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Ⅰ 研究の全体像 

 
１．研究の概略 

本研究は平成 23 年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業の助成を受け、「「サポートブック」の

活用実態に関する調査 WE コラボ研究 2011」として進められてきたものである。 
さて、障害のある子どもに生涯を見通した適切な支援を行うためには、早期にその障害を発見

し、子どもやその保護者の相談に応じ、適切な支援を行うことが最も重要であることはいうまで

もない。そのためには、市区町村を中心に、乳幼児期から成人期までのそれぞれの段階にわたっ

て、福祉、教育、医療、保健、労働等の支援が適切に受けられるよう、関係機関が連携して、一

貫した支援体制を整備する必要がある。 
近年、こうした体制を効果的・効率的に運用するためのツールとして、いわゆる「サポートブ

ック」が導入されつつある。「サポートブック」とは、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

したツールである。 
「サポートブック」の現状をみると、障害福祉分野、特別支援教育分野、子育て支援分野等の

関係機関が必要に応じて導入を始めている。厚生労働省の平成 22 年度障害者総合福祉推進事業の

一環として取り組まれたＮＰＯ法人ＰＷＬやＮＰＯ法人京都フォーライフの調査研究（指定課題

２５：障害児支援の強化に向けた福祉と特別支援教育における連携に関する調査報告書）におい

ても、一部自治体の動向調査や先駆的な取り組みを開始している自治体の訪問調査によってそう

した実態が解明されつつある。しかしながら、名称、所管部署、対象とする障害児の年齢、障害

種別、情報の内容、情報管理体制、情報共有・提供の範囲等はさまざまであり、全国的な実態は

把握されていない。このため、「サポートブック」のツールとしての有用性は一定程度認識されて

いるものの、全国に分野横断的に普及・活用されるには至っていない。 
そこで、本事業では、「サポートブック」の導入・活用について全国の状況を数値的に把握し、

今後、厚生労働省が関係省庁と協働して「サポートブック」の活用促進施策を展開する際の基礎

資料を得る。あわせて、今後「サポートブック」導入を検討する市区町村が自らの地域特性等に

応じた検討の基礎資料を得られるよう、先行する「サポートブック」導入・活用事例を体系的に

整理することとした。 
 

（１）「「サポートブック」の活用実態に関する調査」研究・アンケート調査編 
「サポートブック」の全国的な導入状況、その具体的な取り組み実態を数値的に把握するため

に、市区町村全数を対象にアンケート調査を実施した。 
市区町村の障害福祉部署及び児童福祉・母子保健部署については調査用 HP 作成によるインタ

ーネット調査、市区町村教育委員会については郵送配布、郵送回収のアンケート調査とした。 
 
＜主たる調査項目＞ 

・ 市区町村の基本情報：人口、面積、障害児数、障害児支援に関する庁内体制、地域自立支援

協議会における障害児支援に関する検討状況等 
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・ 「サポートブック」導入の有無 
【導入ありの場合】 
→導入の時期、経緯：独自に作成、特別支援教育グランドモデル地域として作成、他地域・団

体の様式を活用等 
→市区町村の所管部署 
→対象者：年齢、障害の有無、配布方法等 
→把握している情報：子どもの障害や発達に関する総合的な評価、各種の相談→支援の内容と

それによる効果、子どもや保護者のニーズ等 
→保護者の参画 
→情報管理体制：個人情報保護、保管→引き継ぎ、電子化の状況等 
→活用方策：ライフステージのどの段階で、どのような関係機関が、どのような方法で活用し

ているか 
→関連施策（地域自立支援協議会の活動、障害福祉の個別支援計画、個別の教育支援計画等）

との整合 
→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 
→具体的な様式 
 
【導入なしの場合】 
→サポートブック導入の意向 
→サポートブック導入・活用に向けた課題と解決策 
 

（２）「「サポートブック」の活用実態に関する調査」研究・訪問調査編 
上述のアンケート調査で把握された「サポートブック」を既に導入している自治体の中から、

配布への工夫・配布者の把握とフォローアップ・継続的な活用の工夫・成果に対する評価・今後

の課題について情報を集約し、「サポートブック」活用促進への示唆を得ることを目的として実施

した。結果的に 6 自治体及び 1 団体の計 7 事例を集約した。 
 
 以上の結果をもとに、①「サポートブック」の導入状況と普及に向けた諸課題、②「サポート

ブックのあるべき姿と活用のポイント、③「サポートブック」を含む「育ちの支援システムづく

り」のポイントの三点にわたり、研究の総括と提言を行った。主たる要点をまとめれば次のよう

である。 
○ 導入状況は市区町村の 2 割程度であるが、活用できている市区町村となると 1 割に充たない

のが現状である。いっそうの普及には各自治体における組織的な取り組みとともに、母子健

康手帳と学齢期における「個別の教育支援計画」の間にあるミッシング・リンクを埋める政

策誘導が必要である。 
○ 「サポートブック」は保護者と当事者がエンパワメントするためのツールであり、その作成

や保持・管理に困難を示す保護者を支援するシステムづくりの一環として取り組まれる必要

がある。そのためには「サポートブック」の配布が同時に活用場面と重なるような実践と仕

組みの工夫が求められる。 
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２．研究の推進体制 

研究代表：加瀬 進（東京学芸大学・特別支援科学講座・教授） 
事務局：東京学芸大学総合教育科学系事務室（担当：佐野） 
研究成果の逐次発信：加瀬研究室ブログ（http://www.we-collaboration.com/） 

 
＜検討委員会＞ 

番号 所 属 氏 名 

１ 国立成育医療研究センター 木暮 紀子 

２ 滋賀県甲賀地域ネット相談サポートセンター 中島 秀夫 

３ 滋賀県社会福祉事業団 松田裕次郎 

４ 滋賀県甲賀市教育委員会 西谷  淳 

５ 訪問看護ステーションほのか 梶原 厚子 

６ きんき会委託相談支援事業所 西村  幸 

７ 北信圏域障害者総合相談支援センター 高橋 佳子 

８ 北信圏域障害者総合相談支援センター 北岡 和子 

９ 北信圏域障害者総合相談支援センター 小宮 麗子 

１０ 三菱総合研究所 高森 裕子 

 
＜研究協力者＞ 
専門的知識・情報の提供者として次の諸氏から協力を得た。 
１）西海 真理氏（国立成育医療研究センター） 

２）河内 崇典氏（ＮＰＯ法人み・らいず） 

３）野田満由美氏（ＮＰＯ法人み・らいず） 

 

＜オブザーバー＞ 

研究全体の俯瞰、及び必要な助言を頂くため、障害児支援専門官にオブザーバー参加頂いた。 

・ 障害児支援専門官 光真坊浩史氏 

（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） 

 

３．研究協議会等の経過 

第１回研究協議会（2011 年 7 月 31 日（日）13:00～17：00） 
・ 事業の目的、年間計画の確認 
・ 「サポートブック」の定義について（自由討議） 
・ 市区町村アンケート調査票案の検討 
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第２回研究協議会（2011 年 10 月 23 日（日）13：00～17：00） 
・ 市区町村アンケート調査結果の報告 
・ 「サポートブック」導入事例の整理軸の検討（自由討議） 
 
第３回研究協議会（2012 年 1 月 9 日（月）13：00～17：00） 
・ 先進地域ヒアリング調査先の選定 
・ 「サポートブック」の類型化と活用促進方策の検討（自由討議） 
 
第４回研究協議会（2012 年 2 月 12 日（日）10：00～17：00） 
・ 先進地域ヒアリング調査結果の報告 
・ 「サポートブック」の類型化と活用促進方策の検討（自由討議・継続） 
・  
第５回研究協議会（2012 年 3 月 11 日（日）13：00～17：00） 
・ 研究報告書校正 
・ 「サポートブック」の活用促進方策に関する提言の確認 
 
以上に加え、2012 年 1 月 11 日（水）～1 月 12 日（木）にＮＰＯ法人み・らいずの河内氏・野

田市より情報提供等に関するヒアリングを行い、あわせて第 3 回から西海氏に研究協議会に参加

頂き、専門的助言を得ている。 
 

 
＜受託研究費総額＞ 
8,619 千円（指定課題 16） 

【「サポートブック」の活用実態に関する調査 WE コラボ研究 2011】 

 

４．本研究報告書の構成 

 設定した 2つの作業課題をベースに、次のような構成をとることとした。 

 
Ⅰ 研究の全体像 
Ⅱ 「サポートブックの活用実態に関する調査」研究・アンケート調査編 
Ⅲ 「サポートブックの活用実態に関する調査」研究・訪問調査編 
Ⅳ 研究の総括と提言 
＜資料＞ 
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Ⅱ　「サポートブックの活用実態に関する調査」研究

アンケート調査編





 
Ⅱ 「サポートブックの活用実態に関する調査」研究・アンケート調査編 

 
I．調査の概要 

１．調査目的 

○障害のある子どもに生涯を見通した適切な支援を行うため、横の連携を充実させるとともに、

ライフステージを越えた縦の連携につなげるツールとして近年導入されつつある「サポートブ

ック」の活用実態、とりわけ、その普及・促進にはどのような課題や解決策があり得るかを把

握し、今後の施策として取り組むべき課題を明らかにすることを目的として、アンケート調査

を実施した。 
 
２．調査対象・調査方法・回収状況 

○市区町村全数を対象に調査を実施した。 
○なお、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 部署に送付した。 
○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いる自治体では、主たる担

当部署１つで集約して回答するよう依頼した。 
調査対象部署 調査方法 配布件数 回収件数 回収率 

障害福祉部署 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、メールで協力依頼。調査専用ホーム

ページを通じて回答。 

1,745 件 775 件 44.4％

児童福祉・ 
母子保健部署 

1,745 件 148 件 8.5％

教育委員会 

学校教育課 

郵送配布・郵送回収 1,745 件 367 件 21％

 
３．調査時期 

○平成 23 年 10 月～11 月 
 
４．調査内容 

○巻末資料編に掲載した調査票を参照されたい。 
 
５．調査における「サポートブック」の定義 

○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と定義した。（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） 
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II．集計結果  

１．市区町村の基本情報 

○今回の調査は、1088 自治体から回答があった。回答部署をみると、障害福祉部署 71.2%、教育

委員会 33.7%、児童福祉・母子保健部署 13.6%であった。 
 
図表 1 調査回答部署 

 

13.6

33.7

71.2

0% 20% 40% 60% 80%

障害福祉部署

児童福祉・母子保健部署

教育委員会
(N=1088）

 

○市町村の人口規模をみると、平均 73,377 人であった。 

○障害児福祉施策の所管部署をみると、障害福祉部署が 93.2%と最も多く、児童福祉・母子保健

部署 50.2%、教育委員会 19.8%であった。 

○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をみると、86%の自治体ではそのよ

うな部署はなかった。分野横断の部署がある自治体の場合、首長部局が 7.4%、教育委員会が

5%であった。 
○障害児施策について部局横断的に協議する会議体をみると、要保護児童対策地域協議会が

44.3%と最も多く、地域自立支援協議会の部会・プロジェクトチーム 35.7%、特別支援教育連

携協議会 25.7%が続いていた。一方、部局横断的に協議する会議体はないという自治体も 25.2%
あった。 

 
図表 2 障害児福祉施策の所管部署 

93.2

50.2

19.8

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害福祉部署

児童福祉・母子保健部署

教育委員会

その他

(N=1088）
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図表 3 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の有無 

 

7.4 86.05.0 0.7

0.4

全体(N=1088)

首長部局に分野横断する部署がある
教育委員会に分野横断する部署がある
首長部局に分野横断する部署を設置する予定がある
教育委員会に分野横断する部署を設置する予定がある
分野横断する部署はない
不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)

 
図表 4 障害児施策について部局横断的に協議する会議体の有無 

35.7

44.3

23.1

25.7

15.1

21.9

25.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

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］

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］

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］

特別支援教育連携協議会

上記以外の庁内関係者のみで構成する連絡会等

上記以外の外部関係者を含む連絡会議等

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

(N=1088）

 

２．「サポートブック」の作成状況 

（1）「サポートブック」の導入の有無 

○「サポートブック」の導入状況をみると、導入している自治体は 21%であった。 
 
図表 5 「サポートブック」の導入の有無 

21.0 78.9 0.2全体(N=1088)

導入している 導入していない 不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)
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（2）「サポートブック」の導入に向けて（導入していない場合） 

①「サポートブック」の今後の導入意向 

○「サポートブック」を導入していない場合の今後の導入意向をみると、「組織を立ち上げて導入

を検討している」が 11%、「今後ぜひ導入を検討したい」が 15.4%で、前向きな自治体は 26.4%
であった。 

 
図表 6 「サポートブック」の今後の導入意向（導入していない場合） 

11.0 15.4 46.3 27.2 0.2全体(N=858)

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

現時点では導入の予定はない 分からない

不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)

 

 
②「サポートブック」の導入・活用促進に向けた課題、必要な取り組み等 

○「サポートブック」を導入・活用促進に向けた課題、必要な取り組み等について自由記述で聞

いたところ、以下のような回答があった。 
■行政内部で取り組みを促進する組織が必要 

部局横断的なテーマであるため、関係施策・放棄・制度等の整理・統合をした上で、連携・調

整を取りまとめる所管部署等を置く必要がある。 
 
■地域の幅広い関係機関が共通認識のもとに活用することが一斉に活用することが必要 

ライフステージ一貫して包括的・継続的な支援を進めるためには、教育、福祉、母子保健、子

育て支援、医療、就労等の分野を横断し、行政、サービス提供事業所、学校、医療機関等の組織

も横断して、地域の幅広い関係機関が活用目的・方法（いつ、どういった状況で、誰が配布し、

何をするときに使用するか）等について共通認識をもって一斉に活用する必要がある。 
 
■都道府県単位等の広域的な取り組みが必要 
 ライフステージや支援ニーズに応じて、本人・保護者を取り巻く関係機関は市町村域を超えて

集まることになるので、単一市町村ではなく、都道府県単位等の広域的な取り組みが必要である。

 
■本人・保護者の理解を得ることが必要 

本人・保護者に必要性を理解し、継続的な活用に協力してもらうため、「サポートブック」の使

い方の研修、関係機関による記入支援が必要である。 
本人・保護者の障害の受容状況に応じて、「サポートブック」を配布するタイミング、記載する

情報の内容等を工夫する必要がある。 
 
■個人情報保護に留意した具体的運用方法の整理が必要 
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 関係機関の支援内容に応じて、「サポートブック」から収集したい情報の範囲は異なり、関係機

関の種類に応じて個人情報保護の体制にも差があることから、個人情報保護に十分配慮した上で、

「サポートブック」の保管、情報更新、複写の可否、情報開示の範囲等の具体的な運用方法を整

理する必要がある。 
 
■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 
 モデル事業等で取り組むと、モデル事業終了後の予算確保のめどが立たないので、長期的・継

続的な「サポートブック」の活用を支える十分な予算を別途確保する必要がある。 
 
■「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 
 「サポートブック」の作成、管理、有効活用の研修のためのコストを考えると、「サポートブッ

ク」というツールで目指している目的を実現するために関係機関の連携システムを構築すること

のほうが優先課題である。 
 
（3）「サポートブック」作成の経緯（導入している場合） 

①導入経緯 

○「サポートブック」を導入している場合の導入時期をみると、2009 年度（今年度は 3 年目）が

31.6%で最も多く、2010 年度（今年度は 2 年目）が 28.9% 、2011 年度（今年度が初年度）が

17.1%で続いていた。また、2008 年度以前（3 年以上経過）の自治体は 20.2%であった。 
 
図表 7 「サポートブック」の導入時期 

8.3 11.8 31.6 28.9 17.1 2.2全体(N=228)

2007年度以前 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)

 

 
○「サポートブック」を導入したきっかけをみると、「都道府県の助言で導入」24.1%、「文部科

学省と区悦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」19.7%、「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」18.4%、「教育委員会の提案で導入」

17.1%の順となっており、都道府県としての広域的な取り組み推進、教育サイドからの働きか

けがきっかけになっている自治体が多かった。 
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図表 8 「サポートブック」を導入したきっかけ 

7.0

19.7

13.6

11.8

17.1

18.4

8.8

7.5

24.1

17.1

0% 10% 20% 30%

厚生労働省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

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

障害福祉部署の提案で導入

児童福祉・母子保健部署の提案で導入

教育委員会の提案で導入

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
障害児・保護者等、当事者団体の

提案で導入
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

都道府県の助言で導入

その他

(N=228）

 
 
○「サポートブック」の作成にあたって参考にした事例についてみると、「他の事例を参考に自治

体独自に作成」が 64.5%と最も多く、「他の事例をそのまま活用した」27.2%と合わせ、91.7%
の自治体は何らかの形で先行事例を参照していた。 

 
図表 9 「サポートブック」の作成にあたって参考にした事例 

27.2 64.5 6.6 1.8全体(N=228)

他の事例をそのまま活用した

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

自治体独自で新規に作成した

不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)
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②作成体制 

○「サポートブック」の作成に参画した機関をみると、教育委員会 63.6%、障害保健福祉部署 58.3%、

児童福祉・母子保健部署 53.9%と、障害児関連施策を所管する部署の参画率が高く、事務局も

これらの部署が務めている割合が高かった。 
○次いで、保育園・幼稚園 36.4%、小学校 35.1%、中学校 28.1％、特別支援学校 35.5％と、学校

教育関係の参画率が高かった。しかし、中学校、高等学校と年齢が上がると、参画率が下がっ

ていた。 
○そのほか、保健・医療部署 30.3%、保健所・保健センター26.8%、療育機関 33.3%といった保

健関連の機関や、障害者相談支援事業所 20.6%、発達障害者支援センター16.2%といった福祉

関連の機関、障害児の家族 32%、都道府県 19.7%等の参画があった。 
 
図表 10 「サポートブック」の作成に参画した機関 

58.3

53.9

30.3

63.6

11.4

10.5

1.8

0.0

26.8

15.4

33.3

36.4

35.1

28.1

8.3

35.5

20.6

11.4

16.2

6.1

0.0

5.3

4.4

32.0

1.3

14.0

19.7

15.4

29.8

18.4

2.6

36.0

0.9

0.4

0.0

0.0

4.8

0.4

3.5

1.8

1.8

1.3

0.0

3.1

5.3

0.9

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

0.0

12.7

9.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

障害保健福祉部署

児童福祉・母子保健部署

保健・医療部署

教育委員会

その他市区町村の関係部署

児童相談所

障害者更生相談所

精神保健福祉センター

保健所・保健センター

医療機関

療育機関

保育園・幼稚園

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

障害者相談支援事業所

その他の障害福祉サービス施設・事業所

発達障害者支援センター

障害者就業・生活支援センター

障害者を雇用している企業

その他の就労支援にかかわる機関（ハローワーク等）

障害児本人（当事者団体含む）

障害児の家族等（当事者団体含む）

民生委員・児童委員

学識経験者

都道府県

その他
参画 事務局

(N=228）
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③配布対象・方法 

○「サポートブック」の配布対象者をみると、「障害の有無を問わず希望する子ども全員」が 44.3%
と最も多く、「支援者が必要と判断した子ども」41.7%が続いていた。 

○また、「サポートブック」の配布方法をみると、紙媒体が 97.4%と最も多く、ホームページから

ダウンロードが 30.7%で続いていた。配布にかかる費用負担は、いずれの配布方法でも 90%以

上が無料であった。 
 
図表 11 「サポートブック」の配布対象者 

7.9

44.3

17.5

22.8

27.2

41.7

21.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

障害の有無を問わず子ども全員

障害の有無を問わず希望する子ども全員

身体障害者手帳を所持する子ども

療育手帳を所持する子ども

発達障害の診断を受けた子ども

支援者が必要と判断した子ども

その他

(N=228）

 

図表 12 「サポートブック」の配布方法 

97.4

7.5

30.7

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

紙媒体

電子媒体（CD,USB 等）

ホームページからダウンロード

その他

(N=228）

 
図表 13 「サポートブック」の配布にかかる費用負担 

99.5

94.1

100.0

5.9

0.5紙媒体(n=222)

電子媒体(n=17)

HPからダウンロード(n=70)

無料 有料 不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)

 
 
④具体的な内容 

○「サポートブック」で情報集約することを想定している期間をみると、就学前、小学校、中学  

校と年齢が上がるにつれて割合が低くなり、高等学校、大学・短大等となると 20 ポイント程度

ずつ割合が低くなっていたが、学校卒業後をあげた割合は高くなっていた。現在の「サポート

ブック」は、就学前から小中学校と比較的低年齢の段階と、学校卒業後に教育から福祉への引

き継ぎが重要になる段階での活用が想定されているといえる。 
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図表 14 「サポートブック」で情報集約することを想定している期間 

89.9

82.0

78.1

59.6

38.6

54.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前

小学校

中学校

高等学校

大学・短大等

学校卒業後

(N=228）

 

 
○「サポートブック」に集約する情報の内容をみると、「フェースシート」「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」「現在かかわっている機関とそこでの支援内容等」といっ

た基本情報については 90%以上で集約していた。より具体的な支援に踏み込んだ「現在の支援

上の留意点」「これからの支援に関する情報」については、集約している割合がやや低かった。 
○「サポートブック」に集約する情報の形式をみると、「所定の様式に記入」の割合が最も高く、

「関連書類をファイリング」「個別の教育支援計画をファイリング」「福祉分野の個別支援計画

をファイリング」の順になっていた。 
 
図表 15 「サポートブック」に集約する情報の内容と形式 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

フェースシート 89.5 9.2 10.1 19.3 6.6

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

86.8 18.9 20.6 31.1 5.7

現在関わっている機関とそこで
の支援内容等

82.5 23.7 27.6 34.2 5.3

現在の支援上の留意点等 78.5 19.3 21.5 28.9 7.9

これからの支援に関する情報 59.2 13.2 15.4 28.5 21.1

その他 13.2 1.3 0.9 4.8 8.8

所定の様式に
記入

福祉分野の個
別支援計画を
ファイリング

個別の教育支
援計画をファイ

リング

関連書類等を
ファイリング

集約しない

(N=228）
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３．「サポートブック」の活用状況 

（1）「サポートブック」の配布状況 

○「サポートブック」を作成しただけでなく、その成果物を配布している件数まで把握している

自治体は 62.7%であった。 
○配布件数を把握している場合、導入以降の配布件数累積平均は 233 件、平成 22 年度の実績平

均は 59.6 件であった。 
 
図表 16 「サポートブック」の配布件数の把握状況 

62.7 36.4 0.9全体(N=228)

把握している 把握していない 不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)

 

図表 17 「サポートブック」の配布実績（把握している場合） 

44.8

71.3 9.1 6.3

5.6

3.5

3.5 8.4

2.1

3.5

6.3

14.7 16.1

0.7

0.7

3.5導入以降の累積

平成22年度実績

50件以下 51-100件 101-200件 201-300件 301-400件

401-500件 501件以上 不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(N=143)

 

 
（2）「サポートブック」の活用状況 

①活用件数 

○「サポートブック」を作成、配布しただけでなく、それを実際活用している件数まで把握して

いる自治体は 31.6%であった。 
○活用件数を把握している場合、現時点での件数平均は、全体 93.1 件、うち就学前 47.7 件、小

学校 46.5 件、中学校 28.3 件、高等学校等 9.8 件、大学・短大等 1.4 件、学校卒業後 0.4 件であ

り、就学前、小学校での活用が多かった。 
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図表 18 「サポートブック」の活用件数の把握状況 

31.6 66.7 1.8全体(N=228)
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図表 19 「サポートブック」の活用実績（調査時点） 

26.4

33.3
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22.2
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5.6

8.3
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9.7

1.4

25.0

25.0

40.3

61.1

76.4

77.8

1.4

11.1 6.9

1.4

全体

就学前

小学校

中学校

高等学校等

大学・短大等

学校卒業後

10件以下 11-20件 21-30件 31件以上 不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)（N=72)

 
 
②活用目的・時期 

○ライフステージ移行期における「サポートブック」の活用目的をみると、「関係機関の情報の引

き継ぎ」86%、「関係機関の障害児に関する共通理解の醸成」72.8%、「ライフステージを通じ

た支援の一貫性の確保」57%が多かった。 
○また、ライフステージ移行の具体的な活用時期をみると、「就学前→小学校」が 91.7%で最も多

く、「小学校→中学校」「中学校→高等学校」「高等学校→大学・短大等」と年齢が上がるにつれ

活用割合は低くなっていた。「サポートブック」が導入されてから 3 年以内の自治体が大半であ

ることをふまえると、現状は揺籃期であり、今後、現在「サポートブック」を活用している「就

学前→小学校」の子どもの成長につれて、年齢が上がってからのライフステージ移行について

も活用割合が高まることが期待される。一方、「最終学校卒業時」には活用割合がやや高くなっ

ており、学校卒業後に教育から福祉への引き継ぎが重要になる段階で活用されていることがう

かがえた。 
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図表 20 「サポートブック」の活用目的（ライフステージ移行期） 
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関係機関の障害児に関する共通理解の醸成

関係機関の障害児に関する支援のあり方の協議

関係機関の障害児支援の目標と計画の立案

関係機関の障害児に対する適切なサービスの提供

障害児を支える支援ネットワークの構築

ライフステージを通じた支援の一貫性の確保

(N=228）

 
図表 21 「サポートブック」を活用している時期（ライフステージ移行期） 

91.7

65.4

43.9

19.7

28.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前→小学校

小学校→中学校

中学校→高等学校

高等学校→大学・短大等

最終学校卒業時

(N=228）

 
 
○ライフステージ固定期における「サポートブック」の活用目的をみると、「関係機関の障害児に

関する共通理解の醸成」71.1%、「個別の機関における障害児の暮らしの全体像の把握」56.1%、

「関係機関の障害児に関する支援のあり方の協議」50.9%が多かった。このことから、ライフ

ステージ移行期は情報の引き継ぎが最大の目的であったが、ライフステージ固定期では、情報

の共有よりも、障害児を支援する関係機関の支援チームとしての方針共有が重視されているこ

とがうかがえた。 
○また、ライフステージ固定期の具体的な活用時期をみると、「就学前」75.9%、「義務教育」71.1%
の割合が高く、「高等学校」「大学・短大等」になると活用割合は低くなっていた。一方、「学校

卒業時」には活用割合がやや高くなっており、学校卒業後に教育から福祉へ支援が引き継がれ

た段階で活用されていることがうかがえた。 
 

－ 20 －



図表 22 「サポートブック」の活用目的（ライフステージ固定期） 
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図表 23 「サポートブック」を活用している時期（ライフステージ固定期） 

75.9
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29.8

17.1

30.7
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義務教育（小・中学校）
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③現在活用している機関 

○「サポートブック」を現在活用している機関をみると、活用目的・時期を反映し、小学校 66.7％、

保育園・幼稚園 58.3%、中学校 50%、特別支援学校 45．6%と、学校教育関係の活用率が高か

った。 
○次いで、教育委員会 52.2%、障害保健福祉部署 48.2%、児童福祉・母子保健部署 47.4%と、障

害時関連施策を所管する部署の活用率が高かった。 
○そのほか、障害児の家族等 45.2%、障害児本人 26.3%や、療育機関 37.3%、保健・医療部署 23．

2%、保健所・保健センター21.1%といった保健関連の機関や、障害児相談支援事業所 21.1%、

障害福祉サービス施設・事業所 14.9%といった福祉関連の機関の活用があった。 
 

図表 22 「サポートブック」の活用目的（ライフステージ固定期） 
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図表 23 「サポートブック」を活用している時期（ライフステージ固定期） 
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③現在活用している機関 

○「サポートブック」を現在活用している機関をみると、活用目的・時期を反映し、小学校 66.7％、

保育園・幼稚園 58.3%、中学校 50%、特別支援学校 45.6%と、学校教育関係の活用率が高かっ

た。 
○次いで、教育委員会 52.2%、障害保健福祉部署 48.2%、児童福祉・母子保健部署 47.4%と、障

害時関連施策を所管する部署の活用率が高かった。 
○そのほか、障害児の家族等 45.2%、障害児本人 26.3%や、療育機関 37.3%、保健・医療部署 23．

2%、保健所・保健センター21.1%といった保健関連の機関や、障害児相談支援事業所 21.1%、

障害福祉サービス施設・事業所 14.9%といった福祉関連の機関の活用があった。 
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図表 24 「サポートブック」を現在活用している機関 
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④本人・保護者等以外の機関の保管 

○「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るが、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写し等を保管しているケースがあるかをみると、「関係機

関が保管しているケースはない」が 50.9%で最も多く、「必要に応じて関係機関も保管している」

32.5%、「すべてのケースで関係機関も保管している」15.4%が続いており、保管しているとこ

ろとそうでないところが半々であった。 
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図表 25 「サポートブック」の写し等を本人・保護者等以外の機関が保管しているケースの有無 

15.4 32.5 50.9 1.3全体(N=228)

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
必要に応じて本人・保護者等以外の機関も保管している
本人・保護者等以外の機関も保管しているケースはない
不明

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)

 
 
４．「サポートブック」の普及・促進に向けて 

（1）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 

○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

自由記述で聞いたところ以下のような回答があった。 
 
①工夫している点 

■内容面の工夫 
・障害の有無にかかわらず、子育て支援の立場からも利用できるファイルにした。(個別支援計画

等やさらに詳細な記載が必要な場合には別途オプションシートを用意) 
・「障害支援」ではなく「育ちと学びの応援」という考え方で作成した。 
・肯定的な文章表記とし、子どもの課題だけでなく得意なこと、好きなこと等も記入できるよう

にした。 
・子どもの成長記録等の保護者が記入するページと支援計画等をファイルするページで構成し、

母子健康手帳も一緒に保管するようにした。 
・成長段階に応じた構成にし、活用例、育児に関する一言アドバイス等を掲載し、自由記載のペ

ージを多めにとって、障害がなくても利用しやすい内容にした。 
・サービス利用に必要な、各事業所あての情報を集約する共通のシートを用意した。 
・担当者の名刺もファイリングできるようにした。 
・母子健康手帳や支援計画と記入内容が重複して保護者の負担が増えることがないよう配慮した。

・効率的に作成できるよう、所定の様式は、他の報告様式や既存の関係機関の様式と整合をとっ

た。 
・所定の様式を決めずに関係機関ごとに自由に意見等をファイリングすることにした。 
・記入負担軽減のために、記述式よりもチェック式の項目を多くした。 
・できるだけ平易な言葉を使い、保護者に分かりやすいよう留意した。 
 
■レイアウト、外形的な工夫 
・ファイル形式にし、必要に応じてシートを加除できるようにし、検査結果や診断書・支援計画

等を綴れるようにした。（クリアブック等） 
・持ち運びやすいサイズにした。（A5,A4 版） 
・文字のポイント数を大きくし、読みやすくしている。 
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■配布上の工夫 
・妊娠 20 週過ぎの妊婦一般健康診査票交付時に保健師より説明し、全員に配布している。 
・母子健康手帳と一緒に全員に配布している。 
・市に生まれた全乳児を対象とし、出生届出時の配付という形をとった。 
・3 歳児健診で全員に配布し、幼稚園、保育所の職員と保護者が教育相談を積極的に行えるよう

に研修会を実施している。 
・障害の有無に関係なく、保護者の希望に応じて持ってもらうために、保育園に置き、入園式な

どの場を通じて PR している。 
・就学前相談の中で周知し、保護者の希望に基づいて導入している。 
・活用についての説明や記入についてのワークを行った上で配付している。 
・「サポートブック」を紹介するためのＤＶＤを作成し、イベントで上映しながらサポートブック

を配布している。 
・地域の保健センターや児童デイサービス等、様々な場所に置きできるだけ多くの人に周知し、

配付した。 
 
■保護者の理解を促進するための工夫 
・保護者も加わり話し合いを持った上で導入した。 
・「夢」を記入できる設定とし、保護者と子ども共通枠を作った。 
・保護者向けの記入ガイド、記入例をファイルとあわせて渡している。 
・内容やサイズ、名称等に至るまで保護者、当事者が抵抗なく持てるように配慮、工夫した。 
・療育機関等で保護者対象の説明会を行った。 
・保護者対象のモニタリングを行った。 
・所持する人が負担に感じないよう、保護者・当事者と支援者がともに作成するよう強調した。

・小中学校を中心に入学式や懇談会、PTA 総会、就学時健診などで保護者の持参を呼びかけ手に

とる機会を増やしたり、ファイルについての説明をしたりして活用を呼びかけている。 
 
■関係者への周知のための工夫 
・関係機関等に直接持参、または会議の場等へ出向き、対面で、説明・利用方法等について周知

を図った。 
・乳幼児期から小・中学校の関係機関対象に講演会や作成説明会を実施し、全市的に周知した。

・幼保小中の教育関係者等を対象とした研修会を実施している。 
・医療機関に保護者がファイルを持参した時の記入の協力を依頼し、サポートブックに各機関の

診療時間等を添付している。 
・導入前に校長会教頭会特別支援研修の場で周知した上で、校内研修で全教職員に周知徹底した。

・サポートブックに記載した全ての関係機関に導入の意図等を説明し協力を依頼した。 
・特別支援連携協議会と行政関係機関の調整会を合同で開催した。 
・効果的な活用方法を検討するワークショップ、サポートブック活用について共通理解を図る研

修会の実施している。 
 
■活用促進のための具体的な工夫 
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・保護者の記入時には、専門家が必要に応じて相談に応じる窓口を設置している。 
・保護者が書かなければと負担感をもたないように、療育の時間にスタッフがサポートしながら

記入し、保護者の障がいの受容度によって説明、記入のやり方変えている。 
・保護者によって、何をどのように書けばよいのかわからないことがあるので、相談支援専門員

等が一緒に考え、記入を手伝っている。 
・母子手帳の延長という考え方で、書きにくいところは写真も添付していいよと気楽にできるよ

うにしている。 
・保護者対象の研修会を持ちながら、保護者や担当者などへの活用のメリットを実感させる。 
・活用している児童の小学校で 6 月をめどに評価会議を行い、その後に個別の指導計画に移行し

ている。 
・サポートブックを所持している親との懇談を、園長会・校長会で呼びかけている。 
・小・中学校に対し、年 5 回以上懇談会等で活用することを指示している。 
・学期中は学校で保管し、保護者が必要な時や長期休業中には保護者のもとに返却している。 
・乳幼児健診時の持ち物として案内文書に記載している。 
・親子教室での活用時は毎週の記録をつづり、いつでも成長が確認できるようにしている。 
・教育相談申し込みの時にサポートブックの所持状況を確認し、相談時に活用している。 
・医療機関受診時に持っていくよう、保護者に進めている。 
・文章表記は短く簡素化し、実際の支援のときに活用しやすくした。 
・先行事例を研修会で紹介している。 
・ライフステージ通しての一貫した支援のためにはステージ変化を通して状態把握できる機関が

必要であるため、子育て支援システムへ発達相談ケース管理台帳を組み込み、サポートブック

へ綴る文書のデータを入力保管する仕組みをつくった。 
・ファイル全体を持ち歩くのではなく、必要な時に必要なページを持ち歩くよう周知している。

 
■フォローアップの工夫 
・年 1 回の定期確認を実施している。 
・利用者対象のアンケートを実施し、改善につなげる。 
・地域自立支援協議会部会で、都度改善を検討している。 
 
■その他 
・行政の関係課や幼稚園、保育園、小中学校の教職員等で協議し、現場で使いやすい様式を作成

した。 
・活用に向けて関係機関で会議を開き、随時改訂を行っている。 
・活用の趣旨、記入の仕方等の資料を添付している。 
・啓発リーフレットを作成している。 
・ライフステージごとにどの機関が支援機関となるか分かりやすくするため，パンフレットを作

成している。 
・モデル実施、部分実施を経て、活用しやすいように工夫を重ねた。 
・市独自の関係機関で保管する様式と県から示された保護者が保管するファイルとを併用してい

る。 
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・予算のないところから開始した。 
・広域的に対応するため、複数市町村が共同で導入した。 
・サポートブックにファイルする文書（指導経過連絡票、個別支援計画書など）の様式を統一し、

保護者に配布する前に文書での情報共有を先行実施した。 
 
②効果 

■ライフステージ一貫した支援 
・乳幼児期から成人期まで切れ目のない一貫した支援を受けることができる。 
・乳幼児期からの支援の流れが分かることで，将来の支援に役立つ。 
 
■引き継ぎの円滑化 
・子どもへの効果的な支援や対応が、引き継がれるようになった。 
・保育や教育の場で担任が変わるときや，教科ごとの先生が違うときに共通理解がされる。 
・年度がわりの引き継ぎで新しいスタッフの基本的認識の共通理解に役立つ。 
・子どもへの効果的な支援や対応が、引き継がれるようになった。 
・小学校で就学前から支援体制を整える等、就学前の早期支援や就学後の教育支援にスムーズに

つながるケースが増えた。 
・就学相談時、小学校から中学校への進学時等機関間、学校間で連携を図ることができた。 
・行政担当者は 2，3 年で変わるため、引き継ぎ時に効果が高い。 
・引継ぎに保護者が同じことを何度も話さずにすむようになった。 
 
■関係者の情報共有、連携強化 
・関係機関が情報を共有し、連携して支援をしていく共通理解が図れた。 
・関係機関が共有しておくとよい基本情報をファイルしておくことにより、円滑に支援をつなげ

るようになった。 
・関係機関の縦のつながりができ、入園前から中・高生までの連携が取れるようになった。 
・関係者の顔ぶれが見えるようになり、その後の連携がスムーズとなった。 
・定期的に会うことで、お互いの状況を理解し、アドバイスしたり、情報交換したりして、仲間

作りになっている。 
・それぞれの支援機関で実施している具体的な支援について、児に関わる関係者全員が正確に情

報共有できる。 
・健診時に保護者が持参することで子どもの様子が細かく伝わるようになった。 
・学校と医療機関の連携が出てきた。 
・文書になっていることで、校内で児童状況を共有しやすく、学級編成、担任配置に役立った。

・情報が一元化されていることで、各種申請手続きが円滑に行えるようになった。 
・母子健康手帳と一体化することにより、出生状況から幼児期の管理が一体化されている。 
 
■支援の質の向上 
・子どもの特性や接し方がわかることで，支援者とのより良いコミュニケーションが図れる。 
・子どもの成長が分かり、より確かなアセスメントができるようになった。 
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・保育園、学校で、子どもの理解を丁寧にしてくれるようになった。保育園、幼稚園については、

支援計画を立案し、実施できるようになった。 
・就学後の様子が見えたことで、就学前支援機関側のやる気につながり、就学後側では、就学前

の様子を踏まえて支援の助言を受けることができた。 
・初対面の障害児の状況や支援の留意点が分かり、保護者・支援者双方が安心して子どもを預け

る（預かる）ことができる。 
・保護者が子どものことをどう理解しているか分かり、支援方針検討に役立つ。 
・保護者と信頼関係が築きやすくなった。 
・民間保育所、私立幼稚園も協力的で、公民格差が是正され連携しやすくなった。 
・検査等の重複を防ぐことができた。 
・振り返ることができて、問題が生じた時の対応が楽にできる。 
・サービス等を利用するにあたり、子どもの長所を説明でき、理解してもらえる。 
 
■障害種別を超えた対応 
・身体障害児、知的障害児、発達障害児に分けず、1 冊を使えることで保護者の交流が図れ、重

複障害の子どもにも対応できる。 
・従来の知的障害、身体障害の児童に加え、幼稚園、保育園に在籍する発達障害やその疑いのあ

る児童の通常級への引き継ぎ体制が整った。 
 
■保護者の障害受容、意識変化 
・保護者が子どもの特徴を確認することができた。 
・保護者が子どもの成長に気付くことにつながった。 
・保護者自身が支援、対応の仕方を確認することができた。 
・保護者が我が子の現在に至るまでの発育・成長過程を見直すよい機会となった。 
・所持している保護者には「子どもの成長がたどれてよい」との感想が多数ある。 
・成長の証となり、本人も保護者も嬉しいものになっている。 
・相談支援ファイルを関係機関に渡すことで、保護者の不安が軽減した。（小学校入学時等） 
・保健師等とのコミュニケーションが深まり、相談や発達検査につながりやすくなった。 
 
■その他 
・保護者とスタッフが一緒に作成することで、子どもの成長を共に喜ぶことができる。 
・一目見て、どのくらいの力があるのか、子どもの状態がつかみやすい。 
・この 1 冊がアルバムとしての役割や成長を記録する日誌的な役割をもち、生涯にわたって活用

できる。 
・複数市町村共同で作成したことで、広域的な対応が可能になった。 
 
③課題と解決策 

■導入のタイミング、継続的な活用 
・高校卒業後も含め、継続的に記入してもらえる体制を構築する必要がある。 
・義務教育終了後の活用についても検討する必要がある。 
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・就学前にサポートブックを受け取った複数の保護者から、もっと早く受け取りたかったという

意見があった。 
・学習障害児など発見が遅くなるケースの場合、使用が難しい。 
・小学校での活用状況が就学前機関に見えにくく、顔の見える連携になっていない。 
・就学前の「個別支援計画」から、就学後の「個別の教育支援計画」へとうつる中で、引き継ぎ

だけでなく、より有効に活用するための方策（巡回相談での活用、支援のための会議開催等）

を検討する必要がある。 
・年度が変わり、職員が入れ替わるので、引き継ぎを確実にする必要がある。 
・配布することを優先し、その後についての働きかけが少なかったので、未記入のままのケース

があった。 
・導入はある程度進むが、「活用」の場面が限られる。幼・保・小・中の面談等で、具体的な活用

の場面を設定することが大切である。 
・支援ファイルに学校側が定期的に記入するページなどを設け、学校から保護者へ支援ファイル

を記入するよう、働きかける体制にできないか検討している。 
・ライフステージ移行時に活用することが多いので、所持し、所定の内容を追加記入し続けるに

は見守る支援者の存在が不可欠である。 
・ライフステージ固定期の活用方法をしっかり決めていくことが必要である。 
 
■内容の改善 
・利用者の意見を取り入れながら、内容の見直しを図る必要がある。 
・乳幼児期から高校までを同じ冊子内にまとめる様式となっているが、乳幼児期を中心とした構

成となっているため、小学生以上の記入がしにくい。 
・就業に向けて必要な項目も今後追加する必要がある。 
・会議メンバーに成人期からの関係機関が入っていなかったため、成人期以降の内容が不十分で

ある。 
・災害時、緊急時にすぐに活用できる様式を検討する必要がある。 
・保護者によっては、書くことが苦手だったり、書くことで気持ちが落ち込むケースがあるので、

内容については今後さらに検討が必要である。 
・課題だけでなく、具体的な支援によって得られた成果を書く必要がある。 
・記入事項が多いので、項目を精査する必要がある。 
・記入方法や記入事例について具体的に提示する必要がある。 
・子どもの様子は記入できるが、有効な手立て、対応の仕方などについての記入は不十分なので、

関係機関訪問などの機会を活用して書き方の支援も行っていく。 
・圏域全体で作成したので、市独自の課題項目等が盛り込まれていない。 
 
■保護者の理解 
・保護者に活用を進める時期とタイミングを十分見極める必要がある。 
・保護者の記入を基本とするため、その記入内容に差がある。保護者が記入をやめると途切れて

しまう。 
・保護者向けに定期的な記入についての学習会が必要である。また、学校等において懇談会や家
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庭訪問時に必ずサポートブックについて話す機会をとることが大切である。 
・保護者に十分啓発ができておらず、ファイルの紛失が少なくない。啓発や活用場面の工夫が必

要である。 
・本人・保護者の同意が原則であるため、同意がないと必要でも導入できない。 
・障害受容していない保護者にどのように導入を進めるか困っている。 
・保護者が自分で記入することや保管することが難しい場合はどうするかの統一見解がない。 
・保護者が持ち、記入するため、園や学校などが記入の状態を把握する機会を持ちにくい。保護

者に納得して受け取ってもらうことが大切である。 
・保護者が関係機関に提示しているか把握できていない。 
・保護者に過度な期待感があり、学校等との温度差がある。 
・サポートブックを持つこと＝サービスが約束されるということではなく、サポートブックを仲

立ちとして子どもを理解し支援を考え支援が始まるという意識を持ってもらえるよう啓発する

必要がある。 
 
■関係機関の理解、連携 
・支援者の共通理解、情報交換のための研修会が必要である。 
・利用が低調なため、関係機関に対して、サポートブックの活用目的、意義について周知を図る

必要がある。 
・関係機関の理解が十分でなく、保護者が提示しても活用に協力してもらえないことがある。 
・関係機関の理解が十分でなく、機関によって温度差があり、対応方法がばらついている。 
・サポートブックを持つことで，子どもについての説明の簡略化や相談が受けやすくなる，成長

をとらえることができる等のメリットを知ってもらい、事例を通じた成功体験を積み重ねる必

要がある。 
・どこまで記入するか、個人情報との兼ね合いで過度に委縮する担当者がいる。 
・医療機関への周知が十分でない。 
・サポートブックは子どもの理解のためのツールだが、「診断や加配が必要な子」のためのものと

いう見方がある。 
・定期的に情報共有を行う会議等が必要である。 
・就学支援ファイル、保育要録、各小学校と在園先との新入生に関する情報交換など、児童に関

する情報伝達のルートが増加してきたため、体系的な資料作成と活用が課題である。 
・保護者が管理するサポートブックとは別の支援者が必要な情報をどのように共有するかが課題

である。 
 
■その他 
・関係する機関同士の意識の高揚や共通の情報、必要感が、今後のサポートブックの活用に影響

する。サポートブックはあくまで道具であり、使いこなす人間の育成が大切である。 
・「サポートブック」「個別支援計画」「個別支援会議」すべてが連動する支援体制の構築が必要で

ある。 
・行政がサポートブックを保護者に強要することがあってはならないと。行政サイドが情報を利

用する視点ではなく、保護者の子育ての支援ツールとして普及させていくべきである。どの視
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点で、サポートブックを作成するか、企画段階で十分詰める必要がある。 
・先行する記録・計画等の様式との調整が不十分である。 
・個人情報保護としてどこまでどのような対応をすればよいか、苦慮している。 
・利用者が増えた場合、より丁寧な相談体制を構築し、支援者の人員も確保する必要がある。 
・活用してよかった点を記録することが重要である。 
・現在のファイルは大きく厚みがあるので、持ち運びが不便である。 
・もっと多くの人へ配布できるよう配布部数を確保したいが、継続的に取り組める予算がない。

・ポスター等で分かりやすい周知が必要である。 
・導入してからの期間が短いため、まだ効果が実感できていない。 
・定着するまでには相当の年数を要することを覚悟することが何よりも肝要である。 
 文責：高森裕子（三菱総合研究所）・加瀬　進（東京学芸大学）
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Ⅲ　「サポートブックの活用実態に関する調査」研究

訪問調査編





Ⅰ．調査の概要 

１．調査目的 

 「サポートブック」を既に導入している自治体の中から、配布への工夫・配布者の把握とフォロー

アップ・継続的な活用の工夫・成果に対する評価・今後の課題について情報を集約し、「サポートブ

ック」活用促進への示唆を得ることを目的とした。 

 

２．調査対象 

 先に行ったアンケート調査の結果から、次の条件を満たす自治体を抽出し（21 都道府県 37 市）、先

行研究において訪問調査が実施されている自治体、本研究班の研究協力者の所属自治体を除き、自由

記述の内容から 6自治体を選定した（宮城県白石市、長野県駒ヶ根市、兵庫県篠山市、兵庫県加東市、

愛媛県新居浜市、福岡県糸島市）。抽出条件の設定理由であるが、活用件数まで把握しているという

ことは単なる配布に終始せず、フォローアップができている、という理解に立脚している。 

なお、事例３として報告している東京都新宿区「マイ・ライフ・ブックを広める会」は研究協力者

のお一人で、「サポートブック」の開発・活用に取り組まれている西谷淳氏（滋賀県甲賀市教育委員

会学校教育課）が独自に把握されたものであり、保護者による主体的な取り組みであることから、訪

問調査に組み入れることとした。 

 

＜調査対象の抽出条件＞ 

・ サポートブックを導入している 

・ サポートブックの配布対象を把握している 

・ 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る 

・ サポートブックの導入・促進に向けての自由記述の記入あり 

 

３．調査時期 

 2012 年 1 月～2月 

 

４．調査内容 

 事前におおよそ次のような質問事項メモをお送りし、当日はこの項目にそって聞き取りを進めた。

但し、自治体によって取り組みの特徴に違いがあり、その点については付加的にお聞きしている。 
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【基本的質問事項メモ】 

（１）貴自治体における「サポートブック」とは、どのようなものですか？ 

※実物がありましたら拝見させていただけますでしょうか。 

 
（２）配布数・活用数を把握されているようですが、乳幼児検診等で支援が必要と判断された子ども

のうち、どのくらいの割合をカバーできていると思われますか？ 

  ＊例えば来年度就学児で、支援が必要な子どものうち、２０％程度、等の概算で結構です。 

 
（３）「サポートブック」の作成・増刷に関する費用はどのように確保されていますか。例えば文科

省のグランドモデル事業を契機に始めた場合、指定期間中は国から補助金が来ますが、その後の

継続には市町村で予算を確保する必要あります。 

 
（４）「サポートブック」の作成・活用は市町村の施策に何らかの形で明文化されていますか。例え

ば障害者計画、次世代育成計画等に盛り込まれていますでしょうか。 

 
（５）「サポートブック」の活用について 

１）保護者の同意を得るために工夫していることはありますか？また、特にサポートファイルが必

要と判断されるケースで保護者が同意しない場合、どのような対応をされていますか。 

 
２）保育園・幼稚園や学校に「サポートブック」の必要性や有用性を理解してもらうために、工夫

していることはありますか？ 

 
３）「サポートブック」を活用することで、保護者や関係者（保育園や学校等）の子どもに対する

理解や障害受容は進んだと感じますか？ 

また、保護者や関係者の子どもに対する理解や障害受容を促すために、「サポートブック」の

活用のなかで工夫していることはありますか？ 

 
４）「サポートブック」の活用を継続するために、工夫していることはありますか？ 

 
（６）今後、「サポートブック」を普及・発展させていくための課題は何だと思われますか？ 
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■日 時：2012 年１月 30 日（月）13 時 00 分～14 時 30 分 
■場 所： 白石市役所教育委員会 
■対応者：白石市青少年相談センター所長 立田 基生氏 
■訪問者：加瀬進（東京学芸大学） 
 
 宮城県南部、蔵王連峰の麓に位置する白石市は文部科学省「特別支援教育総合推進事業・

グランドモデル地域」の指定を受け、2007 年よりサポートブックの開発に取り組み、「すこ

やかファイル」として導入したのが 2010年度、今年度は導入 2年目を迎える自治体である。

人口は 37000 人ほどであり、市の健康推進課（就学前）・青少年相談センター（小学校から

高校卒業まで）・福祉事務所（学校卒業後）が連携しつつ「すこやか相談」を展開し、その

相談とリンクして使えるツールとして「すこやかファイル」を作成・活用してきたという

経緯がある。白石市の「すこやかファイル」をベースに宮城県版のファイルもできており、

いずれも次の URL から入手可能なので、参照・入手されたい。本報告では、事前にお送り

した質問事項に対する立田氏の回答を中心に報告しておきたい。 
 
 ＜すこやかファイル入手先→http://www.pref.miyagi.jp/tokusi/topic_9.htm＞ 
 
１．白石市における「サポートブック」の配布方法と必要な子どものカバー率 
配布方法は多様である。白石市健康推課の定期健診（4 ヶ月、6 ヶ月、1 歳 6 ヶ月、2 歳

6 ヶ月、3 歳 6 ヶ月）と就学時健診（入学前年の秋）で、「特に気になるお子さん」に対し、

その後の指導・フォローの中で勧めたり、子ども家庭課や保育園・幼稚園でも配布してい

る。2010 年度は健康推進課で 9 名、子ども家庭課で 3 名、保育園・幼稚園で 20 名、また

小学校・中学校の特別支援学級児童・生徒にはほぼ全員配布した。また、青少年相談セン

ターの方で「配布者リスト」を整理・保管し、そのフォローができるようにしている。カ

バー率については「支援が必要と判断する」明確な基準があるわけでもないので、母数を

特定できないので、算出は難しいといわざるを得ない。 
 
２．「サポートブック」作成・増刷の予算確保 
 2010 年度に 300 部作成し、配布残部が 100 部ほどあるので、グランドモデル終了後に国

の予算が途絶えても数年間は維持可能であり、あわせて必要となれば市として予算計上で

きる見込みである。 
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３．「サポートブック」の施策における位置づけについて 
 白石市「次世代育成支援行動計画（子ども家庭課所管）」に明文化されており、2012 年度

からは教育委員会や福祉事務所の計画の中にも明文化し、いっそうの連携協力を推進する

予定である。 
 
４．「サポートブック」の活用について 
１）保護者の同意を得るための工夫 
 保護者が「同意しない場合は配布しない」ことにしており、やはり保護者が「障害」を

認識・理解していく中で、勧めることが必要である。なお、「無理はしない」が「理解して

頂く」努力は必要とも考えている。 
 
２）保育園・幼稚園や学校における「サポートブック」の必要性・有用性の理解促進 
 キーパーソンは特別支援教育コーディネーターである。保育園・幼稚園でも担当者を決

め、彼らが「すこやかファイル」の担当となり、園児児童生徒と保護者、担任とのパイプ

役を務めている。グランドモデル地域指定 4 年目、ファイル配布 2 年であり、まだまだ研

修が必要であるが、今後も年 3 回のコーディネーター研修を通して現状や課題を共有して

いきたいと考えている。特に、「サポートブック」は生涯にわたる支援ツールであり、学校

外の社会資源に対する認識を深める必要性を痛感している。 
 
３）「サポートブック」導入による保護者や関係者の子ども理解等の変容について 
 「サポートブック」の受け取りはわが子の「障害」認識とセットであり、ためらいをも

つ保護者は少なくないと思われる。2011 年 11 月に実施した「すこやかファイル」利用者保

護者アンケート結果でも、52 人中 16 名（30％）は「よくわからないが受け取った」と回

答し、「使ったことがある」のが 51 人中 10 名（20％弱）、「役に立ったことがある」のが

49 人中 14 名（28％）となっており、これから「すこやかファイル」が役に立ったという

実感を以下に具体的に増やしていくかが課題である。 
 保育園・幼稚園や学校においては「生涯にわたって活用していく」「関係者と情報を共有

していく」という意識がまだできていないため、現在の記録記入に消極的なものも散見さ

れるが、2011 年 8 月に行った特別支援教育コーディネーター対象のアンケート結果から、

概ね「活用していこう」という意識は醸成され始めたと考えている。 
 
５．「サポートブック」の普及・発展に向けた今後の課題 
 「サポートファイル」は生涯にわたって活用し、保護者をサポートするものである、と

いう共通理解を広めることを前提として、次の 3 点を指摘したい。 
 
１）保護者に対する理解啓発 
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・ 必要なお子さん（保護者）に「ファイル」の有用性や便利さを伝えて、啓発すること。 
・ 一時的には記入は面倒であるが、後日役に立つことを実感させること。 
・ 「サポートブック」の活用を定期的に実践すること。 
 
２）園や学校の関係者、行政の担当者に対する理解啓発 
・ 就学指導において、特別支援学級入級者（保護者）に働きかけること。 
・ 特別支援教育コーディネーターやファイル担当者が積極的に保護者や関係機関と関わ

っていくこと。 
・ 特別支援教育コーディネーターやファイル担当者が関係機関の役割を理解し、連携する

こと。 
・ 特別支援教育コーディネーターやファイル担当者が変わっても、引継ぎがしっかりなさ

れ、園内・校内の共通理解が図られていること。 
・ 市の健康診断担当者（保健師など）や行政の担当者が積極的に啓発しながら配布し、あ

わせて、園・学校と連携して保護者をサポートすること。 
 
３）行政からの関係機関・関係者の支援 
・ 「サポートブック」の保管の把握、利用者数の把握を行うこと。 
・ 関係機関との「報告・連絡・相談」を行うこと。 
・ 園や学校との「報告・連絡・相談」を行うこと。 
・ 園内・校内における「サポートブック」理解啓発を勧める研修会の実施等をサポートす

ること。 
 

文責：加瀬 進（東京学芸大学） 
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事例２：長野県駒ケ根市「発育発達支援個人票（子どもカルテ）」 

 
 
訪問日時：平成 24 年 1 月 25 日（水） 13～15 時 

訪問場所：長野県駒ケ根市保健センター 

対応者：駒ケ根市教育委員会子ども課 課長補佐（兼）子育て家庭教育係長 北澤英二 氏 

     駒ケ根市教育委員会子ども課 子育て家庭教育係 教育相談員 中山千代美 氏 

     駒ケ根市教育委員会子ども課 子育て家庭教育係 教育相談員 矢澤 ちづる 氏 

訪問者：北信圏域障害者総合相談支援センター 家庭相談員 北岡和子 

北信圏域障害者総合相談支援センター 臨床発達心理士 高橋佳子 

 
 
１．長野県駒ケ根市の基本情報 

長野県駒ケ根市は、長野県南部、伊那谷の中央に位置し、西に中央アルプス、東に南ア

ルプスの雄姿を望み、「ふたつのアルプスが映えるまち」として、豊かな自然に恵まれた人

口約 3 万 4 千人の上伊那地方の中心都市である。 
 
２．長野県駒ケ根市における「サポートブック」とは 

駒ケ根市における「サポートブック」は、「発育発達支援個人票（通称 子どもカルテ）」

という名称である。以下、その内容について、今回実施したアンケート調査の結果より概

要をまとめる。 
子どもカルテの導入は 2005 年度から始めており、そのきっかけは教育委員会からの提案

であった。既存の他の事例を参考にして、市独自で内容の検討を重ねて作り上げた。 
子どもカルテの作成に参画した機関は、保健・医療部署、保育園・幼稚園、教育委員会

である。作成にあたり事務局を務めたのは教育委員会である。 
作成対象者は、継続的な支援が必要と判断した子どもで保護者の同意が得られたケース

のみである。対象としている子どもの年齢時期は、主に就学前から小学校及び中学校の時

期であるが、子どもの成長に伴いさらに、高校へと広がっていく可能性も検討されている。

保護者の同意を得る際には、保護者の同意書を作成することとしている。 
子どもカルテに集約する情報の内容とそれを集約する形式は、以下の通りである。 

①フェイスシート……所定の様式に記入する。関連書類等をファイリングする。 
②これまでの支援歴…所定の様式へ記入。福祉分野の個別支援計画（駒ケ根市の場合は児

童発達支援施設「つくし園」の個別支援計画をファイリングしている）、関連書類をファ

イリング。 
③現在の支援内容……同上。 
④現在の支援上の留意点……同上。 
⑤今後の支援に関する情報…同上。 
子どもカルテを作成する時期は、主に就学前から小学校への移行期が多いが、その作成

の目的は、関係機関と保護者による「情報の引き継ぎ」「共通理解」「支援のあり方の協議」
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「支援の目標と計画の立案」「適切なサービスの提供」「支援ネットワークの構築」「ライフ

ステージを通じた支援の一貫性の確保」の全てに関わっている。また就学前の時期で作成

する場合には、上記前半の 7 項目に加えて「個別の機関における子どもの暮らしの全体像

の把握」も目的に含まれている。 
子どもカルテの作成・増刷にかかる費用については、市役所の印刷機で市役所共通の紙

を使用しているので、特に予算化はしていない。 
また自治体の施策や計画等における子どもカルテの位置づけは、「駒ケ根市次世代育成支

援行動計画（後期計画）」に記されている。「基本施策８ 健やかな子どもの成長とその家

庭に対する支援」のなかに、「障がいや発達障がいがある児童の支援」として「障がいの早

期発見、早期療育」を掲げており、「成長段階における適切な支援のため、『発達支援個人

票（通称 子どもカルテ）』を整備し、保護者・関係者が一体となって子どもの発達を支援」

すると明記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

－ 42 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 43 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 44 －



３．長野県駒ケ根市における「サポートブック」の作成・活用状況 

駒ケ根市版のサポートブックである「発育発達支援個人票（通称 子どもカルテ）」は、

作成されると、就学先の小学校で原本を、事務局である教育委員会、保護者の２者でコピ

ーを保管するようにしている。このうち、事務局である教育委員会では、子どもカルテの

作成対象児の一覧リストを作成しており、どこに誰のカルテがあるのかを一元管理してい

る。 
これまでの作成実績は、2005 年度の導入開始から 2010 年度までで延べ約 200 名の子ど

もたちに作成してきた。導入開始の 2005 年度はひとケタだった作成対象児も、2010 年度

には 34 名に達しており、2011 年度は 72 名になることが予想されている。駒ケ根市の年間

出生数は約 300 人なので、2010 年度は約 11％の子どもたちに子どもカルテを作成したこと

になる。このうち、支援者が必要と感じていても、保護者の同意が得られないケースもな

かには出てくるが、駒ケ根市の場合は、ほとんどのケースで保護者の同意が得られており、

断られるケースは紹介したケースのうち 2～5％（1 人か 2 人）となっている。 
 
 
４．「サポートブック」が作成・活用されるしくみ 

駒ケ根市における「子どもカルテ」が、保護者に紹介され、保護者とともに作成・活用

されるしくみは、障害児やグレーゾーンの子どもたちに対する早期発見・早期支援のしく

みと重なる。 
（１）5歳児健診 

まず、子どもカルテ作成の事務局となる教育委員会の教育相談員は、年中児のときにお

こなわれる「5 歳児健診」にスタッフとして参画している。 
駒ケ根市の「5 歳児健診」は、妊娠期から青少年期までの一貫した支援を目的とした子ど

も行政の中で始まり、健診における発達障がいの早期発見から早期療育へのつなぎ、そし

て関係者間の連携による支援につなげることも重要な目的としている。 
このような理念のもとの「5 歳児健診」では、それまで支援にかかわってきた保健師や、

保育園巡回訪問相談をおこなっている言語聴覚士・作業療法士・臨床心理士、また近隣地

域の病院の小児科医師やその他スタッフも加わって、さまざまなスタッフが関わりながら

健診の業務をおこなっている。ここで教育相談員の立場から見ると、それまで支援に関わ

ってきた関係者と共に、子どもの発達の様子を共有することができ、また健診後のカンフ

ァレンスのなかで、今後の支援の方向性についても一緒に検討することができる。また、

関係者の連携体制として見ると、子どもが生まれてから乳幼児期や保育園のあいだに関わ

る支援者（主に調整役としての保健師など）と就学後に関わる支援者（教育相談員など）

の両者が、「5 歳児健診」という場において、一緒になって協働しながら子どもの発達や支

援について考え共有することができる場になっており、支援に関わる人の引き継ぎの場、

いわゆる支援者間の「のりしろ」の役割を果たしているといえる。 
（２）保育園訪問 

年中児の一年のあいだに毎月おこなわれる 5 歳児健診をふまえ、また保育園からの相談

も一緒に受けて、年長児にあがるとすぐに、支援が必要と思われる子どもを対象に、保育
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園訪問をおこなっている。そこでは教育相談員が、保育園における子どもの様子を観察し、

保育園側と今後の相談支援の方向性について検討する。その結果、必要な子どもには教育

相談につなげていく。 
（３）教育相談 

保護者の希望・承諾が得られたケースについては、教育相談をおこなう。その際、保護

者の承諾を得るのは、保育園側がおこない、必要に応じてこれまで支援に関わってきた保

健師やその他のスタッフも関わる。子どもが生まれてから長期にわたり、保護者の気持ち

に寄り添いながら、子どもの発達や支援を一緒に支えてきた関係性のなかで、保護者との
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学校や関係者に子どもカルテの主旨を理解してもらい、活用してもらうことを促進する

ために、特別支援教育コーディネーターの連絡会や、特別支援員の連絡会、不登校の連絡

会、就学支援委員会などの関係者の集まりの場において、子どもカルテについての紹介を

毎年定期的におこなっている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

�健診ス��フ� 

医師、保健師、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、保育士、歯科衛生士、栄養士 

教育相談員、家庭児童相談員 

4 月   保育園訪問（教育相談員） 

�内容� 

診察、健康相談・歯科相談、発達検査、集団遊び・課題遊び 

総合カンファレンス 

3 歳児健診 

� 歳児健診 

保育園巡回相談 

保健師（調整役） 

CP、ST、OT 

保育園巡回相談 

毎月 1 回 

年
少 

年
中 

年
長 

2 月   保育園より、気になる子や相談にあげたい子について、相談をあげてもらう。 

教育相談 

就学支援委員会 

教育相談 委員会の判断を伝えるときに、子どもカルテを紹介する。 

「お子さんの様子、支援、保護者の思いを伝えていきましょう」 

→ほとんどのケースで同意が得られる（拒否は 1～2 人）。 

10 月 

2 月                 子どもカルテの作成 

同意書作成 

できあがった子どもカルテの内容確認 

（保護者、保育園長、教育相談員） 

教育相談 

小
１ 

4 月   学校訪問（教育相談員）：学校長へ子どもカルテを手渡しする。 

※ 就学以降の活用は、学校側に任せてある。 

教育相談・就学支援委員会についての保護者の承諾 

→ 保育園から保護者に承諾をとってもらう。 

過去の保育園巡回相談のなかで、保護者と 

の信頼関係はつくられている状態なので、 

教育相談への拒否はない。 

図 「子どもカルテ」作成・活用のしくみの流れ 

－ 46 －



会、就学支援委員会などの関係者の集まりの場において、子どもカルテについての紹介を

毎年定期的におこなっている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

�健診ス��フ� 

医師、保健師、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、保育士、歯科衛生士、栄養士 

教育相談員、家庭児童相談員 

4 月   保育園訪問（教育相談員） 

�内容� 

診察、健康相談・歯科相談、発達検査、集団遊び・課題遊び 

総合カンファレンス 

3 歳児健診 

� 歳児健診 

保育園巡回相談 

保健師（調整役） 

CP、ST、OT 

保育園巡回相談 

毎月 1 回 

年
少 

年
中 

年
長 

2 月   保育園より、気になる子や相談にあげたい子について、相談をあげてもらう。 

教育相談 

就学支援委員会 

教育相談 委員会の判断を伝えるときに、子どもカルテを紹介する。 

「お子さんの様子、支援、保護者の思いを伝えていきましょう」 

→ほとんどのケースで同意が得られる（拒否は 1～2 人）。 

10 月 

2 月                 子どもカルテの作成 

同意書作成 

できあがった子どもカルテの内容確認 

（保護者、保育園長、教育相談員） 

教育相談 

小
１ 

4 月   学校訪問（教育相談員）：学校長へ子どもカルテを手渡しする。 

※ 就学以降の活用は、学校側に任せてある。 

教育相談・就学支援委員会についての保護者の承諾 

→ 保育園から保護者に承諾をとってもらう。 

過去の保育園巡回相談のなかで、保護者と 

の信頼関係はつくられている状態なので、 

教育相談への拒否はない。 

図 「子どもカルテ」作成・活用のしくみの流れ 

会、就学支援委員会などの関係者の集まりの場において、子どもカルテについての紹介を

毎年定期的におこなっている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

�健診ス��フ� 

医師、保健師、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、保育士、歯科衛生士、栄養士 

教育相談員、家庭児童相談員 

4 月   保育園訪問（教育相談員） 

�内容� 

診察、健康相談・歯科相談、発達検査、集団遊び・課題遊び 

総合カンファレンス 

3 歳児健診 

� 歳児健診 

保育園巡回相談 

保健師（調整役） 

CP、ST、OT 

保育園巡回相談 

毎月 1 回 

年
少 

年
中 

年
長 

2 月   保育園より、気になる子や相談にあげたい子について、相談をあげてもらう。 

教育相談 

就学支援委員会 

教育相談 委員会の判断を伝えるときに、子どもカルテを紹介する。 

「お子さんの様子、支援、保護者の思いを伝えていきましょう」 

→ほとんどのケースで同意が得られる（拒否は 1～2 人）。 

10 月 

2 月                 子どもカルテの作成 

同意書作成 

できあがった子どもカルテの内容確認 

（保護者、保育園長、教育相談員） 

教育相談 

小
１ 

4 月   学校訪問（教育相談員）：学校長へ子どもカルテを手渡しする。 

※ 就学以降の活用は、学校側に任せてある。 

教育相談・就学支援委員会についての保護者の承諾 

→ 保育園から保護者に承諾をとってもらう。 

過去の保育園巡回相談のなかで、保護者と 

の信頼関係はつくられている状態なので、 

教育相談への拒否はない。 

図 「子どもカルテ」作成・活用のしくみの流れ 

－ 47 －



 
５．「サポートブック」と保護者の思いとの関係 

（１）保護者の同意を得ることについて 

駒ケ根市では、「子どもカルテ」作成に関する保護者の同意を得ることについては、前述

の通り、とてもスムーズに保護者との同意を得ることができていることがわかった。そし

てこのようにスムーズに保護者の同意を得ることができる要因には、2 つのことがあるとわ

かった。 
1 つめは、支援体制に関するもので、早期発見・早期支援のしくみがきちんと構築されて

いることである。そしてそのしくみの肝心な点は、ある単独の関係者だけがそのしくみを

担っているのではなく、出生から乳児期、幼児期、学齢期とそれぞれのライフステージで

関わる支援者が連携することによって、そのしくみが成り立つようになっているというこ

とである。駒ケ根市でいえば、5 歳児健診がそうであり、その前後で保健師やその他スタッ

フによる保育園訪問と、教育相談員による保育園訪問や教育相談がつながっている、とい

う連携のしくみが見られた。 
2 つめは、支援者のスタンスに関するもので、保護者との信頼関係を築くための姿勢であ

る。支援者は保護者の揺れ動く気持ちに寄り添い、保護者の心配に応えるかたちで支援を

おこなっている。駒ケ根市のヒアリング調査では、対応してくれた教育相談員の方の「面

談は指導的ではなく、気持ちに寄り添うもの、心配に応えるもの」という言葉が象徴的で

あった。 
この 2 つのどちらも欠かすことができないものである。早期発見・早期支援の体制のな

かで、保護者の気持ちに寄り添いながら、丁寧に丁寧に保護者との思いをすり合わせてい

く共有化の過程があってこそ、就学に関する相談や、支援情報などを集約した子どもカル

テの紹介へと実を結ぶのだということがわかった。 
（２）保護者の障害受容との関係について 

子どもカルテのような「サポートブック」を作成・活用することによって、保護者の障

害受容が進むのではなく、前述のような、保護者の気持ちに寄り添う支援者のスタンスで、

少しずつ保護者と思いを共有していく過程のなかで、自然と保護者の思いが変わっていく

のだということが、今回のヒアリング調査から学んだことである。 
ここからわかることは、逆にいえば、保護者の気持ちに寄り添う姿勢がなく、指導的な

姿勢で一方的に推奨し、急いで事を進めていくとすれば、保護者との信頼関係は築けず、

それどころか場合によっては対立関係を生むことになり、「あの人の言うことは認めたくな

い」から子どもの姿にも「向き合わない」「認めない」につながる恐れがあるということで

ある。 
だからこそ、保護者の気持ちに寄り添う姿勢が重要であり、駒ケ根市の場合は一貫して

それができており、そのうえで、子どもカルテを作成することが、保護者の理解をすすめ

るきっかけにもなり得ている。例えば、2 月から 3 月におこなわれる保護者・保育園・教育

相談員の 3 者による子どもカルテの読みあわせ場面では、保護者から「こんなに支援して

くれていたんだ」と驚きの声が聞かれることもある。このように改めて支援の内容や子ど

もの成長やさまざまな姿を受けとめる機会になり得るといえる。 
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６．「サポートブック」の活用を促す工夫について 

学校関係者の理解・活用を進めるために、前述の通り、学校関係者のさまざまな集まり

の場で子どもカルテの紹介をおこなっている。2005 年度から子どもカルテの作成が始まり、

子どもカルテを作成した子どもの人数は延べ約 200 名となるなかで、学校側の理解も進ん

できている。初期に作成を開始した子どもが今後中学校に進級するにあたり、小学校から

中学校へ進級する際には、再度保護者の同意書を得るしくみにすることが検討されている。

保護者の同意が得られた場合には、情報を小学校から中学校へ引き継ぐが、保護者の同意

が得られない場合には保護者に返却する、というものである。このしくみにより、これま

でよりも活用の機会が増えることが期待されている。 
また、保護者からの発信を強めるとよいのではないかという視点もある。4 月におこなわ

れる担任教師の家庭訪問のときなどに、保護者の側から子どもカルテを見せる、という動

きを事前に保護者に伝えておくのである。 
これらの活用の工夫を試みながら、子どもカルテの継続と活用を促すためのさらなる工

夫を見出していくことは、今後の大きな課題である。 
 
 

（文責：北信圏域障害者総合相談支援センター 高橋佳子） 
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日 時：2012 年 2 月 13 日(月) 13 時 00 分～14 時 30 分 

場 所：東京都新宿区「マイ・ライフ・ブックを広める会」野口美加子様宅 

対応者：「マイ・ライフ・ブックを広める会」野口美加子氏 

訪問者：西谷 淳（甲賀市教育委員会学校教育課） 

 

保護者が中心になって関係者とともに作成されているマイ・ライフ・ブックについて、「マイ・ライ

フ・ブックを広める会」の推進役である野口氏から次のようなお話しをうかがった。 

 

１．マイ・ライフ・ブックの配布と活用について 

親任せにするときっとマイ・ライフ・ブックの作成は進まない。配布するだけだと自分で書いていく

親は二十人に一人くらいではないか。だからマイ・ライフ・ブックは単に配布はしない。顔が見えるこ

とが必要。だから親のワークショップなどで進めていく。専門家も入る。マイ・ライフ・ブックの作成

は、時間の捻出が一つの課題である。作業所よりもケアホームの方が書く時間を少し捻出できるため作

業が進んでいくのではないか。ちょっとした空き時間に職員と本人が書いていく。マイ・ライフ・ブッ

クの主体は本人にある。生活実習所では月に一回、マイ・ライフ・ブックを作る会を実施している。マ

イ・ライフ・ブックを作成した上で、そのマイ・ライフ・ブックをみながら、個別支援計画を作成する

ようなプロセスが理想である。しかし、通所施設、ケアホーム／グループホームの職員にとっては超過

勤務になるので親としては頼みにくい。そこで、作成のための情報収集について仕事としての位置づけ

ができると良い。以前に住んでいたアメリカでも親と情報を共有するために、記録はコピーを互いに必

ず持つ仕組みになっていた。 

 

２．マイ・ライフ・ブックの良さについて 

母親がマイ・ライフ・ブックの作成会に参加し、子育ての良さや頑張りを再確認できる。互いに信頼

関係が生まれる。本音で話し合える。親が支援者に導かれるのではなくて、親と支援員のエンパワメン

トのためにも。親や本人がこうしたいという夢を語れる関係性が必要。マイ・ライフ・ブックは写真も

はる。写真があることで親近感ができる。がんばってきたことを視覚的にとらえていくことができる。

家族ががんばってきたことが視覚的にもわかりやすい。「私について」のページに子どもの時の写真と

大人になった今の写真を貼る。これだけで親近感が違う。 

マイ・ライフ・ブックには、ポジティブに受けとめるための情報、経験を残していく。ポジティブな

生活史を残していくという発想をしている。本人だといいことしか書かないということもあり得る。で

もそれは私たちもみんな同じ面を持っている。私たちもかっこの悪いことは書かないかもしれない。逆

に誇大妄想的なことであっても、そこから何を読みとるかが大切。 

 

３．マイ・ライフ・ブックを通して成長する 
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はる。写真があることで親近感ができる。がんばってきたことを視覚的にとらえていくことができる。

家族ががんばってきたことが視覚的にもわかりやすい。「私について」のページに子どもの時の写真と

大人になった今の写真を貼る。これだけで親近感が違う。 

マイ・ライフ・ブックには、ポジティブに受けとめるための情報、経験を残していく。ポジティブな

生活史を残していくという発想をしている。本人だといいことしか書かないということもあり得る。で

もそれは私たちもみんな同じ面を持っている。私たちもかっこの悪いことは書かないかもしれない。逆

に誇大妄想的なことであっても、そこから何を読みとるかが大切。 

 

３．マイ・ライフ・ブックを通して成長する 
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イギリスでは、法律で本人中心のアプローチを求めている。パーソン センタード プランニング

(PCP;本人中心支援計画)と言う。マイ・ライフ・ブックの作成では、親や関係者が、本人を中心として、

本人の視点で書き込めるようになることがポイント。親が作りたくなることが大事。しかし、親が本人

をケアできなくなった時を考えて、本人の取扱い説明書として作成される恐れが多々ある。へたすると

超マニュアルチックに作成されるおそれがある。マイ・ライフ・ブックは本人の取扱説明書ではない。 

また、マイ・ライフ・ブックの作業はエピソードの確認にもなっている。これだけの人がこの人に関

わったと知るだけでこの人を大切に見る目ができてくる。母にとっても、関わる人にとっても、この人

の生きた歴史、人柄、本人史を知ることが重要。振り返ってみると親はそのときそのときに必死で最善

と考えることをしてきた。でも、この作成の作業により子育てについて冷静に振り返る余裕もできる。 

 

４．マイ・ライフ・ブックの有効性 

マイ・ライフ・ブックの作成会を 5回実施した。頻度は二週間おき。参加者は、本人が 4人、保護者

15 人、支援者 16 人。すでにマイ・ライフ・ブックを書いた親が、親の中で先導的な役割を持って進め

ることもある。作成の場がコミュニケーションの場となる。娘の写真を「見て。見て。」という母。す

ると他の母ものぞき込みに来る。こういう共感しあう手順が最初に必要。ただマイ・ライフ・ブックを

配布して、個々に作るのでは良くない。 

母がマイ・ライフ・ブックを支援員に見せる。見た支援員は意識がかわる。母にとっても他の人に見

せるということで、母自身の気持ちを開く効果もある。本人／親／家族／支援者などを巻き込んだマ

イ・ライフ・ブックの作成過程と、作成されたマイ・ライフ・ブックを共有して、本人を中心とした人

のつながりを深め、広げることにより、より良い生活を作っていくことが可能になると思われる。また、

母が高齢の場合、ケアホームに来れないので職員がつくって母に見せている場合もある。他にも、高次

脳機能障害の方の支援にも有効と考えられる。支援者も、この人はこういう事情でこうなったとわかる

と関わり方がかわる。さらに、成年後見、就労支援、生活支援にも有効に活用できる。 

 

５．支援者の視点から 

 今回の訪問調査から、次の諸点につき示唆を得た。 

１）マイ・ライフ・ブックは、支援者が主体的な存在として本人／利用者支援を考えていくためのツー

ルとなりうる。 

２）本人／利用者についての夢物語を語り、その実現を考えていくのが支援者の専門性である。 

３）通常のアセスメントにはない、何気ない世間話の中にこそ本人／利用者を知るポイントが隠されて

いる。 

４）本人／利用者のエピソードの重要性にいっそう目配り・気配りをする必要がある。 

（そういえば○○○だな。○○○した時楽しそうだったなあ。等々） 
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日 時：2012 年 2 月 8 日(水) 10 時 00 分～11 時 30 分 
場 所：兵庫県篠山市教育委員会学校教育課 
対応者：学校教育課長 野々口竜己氏、同指導主事 中野純也氏 
訪問者：松田裕次郎（滋賀県社会福祉事業団）、加瀬 進（東京学芸大学） 
 
 兵庫県篠山市は兵庫県中東部に位置する人口 46000 人ほどの市である。丹波の栗・黒大豆・猪

鍋などで知られるが、教育関係においても「サポートファイルなら、是非、篠山市の取り組みを

取材して欲しい」と県内の他市からの推薦を受ける先駆的なエリアとして知られている。 
 
１．篠山市サポートファイルの概要 
 篠山市教育委員会が作成されたパンフレット「篠山の特別支援教育」によると、篠山市のサポ

ートファイルは次のように定義されている。 
 
  「篠山市では、平成 20 年度から特別な支援を必要としている子どもたちのために、保護者の

みなさまとともに作成し、支援に役立てています。「サポートファイル」には、保健や福祉、医

療、教育など、さまざまな関係機関からの支援内容を支援者がまとめて記録し、自立と社会参

加を目指す一貫した支援に役立てています」 
 
 本研究におけるサポートブックの定義では「保護者が保管し、活用する」としていたが、篠山

市や後述する兵庫県加東市でも、支援者が保護者と一緒に作成・記録した就学前の記録（発達支

援記録、篠山市健康課にて保管）、学齢期の記録（個別の教育支援計画、小・中・特別支援学校、

高等学校にて保管）、就労期の記録（個別の移行支援計画、就労先または家庭で保管）をファイリ

ングしたサポートブックの作成と活用が主となっている。 
 
２．篠山市サポートファイルの現状と課題 
１）サポートファイル作成の呼びかけ 
乳幼児健診で発見された対象児の保護者に篠山市健康課の方から「サポートファイルをいっし

ょに作りませんか」と声かけを行っていく。この時点で拒否される保護者に対しては、教育相談

などの機会に声かけを重ねていく。記入者は支援機関であるが、記載内容について保護者の同意

を得るようにしている。 
 
２）引継ぎの体制について 
 就学前の「発達支援記録」は健康課から学校教育課（各学校）に引き継がれるが、その際には

保護者の同意を得たうえで、毎年 1～3 月に支援にかかわっていた人が集まり、小学校を会場にし

て「サポートファイル引継のための連絡会」を開催する。本章の末尾に掲載した「連絡会（実施

例）」や「引継マニュアル」にあるとおり、適切な支援を展開するための「情報と支援方法のつな

がり」、そして支援者が顔を合わせる「人のつながり」を大切にしている。 

 また篠山市自立支援協議会の子ども部会として「発達障害児等支援連絡会議」を原則月に 1 回

開催し、ここでサポートファイルの改訂作業や市内の子どもたちの支援について協議している。

また、各学校の要請に応じて訪問・支援を行う「ささやまキッズ発達支援チーム」を結成し、教

員へのアドバイス、保護者との相談等を行う体制をとっている。 
 
３）サポートファイルの評価 
いわゆる「サポートブック」を導入し始めた自治体では「必要な子どもたちに届いているか」

という問題に直面する。篠山市の場合、特別支援学校・特別支援学級の児童・生徒は全員が作成

していると思われる。しかしながら、通常の学級で必要と思われる生徒については、充分に把握

さできているとは言えないという共通の課題が見て取れた。因みに篠山市には保育園 7 園（内公

立 5 園）、幼稚園 13 園、小学校 17 校、中学校 5 校、特別支援学校 1 校、県立高等学校 3 校があ

る。 
 2007 年に導入以来、サポートファイルの評価は高まってきており、関係機関からは参考になる

との声が多く、「サポートファイル引継会議」は学校の教員も大切な会議と認識するようになって

いる。また一定、保護者からもよかったと評価をいただいているとのことであった。 
 
４）サポートファイルの課題 
やはり課題となっているのが「中学から高校への引継」であり、中学から高校へ情報が十分に

届いていない現状をどう打破するかが問われている。高校の場合は高校入試があり、合格後に引

継ぎの動きが始まるという仕組みの問題や、高校に特別支援学級が存在せず、特別支援教育それ

自体が充分に認識されていない側面も否めない。丹波地域（篠山市、丹波市）では現在「特別支

援教育にかかる中学校・高校連携シート」を検討中であるが、これらを活用しつつ今後、高校側

の理解をいかに促進していくかが最大の課題といえる。 
 

文責：松田裕次郎（滋賀県社会福祉事業団） 
 

 
日 時：2012 年 2 月 8 日(水) 10 時 00 分～11 時 30 分 
場 所：兵庫県篠山市教育委員会学校教育課 
対応者：学校教育課長 野々口竜己氏、同指導主事 中野純也氏 
訪問者：松田裕次郎（滋賀県社会福祉事業団）、加瀬 進（東京学芸大学） 
 
 兵庫県篠山市は兵庫県中東部に位置する人口 46000 人ほどの市である。丹波の栗・黒大豆・猪

鍋などで知られるが、教育関係においても「サポートファイルなら、是非、篠山市の取り組みを

取材して欲しい」と県内の他市からの推薦を受ける先駆的なエリアとして知られている。 
 
１．篠山市サポートファイルの概要 
 篠山市教育委員会が作成されたパンフレット「篠山の特別支援教育」によると、篠山市のサポ

ートファイルは次のように定義されている。 
 
  「篠山市では、平成 20 年度から特別な支援を必要としている子どもたちのために、保護者の

みなさまとともに作成し、支援に役立てています。「サポートファイル」には、保健や福祉、医

療、教育など、さまざまな関係機関からの支援内容を支援者がまとめて記録し、自立と社会参

加を目指す一貫した支援に役立てています」 
 
 本研究におけるサポートブックの定義では「保護者が保管し、活用する」としていたが、篠山

市や後述する兵庫県加東市でも、支援者が保護者と一緒に作成・記録した就学前の記録（発達支

援記録、篠山市健康課にて保管）、学齢期の記録（個別の教育支援計画、小・中・特別支援学校、

高等学校にて保管）、就労期の記録（個別の移行支援計画、就労先または家庭で保管）をファイリ

ングしたサポートブックの作成と活用が主となっている。 
 
２．篠山市サポートファイルの現状と課題 
１）サポートファイル作成の呼びかけ 
乳幼児健診で発見された対象児の保護者に篠山市健康課の方から「サポートファイルをいっし

ょに作りませんか」と声かけを行っていく。この時点で拒否される保護者に対しては、教育相談

などの機会に声かけを重ねていく。記入者は支援機関であるが、記載内容について保護者の同意

を得るようにしている。 
 
２）引継ぎの体制について 
 就学前の「発達支援記録」は健康課から学校教育課（各学校）に引き継がれるが、その際には

保護者の同意を得たうえで、毎年 1～3 月に支援にかかわっていた人が集まり、小学校を会場にし

て「サポートファイル引継のための連絡会」を開催する。本章の末尾に掲載した「連絡会（実施

例）」や「引継マニュアル」にあるとおり、適切な支援を展開するための「情報と支援方法のつな

がり」、そして支援者が顔を合わせる「人のつながり」を大切にしている。 
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 また篠山市自立支援協議会の子ども部会として「発達障害児等支援連絡会議」を原則月に 1 回

開催し、ここでサポートファイルの改訂作業や市内の子どもたちの支援について協議している。

また、各学校の要請に応じて訪問・支援を行う「ささやまキッズ発達支援チーム」を結成し、教

員へのアドバイス、保護者との相談等を行う体制をとっている。 
 
３）サポートファイルの評価 
いわゆる「サポートブック」を導入し始めた自治体では「必要な子どもたちに届いているか」

という問題に直面する。篠山市の場合、特別支援学校・特別支援学級の児童・生徒は全員が作成

していると思われる。しかしながら、通常の学級で必要と思われる生徒については、充分に把握

さできているとは言えないという共通の課題が見て取れた。因みに篠山市には保育園 7 園（内公

立 5 園）、幼稚園 13 園、小学校 17 校、中学校 5 校、特別支援学校 1 校、県立高等学校 3 校があ

る。 
 2007 年に導入以来、サポートファイルの評価は高まってきており、関係機関からは参考になる

との声が多く、「サポートファイル引継会議」は学校の教員も大切な会議と認識するようになって

いる。また一定、保護者からもよかったと評価をいただいているとのことであった。 
 
４）サポートファイルの課題 
やはり課題となっているのが「中学から高校への引継」であり、中学から高校へ情報が十分に

届いていない現状をどう打破するかが問われている。高校の場合は高校入試があり、合格後に引

継ぎの動きが始まるという仕組みの問題や、高校に特別支援学級が存在せず、特別支援教育それ

自体が充分に認識されていない側面も否めない。丹波地域（篠山市、丹波市）では現在「特別支

援教育にかかる中学校・高校連携シート」を検討中であるが、これらを活用しつつ今後、高校側

の理解をいかに促進していくかが最大の課題といえる。 
 

文責：松田裕次郎（滋賀県社会福祉事業団） 
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住 所

　＊ 自署又は記名押印

　私は、上記の内容を確認し、進学する高等学校へ情報提供することについて同意しました。

　　平成   年　 月   日
保護者氏名                         　　　印　　

友達・コ
ミュニケー
ション等の
支援

（コ����ー��ンや集団�での��性を���めに������とさ�る��な�）

そ の 他

（���や�理��（������日����������）�）

自分の特性
理解の程度

５段階で○をつけて下さい。十分理解している  ５　・　４　・　３　・　２　・　１　全く理解できていない

（具体的な状況）

中 学 校 で の
支 援 の 方 針

や
内容及び結果
の 評 価

学習への支
援

（別室��の���通常���での�別������での�別��の��や��な�）

日常生活で
の支援（医
療、福祉
サービスを
含む。）

（����の����体面や�理面での��な�）

（具体的な状況）

得意なこと
や苦手なこ
と

（��なこと���あること���������な�）

（苦手なこと���������な�）

学校生活の
様子

（��状況�び��す�きこと）

□ 通常の登校　　□ 別室登校　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先

（�������������の��な�）

その他

（���・���・�・����の����校����の��状況な�）

氏 名
ふ り が な

性別

本 人 の 状 況

性格・行動
の特徴

□まじめ　　□頑張ることができる　　□周りの刺激に敏感　　□緊張しやすい　　□口数が少ない
□幼い面がある　　□ストレスに対して逃避的である　　□楽観的である　　□性格が穏やか
□不快な感情を表現することが苦手　　□落ち着きがない　　□集団での遊びを好まない
□感情のコントロールが難しい　　□人の気持ちを理解することが苦手　　□新しい環境が苦手

生年月日      ・　　　・　

特別支援��に��る
中学校・高校連�シー�

作成日 平成　　年　　月　　日

中学校名

記入者職氏名
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日 時：2012 年 2 月 8 日(水) 13 時 00 分～14 時 30 分 
場 所：兵庫県加東市福祉部社会福祉課 
対応者：保健師 細川 公代氏 
訪問者：松田裕次郎（滋賀県社会福祉事業団）、加瀬 進（東京学芸大学） 
 
 兵庫県加東市は事例 4 で報告した篠山市に隣接位置する人口 40000 人ほどの市である。加東市

を含むエリアは「北播磨圏域」という障害保健福祉圏域が設定されており、保護者が保管活用す

る「さぽーとノート」はこの北播磨圏域の自立支援協議会で作成された。一方「サポートファイ

ル」は篠山市と同様に支援機関が作成・保管して引き継ぐツールであり、同市では後者のファイ

ル活用に重点を置いているのが現状であるとのことであった。 
 
１．さぽーとノートについて 
「さぽーとノート」の冒頭に、その使い方として次のように記されている。 

（入手先：http://www.city.kato.lg.jp/life/welfare/support_note/support_note_all.pdf#search） 
  
＜目 的＞ 
この「さぽーとノート」は、個人の状態に応じて、一貫した支援が実施されるとともに、

その個人にかかわる多くの人たちが連携を深めるために作成しました。 
 
＜記録と保管＞ 
このノートは、原則的には保護者（または本人）が記録し、保管していただきます。必要

なときに、必要なページを関係者に見せてください。年齢ごとに、また、状態に変化のあっ

た時には、そのつど書き加えてください。記録用紙は、市のホームページからダウンロード

できるようになっていますのでご利用ください。 
 
＜取り扱いについて＞ 
このノートに書かれている内容は、たいへん重要な個人の情報です。厳重に管理をしてく

ださい。また、支援者の方が利用される場合も、プライバシーを厳守し、取り扱いには十分

に注意してください。 
 
このような主旨の加東市における「さぽーとノート」は本研究で探索しようとしてきた「サポ

ートブック」そのものであるが、やはり課題は少なくないようである。原則として、希望する親

に配布されるが、市として十分な把握・活用はできていない現状にあるとのことであった。導入

した自治体の多くに共通する課題であるが、例えば「保護者が記入するため、保護者の力量によ

ってばらつきが出る。」「一度一緒に記入してもその後のフォローができにくい。」など、結局は個

別の相談支援体制をどれだけ構築していけるかという制度的な壁にぶつかるのである。また「各

所で紹介しているが、あまり配布できていない」という側面もあるようで、「役に立つ」という実

感とセットになった広報が求められると言えよう。 

 
日 時：2012 年 2 月 8 日(水) 13 時 00 分～14 時 30 分 
場 所：兵庫県加東市福祉部社会福祉課 
対応者：保健師 細川 公代氏 
訪問者：松田裕次郎（滋賀県社会福祉事業団）、加瀬 進（東京学芸大学） 
 
 兵庫県加東市は事例 4 で報告した篠山市に隣接位置する人口 40000 人ほどの市である。加東市

を含むエリアは「北播磨圏域」という障害保健福祉圏域が設定されており、保護者が保管活用す

る「さぽーとノート」はこの北播磨圏域の自立支援協議会で作成された。一方「サポートファイ

ル」は篠山市と同様に支援機関が作成・保管して引き継ぐツールであり、同市では後者のファイ

ル活用に重点を置いているのが現状であるとのことであった。 
 
１．さぽーとノートについて 
「さぽーとノート」の冒頭に、その使い方として次のように記されている。 

（入手先：http://www.city.kato.lg.jp/life/welfare/support_note/support_note_all.pdf#search） 
  
＜目 的＞ 
この「さぽーとノート」は、個人の状態に応じて、一貫した支援が実施されるとともに、

その個人にかかわる多くの人たちが連携を深めるために作成しました。 
 
＜記録と保管＞ 
このノートは、原則的には保護者（または本人）が記録し、保管していただきます。必要

なときに、必要なページを関係者に見せてください。年齢ごとに、また、状態に変化のあっ

た時には、そのつど書き加えてください。記録用紙は、市のホームページからダウンロード

できるようになっていますのでご利用ください。 
 
＜取り扱いについて＞ 
このノートに書かれている内容は、たいへん重要な個人の情報です。厳重に管理をしてく

ださい。また、支援者の方が利用される場合も、プライバシーを厳守し、取り扱いには十分

に注意してください。 
 
このような主旨の加東市における「さぽーとノート」は本研究で探索しようとしてきた「サポ

ートブック」そのものであるが、やはり課題は少なくないようである。原則として、希望する親

に配布されるが、市として十分な把握・活用はできていない現状にあるとのことであった。導入

した自治体の多くに共通する課題であるが、例えば「保護者が記入するため、保護者の力量によ

ってばらつきが出る。」「一度一緒に記入してもその後のフォローができにくい。」など、結局は個

別の相談支援体制をどれだけ構築していけるかという制度的な壁にぶつかるのである。また「各

所で紹介しているが、あまり配布できていない」という側面もあるようで、「役に立つ」という実

感とセットになった広報が求められると言えよう。 
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２．サポートファイルの現状と成果 
 サポートファイルは「さぽーとノート」と並んで、次世代育成支援計画、障害福祉計画にその

作成と活用が謳われている支援者・関係機関の連携・協働のツールであり、市の社会福祉課が中

心となってその原本すべてを保管し、就学時における引継ぎ・伝達を進めている。 
現状では年間およそ 400 人程度の出生があり、年平均２０～３０人が作成している。就学前健

診で「気になる子ども」に勧めるのが一般的だが、保育園・幼稚園、学校の教員が保護者に勧め

て作成するケースも出てきている。 
サポートファイルの基本構成は次のようであるが、サポートファイル調整会議を実施してその

改訂（現在、個別の指導計画を盛り込む形にできないかと、改訂作業中）や円滑な活用を検討し

ているところである 
シート名 シート NO 記入内容 作成者 
フェイスシート No.1 生育歴。受診歴・福祉支援状況 健康課 

保健師 発達支援記録 No.2 乳幼児期の健診・相談・支援の状況 
保育所・幼稚園の記録 No.3 園での様子・園でのかかわり 担任 
個別の教育支援計画 No.4 No.5 学校での支援目標・支援内容、課題 

＊特別支援学校、高等学校では、各学校の個別

の教育支援計画を使用 

担任 

就労生活支援記録 No.6 就労にむけての支援 
（就労移行支援のためのチェックリスト） 

担任又は社会

福祉課職員 
なお、小学校・中学校への引き継ぎについては社会福祉課の保健師が、各学校に持っていくこ

ととし、また就学前には学校教育課が保健（健康課）福祉（子育て支援課）、保育園、幼稚園、小

学校で連絡会を実施し、中学校進学時も連絡会議を実施している（小中連絡会議）。 
このように、サポートファイルを持っている子どもについては、早く対応できるメリットがあ

るが、高校等への引き継ぎについては特別支援学校はできているものの、一般高校や専門学校な

どへは、求めに応じて情報提供的に出している状況である。 
 
３．サポートファイルの課題 
「さぽーとノート」については普及と活用それ自体が課題である。一方サポートファイルの場

合、一定の成果を挙げていることを踏まえた上で、次の諸点が課題である。 
・サポートファイルに検査数値等は書けていない。必要があれば保護者経由で確認しているが、

このあたりを今後どうしていくか。 
・サポートファイルの原本管理を社会福祉課で行っているが、就労後の管理を保護者管理にす

るのか、本人に当事者意識がない場合の告知問題等が、近未来の大きな課題である。 
・サポートファイルを支援者側で記入しているため、個別の情報確認と記入という支援者側の

負担が大きく、その軽減策も課題である。 
文責：松田裕次郎（滋賀県社会福祉事業団） 
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事例６：愛媛県新居浜市「サポートファイル」

日時：平成24年2月8日（水）　15時00分～ 17時00分
場所：新居浜市教育委員会事務局　発達支援課　（こども発達支援センター）

対応者：新居浜市教育委員会事務局　発達支援課

　　　　曽我幸一課長、西原勝則指導主幹、石見慈保健師

訪問者：甲賀市教育委員会　課長補佐　西谷　淳

　　　　きんき会委託相談支援事業所　相談支援専門員　西村　幸

□アンケート調査についての質問

●次世代育成支援対策地域協議会の具体的なイメージは、また、主担当部署はどこか

●特別支援連携協議会の構成と具体的に何をしているか

●部局横断的に協議する会議体とは何か

●サポートブックの事務局を市教委が担当した経緯

●配布にあたっての事前の周知方法と配布方法

●実際に活用する時期について、就学前から小学校、小学校から中学校、中学校から高校への引

き継ぎには具体的にどのように活用しているのか

●全てのケースで本人保護者以外も保管しているとのことだが、どのように保管しているのか

また、本人保護者が更新した場合はどう反映するのか

□訪問調査内容

●サポートブックの活用の為に工夫していることは何か

●サポートブックを普及発展させていくための課題は何か

●配布数について、乳幼児検診で支援が必要と判断された子どもの何パーセントぐらいか

●乳幼児検診でピックアップされる子どもの割合は何パーセントくらいか

●園で特別支援の加配対象となる子どもの人数と割合

●小学校と中学校で特別支援学級に入級する子どもの人数と割合

●通常学級で個別の指導計画の作成対象となる子どもの人数と割合

●サポートブックの作製と増刷に関する費用

●サポートブックの普及と維持、発展について障害者計画などの施策に明文化されているか

●個別の教育支援計画の様式と作成状況

●サポートブックと医療の連携状況について

●サポートブックを拒否される保護者への対応について
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教育委員会発達支援課　曽我課長、西原先生、石見保健師の話を伺う。

①就学指導は発達支援課が担当。

②校長会、教頭会、園長会、主任会等で働きかけている。

③特別支援教育コーディネーター研修と特別支援教育担任者会を実施。学校支援員の月一回の

支援委員会を開催し、研修も実施している。

④サポートブックをツールとして支援の中心に位置づけている。

⑤専門家を交え発達支援課職員が各校・園への巡回相談を実施している。

個別相談として学校、園へに行くこともある。コンサルテーションを重視。

⑥学校支援員は資格要件は、教員免許。

⑦サポートブックは原本を発達支援センターに保管、コピーを親や学校が持つ。ケース会議で

記録担当をきめて記録、三者でもつ。

⑧配布はしていない。相談の中で渡して、理解を深め支援方法を共有していくため活用する。

信頼関係があれば、ツールとして使うことを拒否される保護者はいない。

⑨これをもとに個別の指導計画につなぐ。

⑩サポートブックのはじめに同意の項目がある。

□質問と回答

１．貴自治体における「サポートブック」とは、どのようなものですか？

Ａ．（様式提示）

　新居浜市は原本を市が保管。保護者、学校には複写を持ってもらっている。平成20年に発達

支援準備室ができ、それまでどこにも対応してもらえなかった相談が殺到。危機的状況の人たち

が多かった。そして、サポートファイルの原本の取り扱いに困った。そんな中、発達支援課で持っ

ていて欲しいと保護者からの希望が多かった。

　湖南市等も含め調べて作った。いろいろな理由で、自分達で所持していることが困難なケース

が多かった。そのような相談ニーズから保管は発達支援課であることが決まった。

　ペーパーに書かれてあるもの自体を保管している。つまり、現物をお預かりする。そのための

同意書を冒頭に添付している。引継ぎ時にも同意を取っている。ライフステージが移行するとき

に、保護者とスタッフで引き継ぐ。

　サポートブックができたのは平成21年1月。利用開始は21年4月。

２．「サポートブック」の活用について

（１）保護者の同意を得るために工夫していることはありますか？

Ａ．サポートファイルが目的になったらだめ。初回、2回目、3回目と相談する中で、「この人は

味方になってくれる！」と分かってくれたら100パーセント作れる関係になってくる。関係が繋

がってくると利用できる。相談、作成、支援の三位一体で行う必要がある。

（２）保育園や学校に「サポートブック」を理解してもらうために、工夫していることはありま
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すか？

Ａ．毎年園長会、主任会、校長会などにおいてPRする。

　学校教職員には教科・教科外主任会等においてPRしている。

　巡回相談、各種会議、特別支援教育担当者会、通級者担当者会などの各種会議でPRしている。

教育委員会が担当している強みだと思う。

　ほとんどの先生が認知している。どの保護者が持っているということも知っている。サポート

ファイルをつくるケースは、支援会議にも参加している学級担任、学年主任等が一緒にかかわっ

ている。

　学校単独で教育相談もあるが、そこにも発達支援課がコンサルしているから関われるし、スムー

ズに利用に繋がっている。

　学校独自で作っているケースも増えてきているが、その子どもたちのフォローが今後の課題と

なっている。特別支援学校には馴染みがあったが、通常学校はなじみがなかった。一緒につくり

ますと声をかけて実施してきた。特別支援コーディネーターがつくれるようになってきた。引継

ぎ・見直し・活用が今後の課題。学校独自で作成後においても発達支援課で保管している。

（３）「サポートブック」を活用することで、保護者や関係者（保育園や学校等）の子どもに対

する理解や障害受容は進んだと感じますか？

　また、保護者や関係者の子どもに対する理解や障害受容を促すために、「サポートブック」の

活用のなかで工夫していることはありますか？

Ａ．作成の上でのコンセプトがある。本人や保護者がうれしいものを作っていこう。「ここがで

きない」とかじゃない。「いいとこがこういう風にある」というのがコンセプト。作る時には保

護者もしんどい時を振り返って、子どもを理解できる。その子や親の足跡が共有できる。親もつ

ながっていける。子どもの成長を一緒に見守っている感じ。2 ～ 3年でまるっきり書き換えなけ

ればいけないほど成長しているケースもあり、そんな時は親も非常に喜んでいる。

（４）「サポートブック」の活用を継続するために、工夫していることはありますか？

Ａ．活用のポイントは、話し合いをして、うまく子どもが適応している時は問題なくていい。う

まくいった支援を書き足せばよい。うまくいかないときがサポートブックの出番。好きなキャラ

クターなんかを書くページがある。事例として、「飴玉が5個あります。3個もらいました。何個？」

でも、何度しても理解できない。飴玉を好きなパトカーに変えると理解が進んだ。視覚支援も、

好きなキャラクターを利用して、励ますものをつくることにしている。支援計画を書くページが

ある。「見通しをもてないからスケジュールを入れる」などと書いている。そこがうまくいって

いるか、聞きながら相談を進めている。

　信頼関係できるまでが活用の大切なポイント。信頼関係ができたら、大丈夫だ。逆に、信頼の

上で新たな支援方法が生まれてきたりもする。今の適応状況や先生との関係性が大切だと思う。

　巡回相談は、市の単独事業で行っている。

　サポートファイルの内容の更新は、情報の共有が大切と考え、原則的にサポートファイルの作
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成・相談・活用は三位一体と考えている。だから、相談の際はファイルで持っていき、折にふれ、

サポートファイルを開いて見直し、書き込む。あまり活用の必要がなく支援がうまく行っている

時は、2 ～ 3年を目途に見直しをしている。その場合は、赤を入れていく。その後、教育委員会・

保護者・学校がコピーを持ち直す。

　会議を持つ度に見直されて、新しいものがたまっていく。ケースによって、頻度が違う。これは、

あくまでツールという考え。逼迫したケースは1週間ごとなどと頻繁に実施する。だいたいは1 ヶ

月に1回くらい。うまくいっているケースは学期に1回だったりもする。ケース数は、昨年まで

で150件。今年度は次のステージに上がる幼児、児童生徒を中心に作成し、引継ぎに利用していく。

３．今後、「サポートブック」を普及・発展させていくための課題は何だと思われますか？

Ａ．サポートファイルをつくるのは、特別な子という意識の払拭。誰もが気軽に持つ意識づくり

が課題。

４．乳幼児健診などで支援が必要な子供とされている場合

（１）その割合は分かりますか？（たとえば、5歳児に対して何パーセントくらいか？）

Ａ．1才6か月児健康診査健診は月1回、約100名を対象に実施している。

　従来の1歳6か月児健康診査は身体発達や言語発達を主とした健診でしたが、指さしや真似な

どの非言語のコミュニケーションや人とやり取りする力を見て、早期から保護者や幼児へ関わっ

ていく必要性から、平成23年度よりMchatの質問項目を9項目プラスして1才6か月児健康診査

を実施している。まだ、詳しい結果は出ていないが、平成22年度のプレ調査では、フォロー率

は24％で言語・精神発達面では17％だった。導入したことにより、従来の問診項目にない言語

発達の早い時期の対人行動に関わる発達項目をスクリーニングすることができたと思っている。

また、保護者には子どもの発達状況について理解でき、しっかり見てもらったという満足感が得

られていた。

　フォローの必要な幼児には、保健師が電話や面接でかかわり、その後の発達を確認するととも

に、必要に応じて教室や発達相談へつなげている。保護者に言葉の発達以外の対人行動に関わる

発達が大切なことに気づいてもらい、早期に支援につなげたいと思う。

（２）たとえば、甲賀市は、保育園だけで100名。そこはいかがですか？

Ａ．1対1であったり、2対1だったり、子どもの状況によって加配も変わる。1割くらいはつい

ているかと思う。発達支援課・児童福祉課が協働し各保育園を訪問し、子どもの様子を見る中で

検討をしている。個々につけるというのでなく、園全体の状況を確認し、園のクラス編成と合わ

せて決定している。なお、クラス配置などは園に任せている。加配の費用は児童福祉課で対応し

ている。

（３）就学時の配布数が、これをどのくらいカバーしておられますか？

　（例：甲賀市は就学前が「サポートが必要」とあがってくる割合が一番高いが、それでもカバー

率は高くない。必要な子供の1 ～ 2割）

Ａ．乳幼児においては、健診後いきなりサポートファイルではない。
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　作成している事例では、発達支援課へつながった中で、今までのまとめとしてのツールとして

いる場合が多い。保育園や幼稚園入園時に必要性が出てくる。最初からはしんどい。相談が最初。

啓発がもっと必要。保護者受容に配慮が必要。

５．予算をどの程度かけていますか（制作費)？

Ａ．市単独予算、印刷だけであり大した費用となっていない。当初は文部科学省発達障害早期総

合支援モデル事業で作成した。

６．サポートブックの「記入の協同作業」を誰がするか課題と感じています。

（１）「伴走者」を誰かされていますか？

Ａ．コーディネートをするのは、発達支援課の職員であったり、各学校、園の特別支援教育コー

ディーネーターが担う。

　書くことに抵抗がある保護者の方もいる。保護者には話しに集中してもらい、サポートする人

に記入を依頼する。話し合いの中で、記録をとっていく。「お母さんは、印鑑と母子手帳持って

きてよ。先生が記録してよ。」と役割分担する。継続した相談では、次回作ると知らせておくこ

とにしている。最低1時間30分は作成にかかる。だから、2 ～ 3回にわけて、丁寧に作る。場合

によっては医療機関に持っていって、ドクターにつけ足してもらうようお願いしたりする。

（２）定期フォローをどうされていますか？

Ａ．新居浜市にも保護者同志でセッティングして、先輩の話を聞きたいと機会をつくったりして

いる。センターを利用する保護者の親の会もあり、月1回程度情報交換をしている。場所はセン

ターを提供している。

７．サポートブックをつくることにどの程度同意していますか？

Ａ．相談を進めていく中でサポートファイルを作成しているため、ほとんど同意しないことはな

い。学校や園が相談にのってくれない等の訴えがあれば、コンサルに入る。

８．サポートブックに必須項目は何でしょうか？

Ａ．好きな・得意なこと・リソースが重要。

　内容は厳選して創ったから。専門部会を作って、ねりにねった。保護者もメンバー。「そんな

んかけるか！」と言われたりもした。「文言もこういうほうが抵抗ない。」とアドバイスをされた

りもした。

　サポートブックと学校の個別指導計画は小学校→中学校→高等学校と、引き継いでもらう。

　愛媛県では、県教委のホームページで様式をつくってある。個別の指導計画はこのホームペー

ジからダウンロードして誰でも作ることができる。書き方事例もあり、結構、教員になじみやす

いようになっている。

　引き継ぎは、フェイスツウフェイスが基本。現場へ来てくれたりする。事前に担任の先生と

あったり、入学式のリハーサルしたりする。幼保小引継ぎ以外に発達支援課が関わることが多い。

　その時に、中学校→高等学校が進路を引き継ぐのをどうしようかといった時は、合格した時点

－ 83 －



で、高校に発達支援課と親が話をしに行ったり、定期的に支援会議を開いてもらうようにしたり

している。

９．サポートブックを利用されている保護者の方の実際のご意見はいかがですか。

Ａ．やっぱりお母さんは子供の成長が嬉しい。成長をしみじみふりかえり、達成感を味わう。作

成や見直しで忘れていたことを思い出す。

　エピソードから新しい支援がつながっていく。残していくのはいい。共有がいい。何より、同

席していた先生がかわる。

　「おかあさん、こんなに大変だったんだ！」と言う。学校の教育相談では、そんな深いことは

話せない。離婚・薬・しばりつけて育てたとか…。そして、先生達が教師として人間として育つ。

母も育つ。母も、子供の特性がよく分かる。親が掴んでいるいいところへの関わり方が、先生の

アイデアでよりペアレントトレーニングができたりする。メリットが多い。逆に、サポートブッ

クがなかったら、怖いかも。どんな支援しようか、考えてしまう。しんどいケースの時は、特に

いい。

　8時間親、8時間学校。学校以外のところに情報がたくさんある。サポートファイルには、そ

れがつまっている。

10．一番多いのは就学前の活用だと思うのですが、実際どのように活用されていますか？

Ａ．相談支援のいろいろな場面。

11．サポートブックが保護者・本人の持つものだとすると、相談支援の計画とサポートブックの

重なり合う部分としてセルフプランをどう考えるか？

Ａ．福祉の個別支援計画とコラボレーションしているのはあまりない。福祉が使うのは年齢的に

あがってきて、就労のときとかは変更する必要があるだろう。今度就労の人は、コピーを渡すつ

もり。相談支援センターなど福祉事業所では活用されることはこれからで、親と一緒に教育委員

会で利用している。特別支援学校は、特別支援学校で作っている。小学校1年に入る子どもは母

と一緒に引継ぎする。その後は、学校の方で保護者の方と相談しながら作る。指導計画を立てた

りしている。特別支援学校卒業後はまだ繋がっている事例はない。実施4年目だから、まだケー

スがない。就職したケースはある。支援学校がつなぎをしている。支援学校独自のネットワーク。

　特別支援学校経由でない子どもは、発達支援課につながっている。

12．高校は、県立ばかりですか？私立もありますか？

Ａ．私立の方が県立よりサポートがいい。どちらかというと県立進学校がうまくいっていない義

務じゃないという一言に終えられてしまう。

　組織として、若者サポートセンター、生活支援センターと連携できている。

13．教育委員会の人事だが、保健師さんが、ふたりいるのはなぜか？

Ａ．それは、今までこういう形はなかったが、保健センターで乳幼児健診がある。教育との接点

もあった。学校保健で教育委員会に1名だけ派遣されていた。もともと交流あったが、途中で介
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護保険や精神施策など活躍の場が多くなり、人手が足りなくなって絶たれた。発達支援課新設に

あたり、二人設置を必要と判断していただけた。

14．保健師として教育委員会の中で、学校とのかかわりの難しさはなかったか？

Ａ．もともと学校教育課にいたことがあった。3年でセンターに帰ってきた。特別支援の予算を

一緒に作成していた。学校巡回も一緒に行った。保護者の立場でのコメントを保健師がしていた。

　だから、ものすごくスムーズ。子育てには人脈が必要。保健師組織は大きい。保健師は市役所

のいろいろな課所へ配置されているから、ネットワークがある。保護者とのかかわりも多い。

　乳幼児健診は福祉と保健センター、発達相談は保健センター、1歳半検診は発達支援課保健師

も行っている。

　その後の面接は一緒に。フォロー教室「にこにこクラブ」の実施、必要であれば、こちらに来る。

そこで対応する。ハードルを低くして、誰でも来てもらえるように繋がっていたい。安心して利

用してもらいたい。顔を知っていると安心する。

　新居浜市と同じような形態が東温市にある。東予地域の四国中央市・新居浜市・西条市・今治

市の順に立ち上ってきた。中核的組織ができると当たり前になってくる。親御さんは1歳半から

つながってくると個人情報だし、出せないということも言わずにつながっていける。

　サポートファイル自体のことではないが、よく目にするのは、相談のときに関わっている先生

の数の多さに親御さんが喜んで泣く場面。こんなにみんながいてくれると感激される。

　そういう中で書かれていくから、親もサポートファイルをいいと思われる。あえて、パーソナ

リティが弱い方には、多数参加の会議をして、支えている人が沢山いることを示したりもしてい

る。

　新居浜市は、保育所は児童福祉課。幼稚園は教育委員会で。公立が2園、私立9園。全体の半

分以上が保育園。訪問は公私関係なく実施。保健センターも健診フォローで連携していた。3 ～

4歳でしていたのが発達支援課にきただけで、ためらいはない。園に行くことの方が多い。顔が

見えるので、連絡しやすくなった。

　保育園の先生は「教育委員会の先生が来てれるのが嬉しい！」と言ってくれる。園と保護者と

向かい合う中、第3者がいてくれることがうれしいそうだ。

15．全体の仕組みは形として位置づいているか？

Ａ．こども発達支援センターは、条例設置はしていない。湖南市は条例をつくっている。

　学校が理解されているのは、啓発。まず、校長会・教頭会・年に1回の教育委員会の説明会で

全教職員・巡回相談・個別に学校に呼ばれた時・授業参観・検査訪問・個別カウンセリング・来

てもらって支援会議。あらゆる場面で理解を求めた。

16．感心したのは、支援会議を行うまでに必要なことは学校がそれまでに自分達で動いている感

じがする。

Ａ．よく学校が動くようになった。どの子が対象かという検討を学校がしなくてはいけない。

　平成19年特別支援教育の開始が追い風だった。中学校では生徒指導の流れで指導してしまう。

　その子の背景を考えることが大切。それがなかなか変わっていかない。どうしても体力勝負み
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たいに力でやってしまいがち。それが変わってくる兆しとしては、ここへきてくれる先生が増え

たことに感じられる。来所時間も何時でもいいといってくれるのは、中学校の先生だったりする。

部活が済んでから来られる。そういう時は、中学校は学年で動いているから学年主任も来てくれ

る。生徒指導も特別支援の視点で、という話も出てきている。生徒指導提要が昨年出た。それも

利用しながらだといい。とにかく、発達支援課は、ニーズにこたえなければ信頼してもらえない

と思って、これまで対応してきた。

　かかわりは全てあるほうがいい。

　小中学校の特別支援教育も。どうしても就学相談をしたら引継ぎが必要。一連の流れがある。

　今まで相談対応している方は就学相談も一緒にできる。学校の先生も一緒に関わってくださる。

　学校に引き継げる。相談につながってほしいと思っていてもなかなかつながらない人は、もち

ろんいらっしゃる。

　園の方で、できるだけ、あがってからつながるというよりは、巡回の中で、すこしずつつながっ

ていくような形にして発達支援課が関わっていく。それでもまだ、つながっていないのもあるか

もしれないなぁ。

　どうしてもハードルが高くならないうちに受け入れやすいうちに出会いたい。

　みんな巡回相談で就学相談できているとイコールになると思っている。

　そのためにも発達支援課がマイナスイメージではなく、プラスに思ってもらえるようしていき

たい。

＜サポートブック活用のまとめ＞

　今年度の相談の対象者数は426ケース。その中で160ケースはサポートファイルを中心に据え

ている。

　最大のポイントは、相談と作成と活用が一体となっている。サポートファイルを(親が持つが)

なるべく親に書かさない。話し合いの中で作っていく。

　「サポートファイルづくりしましょう」と働きかける。話し合いの中で役割分担し、教師がサポー

トファイルへの記録役となることもある。

　サポートファイルだけの配布をしていない。ファイルが目的になったらできない。相談で「こ

の人は味方になってくれるなあ」とわかってもらえることがもっとも大切。親と本人が読んでう

れしい物を作っていくというコンセプト。子どもの成長を確認し、しんどい当時を振り返ること

ができる。「がんばったね、お母さん」サポートファイルの内容をまるきり書き換えるくらい成

長している例もある。子どもの成長はお母さんはうれしい。作成や見直しをすると、「そういえ

ば忘れてたわ」親もいろんなエピソードを思い出す。話し合いに同席されている先生が変わる(成

長する)。何度も離婚している母の話を聞いたときもある。その中で信頼関係ができ、教師とし

て人間として、母親として育っていく。サポートファイルは必須のツール。
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■日時：2012 年 2 月 7 日（火）13 時 00 分～14 時 30 分 
■場所： 糸島市役所 子育て支援センター「すくすく」 
■対応者：糸島市役所 子ども課 子育て支援センター 林久美子所長、子育て支援セン

ター「きらきら」齋藤章子主査 
■訪問者：加瀬進（東京学芸大学）、高森裕子（三菱総合研究所） 
 
 福岡県糸島市は平成 22 年に前原市・二丈町・志摩町の一市二町が合併して誕生した、福

岡市に隣接する人口 10 万程の都市である。海山に囲まれた田園地帯、かつ福岡市の中心ま

で電車で 30 分程度、北東部には九州大学の移転も始まるという立地条件でありながら、特

別支援学校や発達教育センターといった教育資源、児童精神科外来を有する専門病院や児

童相談所、専門的療育施設といった保健・福祉資源を欠き、専門機関がない環境であるが

故に「みんなで応援団方式」を築き、その過程で「サポートブック」を構築してきたとい

う経緯がある。 
 
１．糸島市における「サポートブック」の定義 
・成長の記録ファイルがベースだが、これは必要なシートだけをそれぞれが選択して使う

ファイル形式である。このファイルに各事業のシート、ステップアップシートや保育所

での個別計画などその時々のものを追加していく。 
・サポートブックは、成長記録ファイル、ステップアップシート、個別の移行支援計画、

その他関係機関の資料を綴じこんで、親が保管するものである。 
・療育用のカルテ（親に見せられない情報を含む）は専門職が別途作成している。その中

から必要に応じて、サポートブックに情報を転記したり、親に記入してもらっている。 
・サポートブックは、あくまでも母子手帳の療育版と位置付けており、成長の記録である。 
・行政が持っていると情報開示の課題が出てくるので、保護者に持ってもらい、学校に渡

しづらい等のケースでは必要に応じて子ども課から情報提供する等の工夫をしている。 
 
２．乳幼児健診で支援が必要と判断された子どもに対するサポートブックのカバー率 
・サポートブック配布対象は、基本的には療育の対象児（個別療育、集団療育、医療機関

での療育等）である。 
・要保護児童対策協議会の中に発達支援部会があり、保護・支援を必要としている子ども

全体を網羅しようと取り組んでいる。その一環として、保護児童を作らない、支援の必

要な児童も一般の児童と同じように生活できるところを目指して、発達支援についても

見守り支援を行っている。 
・小規模市町村で関係者はどのテーマでも重複しており、虐待だけでなく発達や障害で困
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 2

っている子どもがたくさんいることを共有できていたので、協議会で虐待の問題だけで

なく、その他の問題にも対応する部会を立ち上げ、すべての子どもの情報を全員で共有

し、役割分担して対応することとした。 
・要保護児童対策協議会の調整機関は子ども課の児童係だが、発達支援部会については子

育て支援センターが調整機関を務めている。 
・保健サイドとして、母子保健の乳幼児健診でいかに早く気になる子どもを見つけ、早く

手立てを打つかが大切な一方、そこを急ぎ過ぎると保護者の受容が追いつかないので、

保護者の受容にも注力している。 
・具体的には、気になる子どもについて、健診の場ではすぐに言わずに、わんぱく広場（生

活モデル型親子教室）につなぎ、親の様子を見ながら状態をスクリーニングし、その後、

自前の二次スクリーニングを行っている（小児整形、児童精神科等の医師も確保）。ここ

までは母子保健の範疇で、その後に子育て支援という意味で子育て支援センターがかか

わりを持っていく。また、一部、保育所、幼稚園から気になるケースが上がってくる場

合もある。 
・平成 23 年度の年長 850 人中、発達支援部会でフォローしている子どもは 95 人、うち療

育等に参加している子どもは 38 人、うち、発達障害のお子さんを中心とした就学移行支

援キャンプ1に参加し、サポートブックファイルを持っている子どもは 9 人である。 
・サポートブックはあくまで途中経過のツールであり、確定診断がついていない、グレー

ゾーンの子どもたちは持っていない。 
・サポートブックを必要とするが配布できていない児童は、基本的には親の受容ができて

いない子どもである。こうしたケースは時間をかけて受容を進める必要があるので、小

学校に入ってからサポートブックを書き始める場合もある。（アスペルガー、LD 等は就

学後に明らかになるケースが多いので、そこから記入を始める場合もある） 
・障害のある子が何人いて、何人がファイルを持っているかという数値より、要保護児童

対策協議会で、市内の子どもの状況全体を把握して、気になる子ども、親の状態に応じ

てファイルが渡っていく仕組みのほうが重要である。 
 
３．「サポートブック」の作成・増刷に関する費用の確保 
・自前である。 
・市役所の印刷機で、市役所共通の紙を使用して増刷しているので、特に予算化していな

い。 

                                                  
1就学移行支援キャンプとは、平成 18 年から始まった取り組みで、8 月の土日 2 泊 3 日をか

けて、小学校への入学を迎える年長の子どもたちを対象に、保護者と関係者が協力しなが

ら、「福祉」から「教育」への移行、就学をスムーズに進めるための事業を行っている。市

と九州大学 大神英裕名誉教授の研究室が共同で実施しており、関係する親子とともに教

官、教諭、医師、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、保育士、幼稚園教

諭、学生、ボランティア、行政職、保健師など市内外の多職種が参加している。 
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４．「サポートブック」の作成・活用の市町村の施策・計画における位置づけ 
・障害者福祉計画には個別の施策として「就学移行支援事業の推進」を掲げており、ここ

に就学移行支援計画はうたっている。 
・次世代育成計画には個別療育や就学移行支援キャンプ等は載せている。 
・個別の計画に施策・事業名としてはあがっているが、成長の記録ファイルについては特

別な明文上の規定はない。 
 
５．「サポートブック」の活用について 
（１）保護者の同意を得るための工夫 
・個別療育や教室等に参加することで多くの親の受容が始まる。その時の受容度、必要性

に応じて説明を始め、最終的には就学移行支援キャンプの対象になる子ども（年長児）

に対し、年中の 2 学期頃から作成を始める。 
・教室は年齢別に 2 つに分けているが、低年齢の教室では特にサポートブックについての

説明はしていない。ただ、就学が視野に入る年中までには必ず、親の状況を見ながらサ

ポートブック導入の働きかけをする。 
・ファイルを使って親の障害受容を進めるというよりは、教室や就学移行支援キャンプの

中で受容が進んでいく。毎週センターに通ってくる中で親の受容状況は把握できている

し、もうすぐ就園で困らないようにという明確な目的があって導入を進めるので、導入

に際して大きな課題はない。サポートブックがどうしても必要という子ども以外は、無

理強いはしていない。 
・ファイルそのものは、様式を紙で渡して親が自分で綴じている。日記を入れたり、保育

所との交換お便り帳を記念に入れたり、すべてがライフステージ移行のための情報では

なく、親の記念として持っている人もいる。 
・サポートブックの内容は膨大で書くのが大変なので、療育の担当者（保育士、心理士、

理学療法士等）も一緒に作成する時間を確保している。 
 
（２）保育園・幼稚園や学校に「サポートブック」の必要性や有用性を理解してもらうた

めに、工夫していること 
・就園が決まった時点で、ステップアップシートを保育所、幼稚園へ渡している。 
・保護者から直接渡すことは少なく、センター担当者が保育所、幼稚園へ出向き、子ども

の状態説明をかねて説明することが多い。シートがただ単に渡されだけでは、「これは

何？」となるところが、センター担当者がついていってシートの意義等も説明すると円

滑に導入が進む。 
・すでにサポートブックができている児童については、それも持参する。 
・就学移行支援キャンプの対象者はキャンプ前にサポートブックの作成を済ませており、
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キャンプ時には必ずサポートブックを持参する。その情報は、学校教員が移行支援計画

を作る際にその子どもを知る手掛かりとなる。 
 
（３）「サポートブック」を活用による効果（保護者や関係者の子どもに対する理解や障害

受容） 
・保護者の子どもに対する理解や障害受容は、ファイルを使って進むというよりは、療育

教室や就学移行支援キャンプの中で進んでいく。（サポートブックはあくまでもツール） 
・子どもを受け入れる側の保育園、幼稚園、小学校と、子どもと親、子育て支援センター

の三者の関係がよくなった。必要に応じて三者それぞれに相談したり、情報をやり取り

している。子どもと親とサポートブックと子育て支援センターの担当者がついていくの

で、保育園、幼稚園、小学校と、子育て支援センターの垣根も低くなってきた実感があ

る。 
・単にサポートブックを渡すだけでなく、子育て支援センターの担当者が丁寧な説明をす

ることで、受け入れ機関が安心して子どもを受け入れられるようになった。また、親か

ら聞き取りにくいことを子育て支援センターに相談してくれるようになった。 
・ただ、関係機関の連携が進んだのは、サポートブックがあったからというだけではなく、

要保護児童対策協議会や、就学移行支援キャンプに学校も参加して入学前にあらかじめ

子どもの様子を把握できる仕掛けをつくるといった様々な連携の体制があったことも大

きい。 
 
（４）「サポートブック」の活用を継続するために工夫していること 
・各事業の記入欄など、担当者が書きやすく、内容が保護者に分かりやすいものであるよ

う努めている。また、文言や表現の仕方などについて、サポートブックを渡した保護者

の意見を集め、保護者に記入しやすいもの、保護者に自然に受け入れてもらえるものを

毎年検討している。たとえば「障害のある子どもへのラブレター」の「障害」という言

葉は受容途中の保護者には少し抵抗があるといった意見を反映させ、様式は随時改定す

る。随時改定できるよう、様式は一度にたくさん印刷しないようにしている。 
・各事業の担当者の連携を大切にしている。 
・保護者に対するサポートブック導入を丁寧に行い、支援者に寄り添い一緒に記入するこ

とで信頼感が生まれ、関係が深まり、「この人たちは応援してくれている」と保護者が喜

び継続できるようになる。こうした関係がないと、内容的には記入が難しいので、個別

療育で特別に記入時間を確保するようにしている。 
・支援の視点として、療育から入るより子育てから入るほうがよい。保護者は日々家庭で

子育てをしているのであって、療育をしているわけではない。そこをサポートするとい

う視点が重要である。療育だけで関わろうとすると親との関係性が取りにくくなるので、

最初の敷居は低く、高い専門性も持っているということが重要である。 
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６．「みんなで応援団方式」のなかで「サポートブック（成長記録ファイル）」の導入・活

用が果たした役割 
・就学移行支援キャンプ等をきっかけに、行政主導ではなく、みんなで＝関係機関の専門

職だけでなく保護者も一緒に「サポートブック」があればよいと話し合い、自由に発想

して進めたことがよかった。 
・母子保健、児童福祉（子育て支援、療育）、学校教育等、いろいろな機関の事業がそれぞ

れの分野の専門性を発揮できるように、徐々に体制として整理され、そのことで連携が

強化され、サポートブックの活用方法も明確化されてきた。誰がどの時点で紹介し、活

用を継続するためには誰のサポートが適正なのか、都度、協議が行われている。 
 
７．多職種連携による就学移行支援の取り組みを可能にした要因、背景 
・専門機関、専門家がいなかったことで、それぞれができることをやっていくしかない環

境だった。 
・平成 6 年の母子保健法改正等を受け、健診の精度を上げるため、健康センターで 4 ヶ月、

7 ヶ月の子ども全員への健診を行うようになり、医師会、歯科医師会、保健師の連携が強

化された。その中で、学校の健診についても、よりきめ細かに意味あるものとして実施

すべきという声が歯科医師会等から教育委員会にあがり、保健師も 3 歳児健診後のフォ

ローをしたいという思いがあり、それまで健診実施を押しつけられていた感のあった学

校も。連携の輪に入って、就学時健診を 5 機関（教育部局：教育委員会・小学校、福祉

部局：母子保健・要保護児童担当・療育担当）の共同開催、時期も就学判定に間に合う

ように 6 月に前倒して実施することにした。事業を共同で行うことで縦割り行政を打破

し、それぞれの役割を理解でき、普段は出会えない職種も顔見知りになり、情報交換も

個人情報の壁なくやりとりできるようになり、どの機関も「一緒にやると自分の仕事が

楽になる」という経験を積んだ。この土台があったことが、その後の取り組みにも良い

影響を与えている。 
・上記のような就学時健診の取り組みにより、教育委員会は、就学判定に来る子どもの具

体的な様子や親の障害受容の程度、意向を踏まえて円滑な判定ができるようになった。

また、保健分野では、3 歳児健診で気になる子ども等について就学時健診のミニ授業等で

フォローし、必要に応じて、親と学校の顔合わせをする等ができるようになった。 
・九州大学 大神英裕名誉教授との共同研究により、同教授の研究室から市内外の専門職

の応援も受けて、就学移行支援キャンプや地域の組織・親のサークルづくり等を実施し

てきた。初めてキャンプを実施したときに、親の思いを聞くのであればきちんと記録に

残したほうがよいということで、先行事例をいくつか集め、次年度のキャンプから使い

やすいものにしようという検討を始めた。 
・大学との共同研究のおかげで、市担当者の視野が広がり、「糸島の実践はすごいので積極
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的に発信しなさい」と指摘してもらい、色々な人から色々な情報や刺激を与えてもらえ

た。 
 
８．今後、さらに「サポートブック」を普及・発展させていくための課題 
・事業に参加している者はサポートブックの活用を知っているが、対象児がいない担任は

サポートブックの存在を知らない者も多い。啓発活動として発達コロキウム2や発達支援

部会での情報提供を行っているが、末端まで浸透していない。22 年度に 1 市 2 町が合併

したため、旧 2 町のエリアは特にその傾向が強いが、時間をかけるしかない。継続は力

なりを実感しているので、いかに継続するかが一番の課題である。 
・まだできたばかりで、サポートブックを使った最初の子どもが来年中学に入学する際に

どのように活用するか、さらには、高校、学校卒業と年齢を重ねていくごとに活用方法

を検証しなければいけない。就学移行支援キャンプには OB 会があるので、そこに来て

もらってフォローできたらと考えている。 
・サポートブックはそれだけで成り立つものではなく、母子保健体制、療育、保育、学校

の全体の仕組みがどう整ったうえでツールとして使うかが重要なものである。 
・書く量が多いので、今後どう活用するかが課題である。 
・専門家はいなくても色々なことができたが、使えるのであれば社会資源は多いほうがよ

い。特に特別支援学校や県の療育機関が誘致できると、より地域密着型の子育て支援、

療育支援が展開できる。 
・専門家の少ない地域なので、保育園、幼稚園で子どもにかかわる保育士等の資質を向上

させることが非常に重要である。発達コロキウムの中で、本当に困っている子どもへの

対応についてコンサルテーションを実施し、日々の実践が「これでいいんだ」と思える

ように相互に助言しあえるようになることを目指している。市内関係者でコンサルテー

ションができるようになれば、外部からの講師を呼ばなくても、予算がなくても、人材

育成を継続できる仕組みを作ることができる。 
 

文責：高森裕子（三菱総合研究所） 

                                                  
2 発達コロキウムとは、発達障害を中心とした障がいのある子どもたちへの理解と支援の充

実を目的として実施しているさまざまな研究報告や講演会事業である。九州大学 大神名

誉教授の研究室の研究会に相乗りする形で、8 年前から実施している。 

－ 136 －



－ 137 －



－ 138 －



－ 139 －



－ 140 －



－ 141 －



－ 142 －



－ 143 －



－ 144 －



－ 145 －



－ 146 －



－ 147 －



－ 148 －



－ 149 －



－ 150 －



－ 151 －



－ 152 －



－ 153 －



－ 154 －



－ 155 －



－ 156 －



－ 157 －



－ 158 －



－ 159 －



－ 160 －



－ 161 －



－ 162 －



－ 163 －



－ 164 －



－ 165 －



－ 166 －



－ 167 －



－ 168 －



－ 169 －



－ 170 －



－ 171 －



－ 172 －



－ 173 －



－ 174 －



－ 175 －



－ 176 －



－ 177 －



－ 178 －



－ 179 －



－ 180 －



－ 181 －



－ 182 －



－ 183 －



－ 184 －



－ 185 －



－ 186 －



－ 187 －



－ 188 －



－ 189 －





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  
 

－ 203 －



（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
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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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