの視点から整理した課題に対し，どのように解決を

目指していくのか，具体的な取組をまとめました。

Ⅰ 相談部門の一体化及び児童福祉センター支援部門の密接な連携を行う。

○ 身体障害，知的障害，精神障害の相談部門を一体化することで，高次脳機能障害

者支援及び発達障害者支援の機能も加え，障害のある方の専門相談のワンストップ

化を実現します。また，「障害福祉コンシェルジュ」を新たに配置し，重複障害のあ

る方等，相談者のニーズを総合的に把握することにより，相談者に寄り添った支援

につなげます。

（課題➀ア，課題➄ア）

○ 相談部門で把握する相談者の支援内容等の情報を共有します。これにより，障害

児施策から障害者施策へ速やかに引継ぎます。また，重複障害の方にも，それぞれ

の障害において個別に状況をお聞きする必要がなくなります。さらに，長期的な観

点から，相談者のライフステージの変化や状況に的確に対応します。

（課題➀イ，課題➂ア）

○ どこに相談すればよいかわからない人の相談の第一歩として，専用電話等による

総合ホットラインを新たに設置し，生活のしづらさや子育て不安等，あらゆる障害

者相談，児童相談を受け付けます。さらに，相談内容に応じて，それぞれの障害特

性や児童福祉を熟知している各専門職員が，迅速な支援につなげます。

（課題➄イ）

○ 児童分野の担当職員と精神保健福祉分野の担当職員がより密接に連携することに

より，アルコール・薬物・ギャンブル依存症等を抱えている親による児童虐待に対

しては自助組織等に積極的につなぐなど，虐待の背景にある要因に踏み込んで，子

どもだけではなく保護者の抱える課題の解決にも取り組みます。

（課題➁ア）

  また，例えば，発達障害とうつ病等が合併する事例にも，両分野間での情報共有，

情報交換等により，早期に適切な援助が受けられるように対応します。

（課題➂イ）
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Ⅱ 診療部門の一体的な運営を行う。

○ 地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進センター，児童福祉セ

ンターの診療部門を一体的に運営することで，ケースカンファレンスや診療外の時

間における情報の共有はもとより，それぞれのノウハウや経験を活かした，専門的

かつ効果的な診療体制を構築し，課題となっている児童精神科の発達障害診断まで

の期間の短縮等にも寄与します。

  なお，診療の在り方については，一体化の運営だけでは解決が難しいことから，

相談から診療に至るまでの流れについては，別途見直しを検討していきます。

（課題➁ウ）

Ⅲ 地域において誰もが生活しやすい社会を目指す地域支援力の推進を図る。

○ 各分野でそれぞれが培ってきた専門性，支援のノウハウを集結する，地域連携推

進室（仮称）に以下２つのチームを新たに設置するなど，地域において誰もが生活

しやすい社会を目指す地域支援力の向上を目指します。

（課題➃ア，課題➃イ）

・地域力向上チーム

障害福祉サービス事業所等，地域の福祉系施設における，専門性や支援のノウ

ハウを蓄積する能力の高い人材育成をはじめ，「精神障害」「高次脳機能障害」「発

達障害」等，外見ではわかりにくい障害の理解を深める研修等に取り組むチーム。

・区役所サポートチーム

市民に身近な相談窓口の第一線である区役所において解決困難な複合的課題

を抱える事例等に対し，専門的観点からのバックアップ，フォロー（同行含む）

を行うチーム。

○ 児童福祉法や精神保健福祉法の改正等に対しては，国における検討状況等を踏ま

えて，区役所等との業務を整理するとともに，必要な人員体制等の整備を図ります。

また，３施設一体化後の必要な役割を果たしていきます。

（課題➁イ，課題➃ウ，）

Ⅳ 相談しやすい窓口等，市民の利便性の向上を図る。

どのような時に一体化後の施設を利用していただけるかをわかりやすくお知らせす

ることはもちろん，施設内では，相談窓口をわかりやすく掲示し，利用者にスムーズ

にご利用いただける工夫を行います。現行のそれぞれの相談専用回線に加えて，どこ
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に相談すればよいかわからない人の相談の第一歩となる総合ホットラインの新設をは

じめ，相談しやすい窓口とします。併せて，利用者の入口や窓口等，プライバシーに

配慮する工夫も行い，ユニバーサルデザインを踏まえた施設設計を行う等，誰もが安

心して利用できる施設とします。

（課題➄イ）

Ⅴ 本市所有財産の有効活用と３施設の老朽化，耐震性能不足の課題解決を図る。

仮庁舎の確保費用が必要となる現地建替ではなく，京都市立病院の北側に位置する，

本市が所有する公有財産（敷地）に３施設一体化施設を新設することにより，３施設

の老朽化，耐震性能不足の課題の解決を図ります。

（課題➅ア）
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５ 基本計画の策定に向けて

今後，この「基本構想」をもとに，具体的な事業の検討を進めるとともに，これを踏ま

えつつ，３施設一体化のスケールメリットを活かした施設整備の検討に着手し，これら

を「基本計画」として策定してまいります。

「基本計画」策定にあたっては，市民の皆様や関係団体等の意見をいただきながら進

めて参ります。

「地域リハビリテーション推進センター」「こころの健康増進センター」「児童福祉セ

ンター」の３施設を一体化することにより，市民の皆さまにとって更に使いやすく，利

便性の高い施設となるよう，取り組んで参ります。
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６ 参考

(1) 各施設の概要

ア 地域リハビリテーション推進センター

昭和５３年６月，前身である身体障害者リハビリテーションセンターとして開設以降，３０数年の間

に，リハビリテーションを取り巻く環境が大きく変ぼうしたことから，「京都市におけるリハビリテー

ション行政の基本方針」に基づき，平成２７年４月に地域リハビリテーション推進センターとして再編

しました。

地域リハビリテーション推進センターでは，からだの動きに障害のある方の相談，補装具等の判定業

務，障害福祉サービス事業所や支援学校など障害児者支援に携わる方々への訪問支援や知的・精神障害

分野を含む様々な研修等による地域リハビリテーションのより一層の推進，さらに新たなニーズであり

障害施策のはざまにある高次脳機能障害への支援の取組としての専門窓口の設置や高次脳機能障害に特

化した障害者支援施設の運営など，障害のある市民の方がその人らしくいきいきと地域で暮らしていけ

る社会づくりを進めています。

○地域リハビリテーション推進センターの課名等

課名等 主な業務

相談課

（身体障害者更生相談所）
相談・判定，地域リハビリテーション推進，診療所

相談課

（高次脳機能障害者支援センター）

高次脳機能障害者支援

（個別支援，事業所等支援，研修，普及啓発）

支援施設課（障害者支援施設） 高次脳機能障害者の自立訓練

企画課
身体障害者手帳審査，地域リハビリテーション推進会議，施設

管理
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イ こころの健康増進センター

平成９年４月に，本市における精神保健福祉に関する技術的中核機関（精神保健福祉センター）とし

て開設しました。

こころの健康増進センターでは，市民の精神保健の向上及び精神障害のある方の福祉の増進を図るた

め，こころの健康についての相談支援及び情報提供などを行うとともに，精神障害のある方の社会参加

の促進などに取り組んでいます。

また，統合失調症及びうつ病の方の就労支援のため，医学的モデルに基づいたリハビリテーション

（精神科デイ・ケア）の推進に取り組んでいます。

○こころの健康増進センターの課名等

課名等 主な業務

相談援助課

こころの健康や依存症に関する相談，自助グループ等の組織育成，こころの健康に関する

普及啓発，自立支援医療（精神通院）及び精神保健福祉手帳の審査・判定，精神医療審査

会の事務，精神保健福祉法に基づく警察等からの通報対応

デイ・ケア課
精神障害者の社会参加促進，精神科デイ・ケア（統合失調症・うつ病の就労支援），精神

障害者スポーツ（バレーボール）の振興
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ウ 児童福祉センター

昭和６年９月，児童院として開設以降，昭和３１年１１月に児童院内に児童相談所を設置し，

昭和５７年１月，機構改革において，児童院を廃止し，児童福祉センターとして再発足（児童相談所も

再編）しました。

その後，平成１２年１１月の「児童虐待の防止等に関する法律」の施行など，子どもを取り巻く環境

は大きく変化し，子ども虐待 SOS 専用電話の開設をはじめ，発達相談所の新設，第二児童福祉センター

の設置など，幾度の機構改革，体制整備を行いました。

現在は，１８歳未満の子どもについての養護，虐待，非行，育成などの相談，１８歳未満の子どもに

ついての発達の遅れ，きこえやことばの不安などこころやからだに関する相談，１８歳以上の知的に障

害のある方の相談をお受けし，各部門の各種専門スタッフが調査などを行い，助言，指導，判定，治

療，訓練などの支援を総合的かつ系統的に行う，児童福祉の総合機関として取組を進めています。

なお，所管する発達障害者支援センターで，発達障害児・者に対する支援も行っています。

○児童福祉センターの課名等

○児童福祉センター外に設置されている児童福祉センター所管施設

課名等 主な業務

総務課 児童福祉センターの業務を統括

児童相談所
相談課

虐待，非行及び養護等に係る相談の受付，

一時保護所の運営

支援課 虐待，非行及び養護等に係る支援

発達相談所

発達相談課

（知的障害者更生相談所含む）

障害児に係る相談の受付・支援,

知的障害者に係る相談の受付・支援

診療療育課（診療部門，療育部門） 診療所の運営，児童発達支援センターの運営

課名等 主な業務

発達障害者支援センター
相談支援，就労支援，

発達支援及び普及啓発・研修

第二児童福

祉センター

庶務部門 第二児童福祉センターの庶務等

第二児童相談所 虐待，非行及び養護等に係る相談の受付・支援

発達相談部門 障害児に係る相談の受付・支援

診療部門 診療所の運営
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(2) これまでの経過

平成２４年１０月

平成２５年 ７月

平成２５年７月２４日

～８月２３日

平成２５年１０月

平成２６年 ２月

平成２７年 ９月

（先行取組）

平成２９年 ３月

「京都市におけるリハビリテーション行政の今後の在り方」について，京都市社会

福祉審議会へ諮問

「京都市におけるリハビリテーション行政の今後の在り方」について，京都市社会

福祉審議会から答申

「京都市におけるリハビリテーション行政の基本方針」（案）パブコメ実施

「京都市におけるリハビリテーション行政の基本方針」策定

「障害保健福祉施策の総合的な推進と児童福祉施策の充実・強化に向けた取組方向

～身体障害者リハビリテーション，こころの健康増進センター及び児童福祉センタ

ーの合築化による機能充実～」を取りまとめ（教育福祉委員会報告）

こころの健康増進センターを地域リハビリテーション推進センター内に移転し，身

体・精神の相談窓口を併設化

地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進センター及び児童福祉セ

ンターの一体化に向けた基本構想の策定

リハビリテーション行政を取り巻く環境は大きく変貌する中，「京都市身体障害

者リハビリテーションセンター」をはじめ，京都市のリハビリテーション行政に

ついて，こうした環境の変化に対応し，新たな在り方を検討していくことについ

て，京都市社会福祉審議会へ諮問した。

京都市社会福祉審議会の下，設置された専門部会において，計６回の御議論，

御検討。リハビリテーション行政の拠点として役割を果たしていくためには，

① 障害のあるすべての市民のための総合相談窓口機能

② 障害・高齢を問わない地域リハビリテーション推進機能

③ 高次脳機能障害者に特化した障害福祉サービス提供機能

に，重点を置いたセンターに再編し，充実させていくことが求められた。

併せて，児童福祉法に基づいた支援が行われている障害がある児童についても，

３障害を総合的に，切れ目なく支援していくことが望まれるとの答申を受けた。

３施設を中心とした施策の現時点における方向性について取りまとめ，施設整備

の方向性として，３施設を合築化し，合築化を機に，各施設の充実策の一層の推

進，身体・知的・精神「３障害」相談窓口の併設による「ワンストップ」化を実

現，３施設の連携体制強化を掲げる。これにより，「３障害」の「重複」や「はざ

ま」への適切な支援の実施，及び障害「児」から障害「者」施策への円滑な移行

など，切れ目のない相談や支援に取り組むことを示した。

京都市社会福祉審議会からの答申の内容を踏まえ，リハビリテーションを取り

巻く状況や公民の役割分担を踏まえた基本方針を策定した。

その中で，「総合相談の拡充」として「３障害一体となった総合相談窓口の設置」

を掲げ，児童福祉センターとの連携を図ることにより，障害のある児童の相談に

も応じることを掲げた。
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(3) 他都市事例及び有識者からの御意見について

他都市の取組を参考にするため，①３障害が併設され，かつ３障害一体相談窓口が設置されている川

崎市，及び，②３障害が併設され，かつ児童相談所が併設されている堺市の取組について調査するととも

に，本市の３施設一体化の取組について有識者から意見をいただきました。

ア 川崎市の取組事例

○ 身体・知的障害者更生相談所分室，精神保健福祉センター分室，保健所業務の一部が統合化された相

談窓口を設置している。あらゆる障害に対応できる「各圏域に設置する地域リハビリテーションセン

ター」として，区役所のバックアップや地域関係機関への技術支援を行うなど，地域の福祉向上のた

めの拠点とされている。

○ 障害の種別を問わない，地域リハビリテーションを実践することで，どんなことにでも対応できる

担い手を育てられている。（そうした担い手を即時的に被災地対応に投入できるなど，災害時対応力が

非常に大きい。）

イ 堺市の取組事例

○ 発達障害や精神障害など児童虐待等と密接な関係がある場合は，家族へのアプローチ等を児童相談

所と連携し取り組まれている。

○ 児童相談所，身体・知的障害者更生相談所，精神保健福祉センターなどが一箇所に集積していること

で，重複障害に対する本人理解や支援を進めやすい。また，児童期における経過等や親の障害等の確

認ができるなど，多機関との連携によって職員の専門分野外の知見が広がり，総合的な支援につなが

っている。

○ 施設内には身体障害者福祉センター（市民交流センター・スポーツセンター）が併設されており，そ

こで実施する事業等を通じて，障害のある方とない方の交流促進や、障害理解の促進に取り組まれて

いる。

＜参考＞政令指定都市における身体障害者更生相談所，知的障害者更生相談所，精神保健福祉センタ

ー及び児童相談所の併設状況と３障害一体相談窓口の設置状況 （平成２８年１月現在）

① ３障害が併設され，かつ３障害一体相談窓口が設置されている。（１都市）

② ３障害が併設され，かつ児童相談所が併設されている。（５都市）

③ ３障害が併設されている。（２都市）

④ ２障害が併設されている。（７都市）

⑤ １障害と児童相談所が併設されている。（１都市）

⑥ 併設されていない。（３都市）
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ウ 有識者の御意見

  加藤 博史 氏（龍谷大学短期大学部 教授），宮本 義信 氏（同志社女子大学生活科学部 教授）の

お二人から以下の意見をいただきました。

○ 障害や発達上の課題がある子どもとその親・家族について，子どもの，多様な人との関わり，親

のメンタルサポート，親相互のエンパワーメントの面から，障害のある人との関わり（障害のある

人の活躍の場づくり）も含めたサポートの充実が望まれる。

○ 一体化によって，例えば，発達障害診断までの期間が短縮されるなどの効果と課題が明らかにな

っている必要がある。

○ 精神保健的な対応や療育のアプローチについて，児童福祉分野と精神保健福祉分野との機能が統

合できるかを明らかにする必要がある。

○ 各区の福祉事務所と保健センターの再編を踏まえ，子どもとその家族にアプローチする機能の充

実が必要。

○ 機関を越えたケースの共有管理ができるよう，ケースマネジメント機能の強化が望まれる。

(4) 一体化用地の規模等について

  住所：中京区壬生東高田町

  敷地面積 ：約６,０００㎡

  建ぺい率 ：６０％

  容積率  ：２００％（理論上の建設可能面積約１２,０００㎡）

  高さ制限 ：２０m

予定地
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