
 

 

 

 

 

 

 

 

WE
ウ ィ

コラボ、とは 

福祉 Welfare と教育 Education の協働 Collaboration 

を表しています。 

 

WE
ウ ィ

コラボはさらに、 

「私たち／We」全員の Collaboration 

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





� � � � 

 

� ������ 

１．研究の概略 ····································································  3 

２．研究の推進体制 ································································  5 

３．研究協議会等の経過 ····························································  5 

４．本研究報告書の構成 ····························································  6 

 

�������������������������������� 

I． 調査の概要 ····································································  9 

１． 調査目的 ·····································································  9 

２． 調査対象・調査方法・回収状況 ·················································  9 

３． 調査時期 ·····································································  9 

４． 調査内容 ·····································································  9 

５． 調査における「サポートブック」の定義 ·········································  9 

II． 集計結果 

１． 市区町村の基本情報 ··························································  10 

２． 「サポートブック」の作成状況 ················································  11 

（1） 「サポートブック」の導入の有無 ·············································  11 

（2） 「サポートブック」の導入に向けて（導入していない場合） ····················  12 

（3） 「サポートブック」作成の経緯（導入している場合） ··························  13 

３． 「サポートブック」の活用状況 ················································  18 

（1） 「サポートブック」の配布状況 ···············································  18 

（2） 「サポートブック」の活用状況 ···············································  18 

４． 「サポートブック」の普及・促進に向けて ······································  23 

（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 ··  23 

 



Ⅰ．調査の概要 ···································································  33 

１．調査目的 ·····································································  33 

２．調査対象 ·····································································  33 

３．調査時期 ·····································································  33 

４．調査内容 ·····································································  33 

 

Ⅱ．訪問調査結果 

事例１：宮城県白石市「すこやかファイル」 ·········································  35 

事例２：長野県駒ヶ根市「発育発達支援個人票（子どもカルテ）」 ······················  41 

事例３：東京都新宿区「マイ・ライフ・ブックを広める会」 ···························  50 

事例４：兵庫県篠山市「サポート・ファイル」 ·······································  52 

事例５：兵庫県加東市「サポート・ファイル＆サポート・ノート」 ·····················  59 

事例６：愛媛県新居浜市「サポートブック」 ·········································  79 

事例７：福岡県糸島市「サポートブック」 ··········································  131 

 

１．「サポートブック」の導入状況と普及に向けた諸課題 ·····························  193 

２．「サポートブック」のあるべき姿と活用のポイント ·······························  194 

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 ···············  195 

 

＜資料編＞ 

○ 「サポートブックの活用実態に関する調査」研究・アンケート調査用紙 ············  199 

○ WEB 上の「サポートブック」入手先一覧 ·········································  206 



Ⅰ．調査の概要 ···································································  33 

１．調査目的 ·····································································  33 

２．調査対象 ·····································································  33 

３．調査時期 ·····································································  33 

４．調査内容 ·····································································  33 

 

Ⅱ．訪問調査結果 

事例１：宮城県白石市「すこやかファイル」 ·········································  35 

事例２：長野県駒ヶ根市「発育発達支援個人票（子どもカルテ）」 ······················  41 

事例３：東京都新宿区「マイ・ライフ・ブックを広める会」 ···························  50 

事例４：兵庫県篠山市「サポート・ファイル」 ·······································  52 

事例５：兵庫県加東市「サポート・ファイル＆サポート・ノート」 ·····················  59 

事例６：愛媛県新居浜市「サポートブック」 ·········································  79 

事例７：福岡県糸島市「サポートブック」 ··········································  131 

 

１．「サポートブック」の導入状況と普及に向けた諸課題 ·····························  193 

２．「サポートブック」のあるべき姿と活用のポイント ·······························  194 

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 ···············  195 

 

＜資料編＞ 

○ 「サポートブックの活用実態に関する調査」研究・アンケート調査用紙 ············  199 

○ WEB 上の「サポートブック」入手先一覧 ·········································  206 

Ⅰ　研究の全体像





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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