
Ⅳ　研究の総括と提言
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 アンケート調査で回答頂いた 1088 自治体のうち、すでに「サポートブック」を導入している

ところは 228 自治体（21％）であり、導入していない 858 自治体のうち、「組織を立ち上げて導

入を検討している」「今後ぜひ導入を検討したい」との回答は合わせても 227 自治体（26.4％）に

とどまっているのが現状である。 
 加えて、その活用状況に目を向けると、回答頂いた 1088 自治体のうち、「配布件数を把握して

いる」自治体は 143 自治体（13.1％）、「活用件数を把握している」、即ち配布後もフォローアップ

していることが想定される自治体となると 72 自治体（6.6％）にまで減少するのである。 
 なお、詳細はアンケート調査結果に譲るが、こうした活用を進めている自治体では、さまざま

な工夫に取り組み、効果としても「ライフステージを一貫した支援が可能になった」「引継ぎが円

滑になった」「結果として関係者の情報共有、連携強化が進んだ」「支援の質が向上した」「障害種

別を超えた対応が可能になってきた」「保護者の障害受容、意識変化をプラスに推進することがで

きた」などの手応えが実感されつつあることが伺える。「サポートブック」を導入している 228
自治体に占める割合を見ると、「配布件数を把握している」自治体は 143 自治体で 62.9％、「活用

件数を把握している」自治体は 72 自治体で 31.7％となる。しかし、繰り返しになるが「活用件

数を把握している」自治体が総回答数に占める割合で見ると 6.6％にとどまるのである。 
 こうした状況を打破するための課題、必要な取り組みに関する自由記述では次の 7 点が指摘さ

れた。即ち 
■行政内部で取り組みを促進する組織が必要 
■地域の幅広い関係機関が共通認識のもとに一斉に活用することが必要 
■都道府県単位等の広域的な取り組みが必要 
■本人・保護者の理解を得ることが必要 
■個人情報保護に留意した具体的運用方法の整理が必要 
■継続的な取り組みが可能となる十分な予算の確保が必要 
■「サポートブック」というツールより、それを使いこなすシステムを構築することが重要 
この 7 つの課題は、訪問調査を行った 6 自治体及び 1 団体においても、それぞれ克服するため

の努力と工夫がなされており、いずれも重要なポイントであるといえるだろう。本研究も含め、

先駆的な取り組みを集約し、広く周知していく研究活動の継続が求められる。 
 しかしながら、こうした実践と研究の協働に加え、より大きな政策的取り組みが必要といえる。

というのも「サポートブック」の成果は現状において、主に就学前の「障害を見落とさない、放

っておかない」取り組みとして開始され、就学の移行支援ツールとしての意義が大きくクローズ

アップされている。しかしながら、新生児と保護者が必ず保持する「母子健康手帳」と特別支援

教育の対象児童に作成されることになっている「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の

間に大きなミッシング・リンクが存在するからである。文部科学省が厚生労働省とも協働しなが

ら進めてきた「特別支援教育総合推進事業」のグランドモデル地域指定や厚生労働省の「障害者

自立支援対策臨時特例交付金～障害児を育てる地域の支援体制整備事業（障害児を育てる保護者

の不安解消のために気軽に利用できる交流を整備及び個別の支援計画や支援情報を関係機関で共

有するための制度構築に係る経費の助成）」といった政策誘導はあるものの、現時点においては「サ
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ポートブック」作成が概ね自治体の個別努力に委ねられているということがまず第一に、大きな

ネックになっているといえよう。 
 また、学校における指導内容のみならず、暮らしのトータルプランを盛り込むことになってい

る「個別の教育支援計画」は特別支援学校では学習指導要領上で作成が必須とされているものの、

通常の幼小中高では「作成することが望ましい」という位置づけにとどまっている。加えて、外

部機関も交えた丁寧な支援会議は学校文化に位置付いておらず、この点が第二の問題点である。 
 もちろん、こうした政策を立案・実現するためにも先駆的な取り組みとその集約・発信・共有

が必要なことは言うまでもないが、母子保健体制の中に「サポートブック」作成と活用を明確に

位置づけ、就学時の移行支援から高等学校卒業までをフォローし、その活用効果を検証するコー

ホート研究が必須であると考える。 
 

 上述のアンケート調査並びに 7 箇所の訪問調査結果を踏まえた研究協議から標記について次の

諸点を指摘・提言したい。 
 
（１）「サポートブック」の主体は誰か 
 本研究では「サポートブック」の定義を「貴自治体における名称の如何、紙・電子媒体を問わ

ず、関係機関が乳幼児期から学校卒業段階において各種の相談・支援を行う際に円滑に情報を共

有するとともに、保護者が各種の相談・支援を受ける際に提示することにより、相談・支援者に

対して必要な情報が提供できるよう情報を集約したツールをさす」とした。つまり究極の主体は

障害当事者であるが、その保持ないし活用の主体を保護者としたのであった。しかしながら現在、

「サポートブック」には大きく二つの類型があることがわかってきた。つまり長野県駒ヶ根市の

「発育発達支援個人票（子どもカルテ）」や兵庫県篠山市・加東市の「サポートファイル」のよう

に支援者が内容を記録し、保護者の同意を得て、支援者側が保管し、支援者間の情報共有ツール

とするタイプのものと、宮城県白石市の「すこやかファイル」、東京都新宿区の保護者による「マ

イ・ライフ・ブック」、兵庫県加東市の「さぽーとノート」、愛媛県新居浜市の「サポートファイ

ル「にっこ・にこ」」、福岡県糸島市の「サポートブック（成長記録ファイル、ステップアップシ

ート、個別の就学移行支援計画）」のように保護者が関係機関の支援を得つつ、さながら「子ども

の成長アルバム」を作成するが如くに創り上げていくタイプのものである。 
 前者の場合、保護者の意識や力量による記載の格差は少なくなり、相対的に多くの幼児児童生

徒の「サポートブック」を作成することが可能である。一方、後者の場合は普及や記入により多

くの時間と支援が必要となる。「サポートブック」はいったいどちらのタイプを志向すべきかが本

研究においても大きな論点の一つとなったが、現段階では次のように整理しておきたい。 
■「サポートブック」は適切な支援を本人に届けるためのツールである。 
■同時に、「サポートブック」は保護者が豊かに子育てし続けられるように、保護者をエンパワ

メントするツールでもある。 
■従って、「サポートブック」は保護者が保持し、記入し、活用していくスタイルを追求すべき

である。 
■但し、それは保護者のみが子育てするという意味ではなく、それを可能にするようなシステ

ムと必要な各種サービスの開発・充実を地域で進めていくこととセットで推進されなくては
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ならない。 
■なお、とりわけ高機能発達障害児者の場合には保護者のみならず、本人不在で作成し続ける

と障害告知・開示の問題と相克することが想定される。従って、障害種別を問わず、「サポー

トブック」は本人のツールであることを常に意識する必要がある。 
 
（２）「サポートブック」の必要性と「配布＝活用」というポイント 
そもそもの議論に立ち返るようではあるが、「サポートブック」はなぜ幼少期から必要なので

あろうか。 
それは前述したように母子健康手帳と学齢期の「個別の教育支援計画」等の間にミッシング・

リンクが存在するためであるが、実はこの期間に子どもに関わる支援機関の役割や関連性が急速

に変化するという実態が存在する、という点が重要である。数回にわたる乳幼児健診、子育て支

援関連の教室等への参加、診断にかかる医師や心理士等との関わり、必要な医療機関の受診とそ

の変化、児童デイサービスや専門療育機関の活用、保育所・幼稚園への入園・登園、就学時健診

と学校選択、等々挙げればきりがない。もちろん、これは障害児に限ったことではなく、子育て

一般に共通することではある。しかし、さまざまな関係者からの説明、関係者への説明という負

荷に加え、「障害」受容及び「障害はあっても愛しいわが子受容」という、保護者にとっては家

族関係を含む大きな壁が介在するため、「子育てを進めるほどに支援者がたくさんいる」という

実感を保護者自身が得ることが極めて重要なのである。 
その際に、行く先々で「わが子を知らない人々」ばかりに囲まれ、説明を繰り返し、関連機関

もいきなり支援の要望を出されて戸惑うという情景が繰り返されればどうなるかは想像に難く

ないであろう。一方、今回の訪問調査先の一つである愛媛県新居浜市では「「サポートブック」

を配布した後に、どのように活用すればよいか」という問いが成立しないという。なぜならば、

保護者と関係者が「子どもの育ちと支援」をめぐって確認したり、協議した内容をその場で記録

してファイルするからである。つまり「配布＝活用」なのであって、「まず配布、次に活用」で

はないのである。この点は大いに学ぶ必要があり、今後の「サポートブック」啓発においても重

視すべきポイントと考える。 
 

 福岡県糸島市における「サポートブック」の取り組みは母子保健体制と就学前の幼児と学校教

育をつなぐ市としての「育ちの支援システムづくり」の申し子と言えるのではないだろうか。確

かに児童に関するサービス機関が少なく、全体として公的機関が中心にならざるを得ないため、

将来的に民間サービスが立ち上がった際に、そのネットワークに参加出来るような開放的仕組み

であることが求められるという課題も想定される。しかしながら、乳幼児健診から子育て支援セ

ンターを経て、就学時健診を早めに実施し、就学時移行支援キャンプを行って乳幼児期の支援者

と学校の教員が一同に会するというシステムと、それをつなぐ入園の際の「ステップアップシー

ト」、年中までには保護者に作成を呼びかける「成長記録ファイル」、そして「個別の就学移行支

援計画」からなる「サポートブック」がさらに中学・高校へと引き継がれていった際には、仮に

不登校、ひきこもりという状態になったとしても「何も情報がない」という事態は避けられるに

違いない。 
 「サポートブック」を導入すればこうしたシステムづくりが促進されるのか否か、という議論
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はやはり不毛であろう。ミッシング・リンクに心を痛める関係者が存在しない自治体はおそらく

存在しない。少なくとも保護者の多くは困っているからであり、何らかの支援者と出会っている

はずだからである。そこで、今回の諸調査から抽出された、かかるシステムづくりのポイントを

整理し、本報告のまとめとしたい。 
 

■ 市町村単位の行政計画（次世代育成支援対策推進行動計画や障害者計画、教育指針など）

の中に「サポートブック」の作成・普及・活用」を明文化する。 
■ 障害者地域自立支援協議会、とりわけ「子ども部会」が「サポートブック」の作成や活用

実態の把握、その改訂に携わっていく仕組みづくりが基本となる。但し、福岡県糸島市の

ように、「要保護」の子どもをうみださないためにこそ「要保護児童対策連絡協議会」です

べての子どもの問題を取り扱う（把握する）のも一つの戦略である。同協議会は市町村で

必ず置かなければならず、調整もしなければいけないという意味で実効性は高い。 
■ 乳幼児期から学齢期において成功事例が多いのは、関係者主導で情報ツールとしてつなが

っているから、という側面がある。結果的に就学までで途切れている現状があるが、後に

高校進学後や就労後に不登校・ひきこもりになり、初めて壁に当たるというケースが非常

に多い。その意味では、この年齢層における活用事例を集約・発信していくことが「サポ

ートブック」の有効性を示す上で重要となる。 
■ 相談は相談、「サポートブック」の作成は別の機会に、ではなく、愛媛県新居浜市のように

相談と「サポートブック」づくりを一体化し、同じものだという周知を図る必要がある。 
■ 特別支援学校の児童生徒は生活支援領域のサービスを使う率も高く、事業者も含めネット

ワークが作りやすい。一方、普通学級にいる発達障害の児童生徒であって、福祉サービス

につながらず、そのまま卒業して就労段階で困るというケースをどう早めに把握するかが

課題である。「サポートブック」を含む「育ちの支援システム」の大きな構成要素の一つは

通常学級であり、特別支援教育コーディネーター等を通して義務教育段階で全児童生徒を

スクリーニングできるシステムを小中学校で確立し、地域のネットワークにつなげていく

取り組みが必要である。 
■ 「サポートブック」をツールとして活用している事例は、これから取り組む地域の参考に

なるが、同時にツールだけではうまくいかず、冊子を作っても形骸化している自治体の要

因を明確にする必要がある。 
■ システムづくりにおいては中学校区を一つの単位として捉え、その中で社会資源の評価と

整備方針をたて、その中で「サポートブック」も活用していくといった戦略が必要である。 
■ 「サポートブック」を通じた乳幼児期からの情報活用の成果はマクロなものだけではなく、

ミクロなレベル～例えば「サポートブックの情報を手がかりに、大好きなミニカーを使う

ことで数の学習ができた」等～でも示していくことが重要である。 
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〈　資　料　編　〉





平成 23年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 

「サポートブック」の活用実態に関する調査 
 

◆◇◆ 記入上の注意 ◆◇◆ 
・黒のペン又はボールペンでご記入下さい。 
・番号を選ぶところでは当てはまる番号に○をつけて下さい。特に指定のない場合、○は 1つだけつけて下
さい。 

・記述式のところでは、楷書で明確にご記入下さい。 
・特に指定のない限り、平成 23年 9月 1日現在の状況をご記入下さい。 
・お忙しいところ誠に恐縮ですが、記入済みの調査票は同封の返信用封筒（切手不要）にて、 
平成 23年 11月 4日（金）までに投函下さい。 

・この調査は、郵送以外に調査専用ホームページを通じた電子調査でも回答を受け付けています。
電子調査での回答をご希望の方は、https://※※※※※※ にアクセスして下さい。 

・調査内容について、ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。 
 
【調査票返送先】 

 東京学芸大学 特別支援科学講座教授 加瀬進 研究室 
〒184－8501 小金井市貫井北町 4－1－1 
 

【記入に関する問合せ先】※恐縮ですが、問合せは電子メールでの受付のみとさせていただきます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊@hotmail.co.jp 

 

✍回答を始める前にお読み下さい✍ 

この調査における「サポートブック」とは、貴自治体における名称の如何、紙・電子媒体を

問わず、関係機関が乳幼児期から学校卒業段階において各種の相談・支援を行う際に円滑に情

報を共有するとともに、保護者が各種の相談・支援を受ける際に提示することにより、相談・

支援者に対して必要な情報が提供できるよう情報を集約したツールをさします。（例：厚生労働省 

障害児を育てる地域の支援体制整備事業のうち障害児支援情報共有システム構築事業で作成した支援ファイ

ル、文部科学省 特別支援教育総合推進事業のグランドモデル地域の指定を受けて作成した相談支援ファイ

ル、保護者等の当事者団体が作成したサポートブック等） 
自治体において「サポートブック」を所管する部署は、地域の社会資源等の状況により様々

であると想定されることから、今回の調査は、同じ調査票を以下の 3部署にお送りしています。 
複数部署が協働して「サポートブック」に関する取り組みを進めておられる自治体では、主

たる担当部署１つで集約して回答いただければ幸いです（残りの部署からの回答は不要です）。 
 
①障害福祉部署、②児童福祉・母子保健部署 
→厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課地域移行・障害児支援室から都道府県を経由し        

てメールで協力依頼（調査専用ホームページを通じた電子調査。10/14締切で実施済） 
③教育委員会 学校教育課 
→郵送で協力依頼（郵送調査） 

 
◆調査票の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先をご記入下さい。 

貴自治体名          
都道

府県            
区市

町村 

部署名 
          部          課        係 

部署区分 1.障害福祉部署 2.児童福祉・母子保健部署 3.教育委員会 

電話番号      －     －     （内線：    ） 

地方公共団体コード       ※6桁のコードを記入。 
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１．自治体の基本情報について 

 
（1）貴自治体の基本情報についてうかがいます。（平成 23年 9月 1日現在） 

※人口について、就学前・小学校・中学校・高等学校等の人数は把握している場合のみ記入。 
人口 

※住民基本

台帳ベース

（外国人を

除く） 

全体  

 うち 18歳未満  

  うち就学前  

  うち小学校  

  うち中学校  

  うち高等学校等  

障害児数 

※18歳未満 

身体障害者手帳所持  

療育手帳所持  

 
（2）障害児施策の所管部署についてうかがいます。 

①貴自治体で、障害児福祉施策を所管する部署はどこですか。（複数可）

1.障害福祉部署 
2.児童福祉・母子保健部署 
3.教育委員会 
4.その他（             ） 
 
②貴自治体では、障害児福祉施策と障害児教育施策を横断的に所管する部署がありますか。

1.首長部局に分野横断する部署がある 
2.教育委員会に分野横断する部署がある 
3.首長部局に分野横断する部署を設置する予定がある 
4.教育委員会に分野横断する部署を設置する予定がある 
5.分野横断する部署はない 
 
（3）貴自治体では、障害児施策について部局横断的に協議する会議体がありますか。（複数可） 

1.地域自立支援協議会の障害児に関する部会・プロジェクトチーム［障害者自立支援法］ 
2.要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）［児童福祉法］ 
3.次世代育成支援対策地域協議会［次世代育成支援対策推進法］ 
4.特別支援教育連携協議会 
5.上記以外の庁内関係者のみで構成する連絡会等 
6.上記以外の外部関係者を含む連絡会議等 
7.障害児施策について部局横断的に協議する会議体はない 
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２．「サポートブック」の作成について 

 
（1）貴自治体では、「サポートブック」を導入していますか。 

1.導入している 
2.導入していない 

 
（2）「2.導入していない」と答えた自治体にうかがいます。 

①今後の「サポートブック」の導入についてどのようにお考えですか。

1.組織を立ち上げて導入を検討している 
2.今後ぜひ導入を検討したい 

3.現時点では導入の予定はない 
4.分からない 

 
②今後「サポートブック」の導入・活用を促進するにあたっての課題、必要な取り組み等について、ご意見が

あれば自由にお書き下さい。

 

☞調査は以上です。お忙しいところご協力ありがとうございました。 

 
（3）「1.導入している」と答えた自治体にうかがいます。 

①「サポートブック」の導入時期はいつですか。

西暦（      ）年度 
 
②「サポートブック」を導入するきっかけは何ですか。（複数可）

1.厚生労働省 障害児を育てる地域の支援体制整備事業のうち障害児支援情報共有システム構築事業の補助

を受けて導入 
2.文部科学省 特別支援教育総合推進事業のグランドモデル地域の指定を受けて導入 
3.障害福祉部署の提案で導入 
4.児童福祉・母子保健部署の提案で導入 
5.教育委員会の提案で導入 
6.障害児施策について部局横断的に協議する会議体の提案で導入 
7.障害児・保護者等、当事者団体の提案で導入 
8.障害児支援にかかわる関係機関・サービス提供事業者の提案で導入 
9.都道府県の助言で導入 
10.その他（                         ） 
 
③「サポートブック」の作成にあたって、他の事例を参考にしましたか。

1.他の事例をそのまま活用した 
→活用した「サポートブック」作成主体：（                         ） 
→活用した「サポートブック」の名称：（                         ） 

2.他の事例を参考に、自治体独自の「サポートブック」を作成した 
3.自治体独自で新規に作成した 
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④「サポートブック」の作成に参画した機関についてうかがいます。（複数可）

1.障害保健福祉部署 
2.児童福祉・母子保健部署 
3.保健・医療部署 
4.教育委員会 
5.その他市区町村の関係部署 
6.児童相談所 
7.障害者更生相談所 
8.精神保健福祉センター 
9.保健所・保健センター 
10.医療機関 
11.療育機関 
12.保育園・幼稚園 
13.小学校 
14.中学校 

15.高等学校 
16.特別支援学校 
17.障害者相談支援事業所 
18.その他の障害福祉サービス施設・事業所 
19.発達障害者支援センター 
20.障害者就業・生活支援センター 
21.障害者を雇用している企業 
22.その他の就労支援にかかわる機関（ハローワーク等） 
23.障害児本人（当事者団体含む） 
24.障害児の家族等（当事者団体含む） 
25.民生委員・児童委員 
26.学識経験者 
27.都道府県 
28.その他（                         ） 

  
⑤「サポートブック」の作成にあたり事務局を務めた機関についてうかがいます。（上記④の選択肢から選ん

で数字を記入）

     
 
⑥「サポートブック」の配布対象者をうかがいます。（複数可）

1.障害の有無を問わず子ども（保護者）全員 
2.障害の有無を問わず希望する子ども（保護者）全員 
3.身体障害者手帳を所持する子ども（保護者） 
4.療育手帳を所持する子ども(保護者) 

5.発達障害の診断を受けた子ども（保護者） 
6.支援者が必要と判断した子ども（保護者） 
7.その他 
（                     ） 

 
⑦「サポートブック」の配布方法をうかがいます。（複数可）

1.紙媒体 →［ ア．無料  イ．有料→1部（         ）円 ］ 
2.電子媒体（CD,USB等）→［ ア．無料  イ．有料→1部（         ）円 ］ 
3.ホームページからダウンロード→［ ア．無料  イ．有料→1部（         ）円 ］ 
4.その他（                                       ） 

 
⑧「サポートブック」で情報を集約することを想定している期間をうかがいます。（複数可）

1.就学前 
2.小学校 

3.中学校 
4.高等学校 

5.大学・短大等 
6.学校卒業後 
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⑨「サポートブック」に集約する情報の内容とそれを集約する形式をうかがいます。（複数可）

 １ ２ ３ ４ ５ 

 

記
入 

所
定
の
様
式
に 

フ
ァ
イ
リ
ン
グ 

個
別
支
援
計
画
を 

福
祉
分
野
の 

計
画
を
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

個
別
の
教
育
支
援 

フ
ァ
イ
リ
ン
グ 

関
連
書
類
等
を 

集
約
し
な
い 

フェースシート（氏名、年齢、性別、家族構成等に関する基本情報） １ ２ ３ ４ ５ 

これまで過去に関わってきた機関とそこでの支援内容等（成育歴、既往

歴、支援歴などの履歴情報） 
１ ２ ３ ４ ５ 

現在関わっている機関とそこでの支援内容等（ADL、コミュニケーショ

ン、社会行動面等における詳細な支援情報） 
１ ２ ３ ４ ５ 

現在の支援上の留意点等 １ ２ ３ ４ ５ 

これからの支援に関する情報（進路の見通し、人生設計等） １ ２ ３ ４ ５ 

その他 

→具体的に（                         ） 
１ ２ ３ ４ ５ 

 
⑩貴自治体の「サポートブック」について紹介しているホームページがあれば、ＵＲＬを記入して下さい。

 
 

３．「サポートブック」の活用について 

 
（1）貴自治体では「サポートブック」の配布件数を把握していますか。 

1.把握している 
2.把握していない ☞（2）へ進んで下さい。 
 
①これまでの配布実績（延べ件数）を記入して下さい。

導入以降の延べ件数（累積）  
平成 22年度実績  
 
（2）貴自治体では、現在「サポートブック」を活用しているケース件数を把握していますか。 

1.把握している 
2.把握していない ☞（3）へ進んで下さい。 
 
①現時点での具体的な活用件数（実ケース数）を記入して下さい。

※年齢別の人数は把握している場合のみ記入。 
合計  
 うち就学前  
 うち小学校  
 うち中学校  
 うち高等学校等  
 うち大学・短大等  
 うち学校卒業後  
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（3）貴自治体では「サポートブック」をどのような目的で、どのような時期に活用していますか。（複数可） 

 目的 実際に活用している時期 

ライフステージ

移行期 

1.関係機関の情報の引き継ぎ 
2.関係機関の障害児に関する共通理解の醸成 
3.関係機関の障害児に関する支援のあり方の協議 
4.関係機関の障害児支援の目標と計画の立案 
5.関係機関の障害児に対する適切なサービスの提供 
6.障害児を支える支援ネットワークの構築 
7.ライフステージを通じた支援の一貫性の確保 

1.就学前→小学校 
2.小学校→中学校 
3.中学校→高等学校 
4.高等学校→大学・短大等 
5.最終学校卒業時 

ライフステージ

固定期 

1.個別の機関における障害児の暮らしの全体像の把握 
2.関係機関の障害児に関する共通理解の醸成 
3.関係機関の障害児に関する支援のあり方の協議 
4.関係機関の障害児支援の目標と計画の立案 
5.関係機関の障害児に対する適切なサービスの提供 
6.障害児を支える支援ネットワークの構築 

1.就学前 
2.義務教育（小・中学校） 
3.高等学校 
4.大学・短大等 
5.学校卒業後 

 
（4）「サポートブック」を現在活用している機関についてうかがいます。（複数可） 

1.障害保健福祉部署 
2.児童福祉・母子保健部署 
3.保健・医療部署 
4.教育委員会 
5.その他市区町村の関係部署 
6.児童相談所 
7.障害者更生相談所 
8.精神保健福祉センター 
9.保健所・保健センター 
10.医療機関 
11.療育機関 
12.保育園・幼稚園 
13.小学校 
14.中学校 

15.高等学校 
16.特別支援学校 
17.障害者相談支援事業所 
18.その他の障害福祉サービス施設・事業所 
19.発達障害者支援センター 
20.障害者就業・生活支援センター 
21.障害者を雇用している企業 
22.その他の就労支援にかかわる機関（ハローワーク等） 
23.障害児本人（当事者団体含む） 
24.障害児の家族等（当事者団体含む） 
25.民生委員・児童委員 
26.学識経験者 
27.都道府県 
28.その他（                         ） 

 
（5）「サポートブック」は本人・保護者が管理することを原則としていますが、バックアップや支援のため

に、本人・保護者等以外の機関が「サポートブック」の写し等を保管しているケースがありますか。 

1.すべてのケースで本人・保護者等以外の機関も保管している 
2.必要に応じて本人・保護者等以外の機関も保管している 
3.本人・保護者等以外の機関も保管しているケースはない 
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４．「サポートブック」の普及・促進に向けて 

 
（1）貴自治体で、「サポートブック」導入・活用にあたり特に工夫している点、導入の効果、課題と解決策に

ついて自由にお書き下さい。 

 工夫している点 効果 課題と解決策 

導入時    

活用時    

 
（2）今後「サポートブック」の導入・活用を促進するにあたっての課題、必要な取り組み等について、ご意

見があれば自由にお書き下さい。 

 

☞調査は以上です。お忙しいところご協力ありがとうございました。 
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WEB 上の「サポートブック」入手先一覧
都道府県 市区町村 担当部署名 サポートブックを紹介しているホームページのＵＲＬ

1 北海道 旭川市 学校教育部教育指導室学務課学務係
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/gakumu/
tokubetusien/8sukuramu.html

2 北海道 函館市 函館市福祉事務所障害福祉課
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/welfare/s
yougaifukushihp/index.htm

3 北海道 富良野市 保健福祉部こども未来課
http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/eP
age.asp?CONTENTNO=5075

4 北海道 名寄市 学校教育委員会
http://www.city.nayoro.lg.jp/www/contents/125
8528590489/index.html

5 茨城県 龍ケ崎市 健康福祉部社会福祉課
http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/view.php?pa
geId=7488

6 茨城県 土浦市 教育委員会特別支援教育推進事業 http://www.tsuchiura.ed.jp/~care/

7 栃木県 宇都宮市 子ども部　子ども発達センター
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/fukushi/s
hougaishafukushi/10324/10665/index.html

8 栃木県 足利市 学校教育課指導担当 http://kyouiku.ashi-s.ed.jp/tokusin/index.html

9 群馬県 館林市 教育委員会学校教育課
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2011041
300026/

10 群馬県 みなかみ町 子育て健康課
http://www.town.minakami.gunma.jp/25kodomo/02ko
sodate/03kosodate/2011-0901-1306-48.html

11 埼玉県 さいたま市 保健福祉局福祉部障害福祉課
http://www.city.saitama.jp/www/contents/12499660
21062/index.html

12 千葉県 習志野市 保健福祉部障害福祉課
http://www.city.narashino.chiba.jp/kenkofukushi
/shogaishafukushi/kobetusiennkeikaku.html

13 千葉県 市原市 保健福祉部　障がい者支援課
http://gk01.city.ichihara.chiba.jp/book/detail.as
px?id=412

14 千葉県 香取市 障害福祉課
http://www.city.katori.lg.jp/03government/secti
on/syougai/news/2011-0921-0951-11.html

15 千葉県 茂原市 学校教育課 http://www.city.mobara.chiba.jp/gakkou/smile.htm
16 千葉県 浦安市 こども発達センター http://www.city.urayasu.chiba.jp/menu9662.html
17 千葉県 白井市 健康福祉部　社会福祉課 http://city.shiroi.chiba.jp/detail/583322708.html

18 東京都 調布市 子ども生活部子ども発達センター
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/
1237786848000/index.html

19 東京都 世田谷区 子ども部要支援児童担当課 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00029473.ht
20 神奈川県 葉山町 保健福祉部福祉課 http://www.town.hayama.lg.jp/2/2_8.html

21 新潟県 見附市 見附市教育委員会こども課
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/ctg/0028162
2/00281622.html

22 新潟県 三条市 教育委員会子育て支援課
http://www.city.sanjo.niigata.jp/kosodate/page0
0223.html

23 新潟県 新潟市 福祉部障がい福祉課管理係(注１）
http://www.pref.niigata.lg.jp/shougaifukushi/124
2936101390.html

24 新潟県 魚沼市 福祉保健課 
http://www.city.uonuma.niigata.jp/modules/kosodate
topic/index.php?content_id=139

25 新潟県 佐渡市 社会福祉課
http://www.city.sado.niigata.jp/l_guide/c_system/shaf
uku/sf_f.shtml

26 長野県 松本市 こども福祉課
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/kodomo
/alpkids_support/index.html

27 静岡県 静岡市 保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課
http://www.city.shizuoka.jp/deps/shogaishafukusi/so
udanfile.html

28 静岡県 浜松市 こども家庭部　子育て支援課
http://www.hamamatsu-
pippi.net/education/shien/hamasuku.htm

29 愛知県 北名古屋市 福祉部社会福祉課　担当　堀木
http://www.city.kitanagoya.lg.jp/profile/soshiki/
syakai_fukushi/syakai_fukushi17.php

30 愛知県 岡崎市 岡崎市保健所 www.city.okazaki.aichi.jp/menu5087.html

31 三重県 四日市市 教育委員会教育支援課
http://www.yokkaichi.ed.jp/e-
center/nc3/htdocs/?page_id=33

32 滋賀県 湖南市 健康福祉部社会福祉課発達支援室
http://www.city.konan.shiga.jp/konan1/kaku_ka/
02syakaifukushi/kokoai/index.html

33 滋賀県 近江八幡市 福祉子ども部　高齢・障がい福祉課
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail
.php?co=cat&frmId=2890&frmCd=4-2-0-0-0

34 滋賀県 高島市 健康福祉部　障害福祉課
http://www.city.takashima.shiga.jp/icity/browse
r?ActionCode=content&ContentID=1309314753
912&SiteID=0

35 滋賀県 甲賀市 健康福祉部発達支援室 http://www.city.koka.lg.jp/3830.htm

36 京都府 木津川市 社会福祉課
http://www.city.kizugawa.lg.jp/article.php?id=1323&f=
16&t=le

－ 206 －



37 京都府 舞鶴市 子ども支援課
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/modules/fuku
ship/index.php?content_id=6

38 大阪府 堺市 子育て支援部子ども家庭課
http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_katei/mok
uteki/ai_file.html

39 大阪府 岸和田市 保健福祉部福祉政策課
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/33/a
yumi.html

40 兵庫県 明石市 福祉部　障害福祉課　発達支援センター
http://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/f_syougai_ka
/hattatsu_cen/download.html#book3

41 兵庫県 赤穂市 健康福祉部　社会福祉課　障がい福祉係
http://www.city.ako.lg.jp/kenkou/shougai_fukus
hi/supportfile.html

42 兵庫県 加東市 福祉部社会福祉課障害者福祉係 http://www.city.kato.lg.jp/life/welfare/support_note.h
43 兵庫県 小野市 市民福祉部社会福祉課 http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/26/46/9/

44 兵庫県 西脇市 福祉総務課
http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/icity/browser?Act
ionCode=content&ContentID=1206361953924&SiteID
=0000000000000&FP=seclist&RK=1268908815527

45 兵庫県 三田市 学校教育部学校教育課特別支援係
http://www.city.sanda.lg.jp/kyouiku/saportshee
t.html

46 奈良県 橿原市 健康福祉部子育て支援課
http://www.city.kashihara.nara.jp/kosodate/c_s
hougaisha/sonota/heart/index.html

47 奈良県 大和郡山市 福祉健康づくり部　厚生福祉課　障害福祉係
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/fukushi/welf
are/syougai/002563.html#main-pane

48 島根県 松江市 発達・教育相談支援センター
http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/fukushi/gui
debook/sodate_shien/support_files.html

49 岡山県 倉敷市 福祉部障がい福祉課総合療育相談センター
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid
=3524

50 広島県 福山市 保健福祉局福祉部障がい福祉課相談支援担当
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/life/detail.php
?hdnKey=5675

51 広島県 三次市 福祉保健部社会福祉課
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/fukushi_m/shou
gaisyafukushi/supportfile.jsp

52 広島県 竹原市 市民生活部福祉課障害福祉係
http://www.city.takehara.lg.jp/fukushi/syougai/suppo
rt-file.html

53 広島県 熊野町 民生部福祉課障害者福祉グループ
http://www.town.kumano.hiroshima.jp/www/contents
/1304224426533/index.html

54 広島県 江田島市 福祉保健部
http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/modul
es/smartsection/item.php?itemid=718

55 広島県 坂町 民生部　民生課
http://www.town.saka.hiroshima.jp/sakacho/minsei/s
apotofairu.htm

56 山口県 宇部市 健康福祉部障害福祉課障害者支援係
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kosodate/kos
odateshien/hattatsu/personal_techou.html

57 香川県 高松市 健康福祉部障がい福祉課認定係（注２）
http://www.pref.kagawa.jp/kenkyoui/tokubetsus
ien/pdf/kakehashi.html

58 香川県 善通寺市 健康福祉部社会福祉課（注2）
http://www.pref.kagawa.jp/kenkyoui/tokubetsus
ien/pdf/kakehashi.html

59 愛媛県 新居浜市 教育委員会事務局発達支援課
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?
lif_id=14217

60 高知県 高知市 地域保健課
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/35/supportfile.
html

61 熊本県 宇城市 学校教育課 http://www.city.uki.kumamoto.jp/q/aview/115/2986.

注１） 新潟県障害福祉課在宅支援係のサポートブック（相談支援ファイル、入学支援ファイル）を共有。
注２） 香川県教育委員会のサポートブック（サポートファイル「かけはし」）を共有
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