
 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                           

本
人 

・ 

家
族 

支
援
者 

地
域
社
会 

                                                                                           
≪ 目指す

どの

ても

適切な支援を受けながら

家庭や地域で学び、育つ

地域の一員として自立と

社会参加を実現する

関係機関の縦横の連携の

もと質の高い支援を途切

れることなく提供する

発達障がいを正しく理解

よき援助

                                                                                           
目指すべき姿

どのライフステージにおい

ても気づく・相談する

適切な支援を受けながら

家庭や地域で学び、育つ

地域の一員として自立と

社会参加を実現する

関係機関の縦横の連携の

もと質の高い支援を途切

れることなく提供する

発達障がいを正しく理解

援助者となる

                                                                                           
べき姿 ≫

ライフステージにおい 

・相談する 

適切な支援を受けながら 

家庭や地域で学び、育つ 

地域の一員として自立と 

社会参加を実現する 

関係機関の縦横の連携の

もと質の高い支援を途切 

れることなく提供する 

発達障がいを正しく理解し

者となる 

                                                                                           

・

 
・ライフステージ別の相談窓口
 
      

・

 
・

 
・発達障がい

・障がい福祉サービスによる、就労支援（農福連携を含む）

 
・就

 

・

 
・

 
・

 

・「佐賀市発達障がい啓発週間」を独自に設け

～

≫ 

 

 

 

 

 

し、

                                                                                           

・1 歳半健診、
ーニングとその後の各種相談会を開催

 
・ライフステージ別の相談窓口
 就学前 … 健康づくり課
      障がい福祉課

学齢期 … ひまわり相談室
義務教育後 

・幼児期～ 「クラスルームといろ」で
障がい児を対象に

 
・学齢期～「ひまわり相談室

を基に、学校生活へ
をガイドラインにまとめ提示す

 
・発達障がい児

た、ペアレントトレーニングを実施する。

・障がい福祉サービスによる、就労支援（農福連携を含む）
や生活支援のサービスを提供する。

 
・就労支援相談員による就労相談、福祉的就労に向けた支

援等を提供す

 

・就学、進学、就職など
行支援会議を開催し、円滑な支援の移行を図る。

 
巡回相談員による各幼保園の巡回相談や園内研修を実施
する。また、健診担当の保健師と気になるケースについ
て適宜情報交換を行う。

 
・発達障がい児の保護者に

かサポートファイル」を配布する。

 

・「佐賀市発達障がい啓発週間」を独自に設け
イトアップや出前講座、市報やＣＡＴＶを活用
等さまざまな啓発活動に取

～ 発達障がい者が自分らしく自立した生活を送れる姿を目指して

                                                                                           

歳半健診、3 歳半健診での二次問診票を用いたスクリ
ーニングとその後の各種相談会を開催

・ライフステージ別の相談窓口
健康づくり課
障がい福祉課
ひまわり相談室
 … 障がい福祉課

「クラスルームといろ」で
障がい児を対象に療育を提供

ひまわり相談室
を基に、学校生活への適応に向けた必要な支援の手立て
をガイドラインにまとめ提示す

児やその疑いのある子の保護者を対象とし
た、ペアレントトレーニングを実施する。

・障がい福祉サービスによる、就労支援（農福連携を含む）
や生活支援のサービスを提供する。

労支援相談員による就労相談、福祉的就労に向けた支
援等を提供する。 

就学、進学、就職など移行期の発達障がい児を対象に移
を開催し、円滑な支援の移行を図る。

巡回相談員による各幼保園の巡回相談や園内研修を実施
また、健診担当の保健師と気になるケースについ

て適宜情報交換を行う。

発達障がい児の保護者に
サポートファイル」を配布する。

「佐賀市発達障がい啓発週間」を独自に設け
アップや出前講座、市報やＣＡＴＶを活用

等さまざまな啓発活動に取

発達障がい者が自分らしく自立した生活を送れる姿を目指して

≪ 現状
                                                                                           

歳半健診での二次問診票を用いたスクリ
ーニングとその後の各種相談会を開催

・ライフステージ別の相談窓口 
健康づくり課、子育て総務課
障がい福祉課、保育幼稚園課
ひまわり相談室 

障がい福祉課 

「クラスルームといろ」で
療育を提供する。 

ひまわり相談室」では、個別のアセスメント
の適応に向けた必要な支援の手立て

をガイドラインにまとめ提示する。 

やその疑いのある子の保護者を対象とし
た、ペアレントトレーニングを実施する。

・障がい福祉サービスによる、就労支援（農福連携を含む）
や生活支援のサービスを提供する。 

労支援相談員による就労相談、福祉的就労に向けた支

移行期の発達障がい児を対象に移
を開催し、円滑な支援の移行を図る。

巡回相談員による各幼保園の巡回相談や園内研修を実施
また、健診担当の保健師と気になるケースについ

て適宜情報交換を行う。 

発達障がい児の保護者に情報連携ツールとして
サポートファイル」を配布する。 

「佐賀市発達障がい啓発週間」を独自に設け
アップや出前講座、市報やＣＡＴＶを活用

等さまざまな啓発活動に取組む。 

発達障がい者が自分らしく自立した生活を送れる姿を目指して

現状 ≫ 
                                                                                           

歳半健診での二次問診票を用いたスクリ
ーニングとその後の各種相談会を開催する。 

子育て総務課 
、保育幼稚園課 

「クラスルームといろ」では、未就学の発達
する。 

では、個別のアセスメント
の適応に向けた必要な支援の手立て

る。 

やその疑いのある子の保護者を対象とし
た、ペアレントトレーニングを実施する。 

・障がい福祉サービスによる、就労支援（農福連携を含む）
や生活支援のサービスを提供する。 

労支援相談員による就労相談、福祉的就労に向けた支

移行期の発達障がい児を対象に移
を開催し、円滑な支援の移行を図る。

巡回相談員による各幼保園の巡回相談や園内研修を実施
また、健診担当の保健師と気になるケースについ

情報連携ツールとして「さわや
サポートファイル」を配布する。 

「佐賀市発達障がい啓発週間」を独自に設け、ブルーラ
アップや出前講座、市報やＣＡＴＶを活用した広報

発達障がい者が自分らしく自立した生活を送れる姿を目指して

 
                                                                                           

歳半健診での二次問診票を用いたスクリ

・ライフステージ

未就学の発達

では、個別のアセスメント
の適応に向けた必要な支援の手立て

やその疑いのある子の保護者を対象とし

・

 
・

・障がい福祉サービスによる、就労支援（農福連携を含む）

労支援相談員による就労相談、福祉的就労に向けた支

・

 
・進学・就職等の

 

移行期の発達障がい児を対象に移
を開催し、円滑な支援の移行を図る。 

巡回相談員による各幼保園の巡回相談や園内研修を実施
また、健診担当の保健師と気になるケースについ

「さわや

・

 
・担当者同士や関連部署間の情報交換は適宜行っ

 
・中学

 
・教育支援計画・指導計画の作成は、各校の判断

 
・サポートファイルは、

 

、ブルーラ
した広報

・

発達障がい者が自分らしく自立した生活を送れる姿を目指して

                                                                                           

・ライフステージ
より分かれており
発達支援の相談窓口は無い。

・グレーゾーン
支援は行っていない。（県の療育事業を紹介）

 
・ペアレントトレーニングは実施しているが、そ

の他で親同士が気軽に交流できる機会は少な
い。親同士の

・義務教育終了後は、
援はできておらず、実態把握も困難である。

 
・進学・就職等の

ど青年期の個別支援は行っていない。

 

・体系だった支援システムや
ない。各制度の中

 
・担当者同士や関連部署間の情報交換は適宜行っ

ているが、全体の課題
ていない。 

 
・中学卒業後の情報の引継ぎは十分には行えてお

らず、支援が途切れる
 
・教育支援計画・指導計画の作成は、各校の判断

に基づくため、対応に差がある。
 
・サポートファイルは、

利用に留まる。

 

・発達障がいについて、

まだ不足している。

発達障がい者が自分らしく自立した生活を送れる姿を目指して

                                                                                           

・ライフステージ別の相談窓
より分かれており分かり
発達支援の相談窓口は無い。

グレーゾーンを対象とした
支援は行っていない。（県の療育事業を紹介）

ペアレントトレーニングは実施しているが、そ
同士が気軽に交流できる機会は少な

の自主的な活動

義務教育終了後は、高校や大学等と連携した支
援はできておらず、実態把握も困難である。

・進学・就職等のキャリア支援や自己受容支援
ど青年期の個別支援は行っていない。

だった支援システムや
制度の中で縦割りに動いている

・担当者同士や関連部署間の情報交換は適宜行っ
ているが、全体の課題共有・協議まで

 

卒業後の情報の引継ぎは十分には行えてお
らず、支援が途切れる。

・教育支援計画・指導計画の作成は、各校の判断
に基づくため、対応に差がある。

・サポートファイルは、周知も不十分で
る。使い勝手が

発達障がいについて、社会全体の理解は、まだ

まだ不足している。 

発達障がい者が自分らしく自立した生活を送れる姿を目指して

≪ 課題
                                                                                           

別の相談窓口は、目的や内容に
分かりづらい。一本化された

発達支援の相談窓口は無い。 

を対象とした親子教室などの
支援は行っていない。（県の療育事業を紹介）

ペアレントトレーニングは実施しているが、そ
同士が気軽に交流できる機会は少な

自主的な活動が主体である。

高校や大学等と連携した支
援はできておらず、実態把握も困難である。

キャリア支援や自己受容支援
ど青年期の個別支援は行っていない。

だった支援システムやその核となる部署は
で縦割りに動いている

・担当者同士や関連部署間の情報交換は適宜行っ
共有・協議まで

卒業後の情報の引継ぎは十分には行えてお
。 

・教育支援計画・指導計画の作成は、各校の判断
に基づくため、対応に差がある。 

周知も不十分で
使い勝手が悪いとの声もある

社会全体の理解は、まだ

発達障がい者が自分らしく自立した生活を送れる姿を目指して

課題 ≫ 
                                                                                           

は、目的や内容に
。一本化された

親子教室などの療育
支援は行っていない。（県の療育事業を紹介） 

ペアレントトレーニングは実施しているが、そ
同士が気軽に交流できる機会は少な

が主体である。 

高校や大学等と連携した支
援はできておらず、実態把握も困難である。 

キャリア支援や自己受容支援な
ど青年期の個別支援は行っていない。 

核となる部署は
で縦割りに動いている。 

・担当者同士や関連部署間の情報交換は適宜行っ
共有・協議までには至っ

卒業後の情報の引継ぎは十分には行えてお

・教育支援計画・指導計画の作成は、各校の判断

周知も不十分で限定的な
との声もある。 

社会全体の理解は、まだ

発達障がい者が自分らしく自立した生活を送れる姿を目指して 

                                                                                            

は、目的や内容に
。一本化された

療育
 

ペアレントトレーニングは実施しているが、そ
同士が気軽に交流できる機会は少な

高校や大学等と連携した支

な

核となる部署は

・担当者同士や関連部署間の情報交換は適宜行っ
は至っ

卒業後の情報の引継ぎは十分には行えてお

・教育支援計画・指導計画の作成は、各校の判断

限定的な
 

社会全体の理解は、まだ

 ～ 

・発達
る。
へ引き継ぐ場合もある
 

・気になるケースは、健診だけでなく、幼保園からの
情報提供や巡回相談など様々な経路から発達相談に
つなげている。

・グレーゾーンを含む対象児の状態に合わせて、多様
な療育の機会を提供する。

 
・気になるケースについて、関係機関同士で情報交換

や処遇検討を行う
 
・保護者教室やペア

者同士が気軽に集える機会を積極的に設けている。

・学齢期から自己理解を促すことに視点を置くことで
将来の社会参加、引きこもり予防につなげている。

 
・中学卒業時点で気になる生徒は、担任・保護者と共

に相談窓口
 
・引きこもり支援協議会を設置し、電話相談や居場所

づくり、支援の検討などを行う。

・独自の支援システムを構築し、基本指針やハンドブ
ック等にまとめ、庁内外の関係機関で共有する。

 
・発達支援の核となる部署を設置し、指導主事や心理

士、
 
・支援システムの推進に当たり、関係部署を集めた定

期的な会議やケース検討の機会を設け、課題協議や
情報共有を行う。

 
・就学前の支援機関と教育委員会による合同

を行う等、
 
・専用システムやサポートファイル等のツールを活用

して、タイムリーな情報共有を図る。
 
・引継ぎシートや個別の

活用した情報や支援の丁寧なつなぎを行う。（計画は
主管課で集約させ一定期間、保管する）

・一般市民、保護者、企業など様々な対象に
演活動を

≪ 先進地の

発達支援の相談窓口が分かりやすく一本化されてい
る。18 歳以降の相談窓口は、就労や障害福祉の窓口
へ引き継ぐ場合もある

・気になるケースは、健診だけでなく、幼保園からの
情報提供や巡回相談など様々な経路から発達相談に
つなげている。

・グレーゾーンを含む対象児の状態に合わせて、多様
な療育の機会を提供する。

・気になるケースについて、関係機関同士で情報交換
や処遇検討を行う

・保護者教室やペア
者同士が気軽に集える機会を積極的に設けている。

・学齢期から自己理解を促すことに視点を置くことで
将来の社会参加、引きこもり予防につなげている。

・中学卒業時点で気になる生徒は、担任・保護者と共
に相談窓口を訪れて支援者との顔合わせを行う。

・引きこもり支援協議会を設置し、電話相談や居場所
づくり、支援の検討などを行う。

・独自の支援システムを構築し、基本指針やハンドブ
ック等にまとめ、庁内外の関係機関で共有する。

・発達支援の核となる部署を設置し、指導主事や心理
士、PT、OT 等の専門職を配置している。

・支援システムの推進に当たり、関係部署を集めた定
期的な会議やケース検討の機会を設け、課題協議や
情報共有を行う。

・就学前の支援機関と教育委員会による合同
を行う等、教育と福祉

・専用システムやサポートファイル等のツールを活用
して、タイムリーな情報共有を図る。

・引継ぎシートや個別の
活用した情報や支援の丁寧なつなぎを行う。（計画は
主管課で集約させ一定期間、保管する）

一般市民、保護者、企業など様々な対象に
演活動を行う。

先進地の

相談窓口が分かりやすく一本化されてい
歳以降の相談窓口は、就労や障害福祉の窓口

へ引き継ぐ場合もある。 

・気になるケースは、健診だけでなく、幼保園からの
情報提供や巡回相談など様々な経路から発達相談に
つなげている。 

・グレーゾーンを含む対象児の状態に合わせて、多様
な療育の機会を提供する。

・気になるケースについて、関係機関同士で情報交換
や処遇検討を行う。 

・保護者教室やペアトレ、サロンなどを開催し、保護
者同士が気軽に集える機会を積極的に設けている。

・学齢期から自己理解を促すことに視点を置くことで
将来の社会参加、引きこもり予防につなげている。

・中学卒業時点で気になる生徒は、担任・保護者と共
を訪れて支援者との顔合わせを行う。

・引きこもり支援協議会を設置し、電話相談や居場所
づくり、支援の検討などを行う。

・独自の支援システムを構築し、基本指針やハンドブ
ック等にまとめ、庁内外の関係機関で共有する。

・発達支援の核となる部署を設置し、指導主事や心理
等の専門職を配置している。

・支援システムの推進に当たり、関係部署を集めた定
期的な会議やケース検討の機会を設け、課題協議や
情報共有を行う。 

・就学前の支援機関と教育委員会による合同
教育と福祉が連携

・専用システムやサポートファイル等のツールを活用
して、タイムリーな情報共有を図る。

・引継ぎシートや個別の教育支援計画・指導計画
活用した情報や支援の丁寧なつなぎを行う。（計画は
主管課で集約させ一定期間、保管する）

一般市民、保護者、企業など様々な対象に
行う。 

先進地の取組 ≫

相談窓口が分かりやすく一本化されてい
歳以降の相談窓口は、就労や障害福祉の窓口

・気になるケースは、健診だけでなく、幼保園からの
情報提供や巡回相談など様々な経路から発達相談に

・グレーゾーンを含む対象児の状態に合わせて、多様
 

・気になるケースについて、関係機関同士で情報交換

トレ、サロンなどを開催し、保護
者同士が気軽に集える機会を積極的に設けている。

・学齢期から自己理解を促すことに視点を置くことで
将来の社会参加、引きこもり予防につなげている。

・中学卒業時点で気になる生徒は、担任・保護者と共
を訪れて支援者との顔合わせを行う。

・引きこもり支援協議会を設置し、電話相談や居場所
づくり、支援の検討などを行う。 

・独自の支援システムを構築し、基本指針やハンドブ
ック等にまとめ、庁内外の関係機関で共有する。

・発達支援の核となる部署を設置し、指導主事や心理
等の専門職を配置している。

・支援システムの推進に当たり、関係部署を集めた定
期的な会議やケース検討の機会を設け、課題協議や

・就学前の支援機関と教育委員会による合同
連携した支援に

・専用システムやサポートファイル等のツールを活用
して、タイムリーな情報共有を図る。 

教育支援計画・指導計画
活用した情報や支援の丁寧なつなぎを行う。（計画は
主管課で集約させ一定期間、保管する）

一般市民、保護者、企業など様々な対象に

≫  

相談窓口が分かりやすく一本化されてい
歳以降の相談窓口は、就労や障害福祉の窓口

・気になるケースは、健診だけでなく、幼保園からの
情報提供や巡回相談など様々な経路から発達相談に

・グレーゾーンを含む対象児の状態に合わせて、多様

・気になるケースについて、関係機関同士で情報交換

トレ、サロンなどを開催し、保護
者同士が気軽に集える機会を積極的に設けている。

・学齢期から自己理解を促すことに視点を置くことで
将来の社会参加、引きこもり予防につなげている。

・中学卒業時点で気になる生徒は、担任・保護者と共
を訪れて支援者との顔合わせを行う。 

・引きこもり支援協議会を設置し、電話相談や居場所

・独自の支援システムを構築し、基本指針やハンドブ
ック等にまとめ、庁内外の関係機関で共有する。 

・発達支援の核となる部署を設置し、指導主事や心理
等の専門職を配置している。 

・支援システムの推進に当たり、関係部署を集めた定
期的な会議やケース検討の機会を設け、課題協議や

・就学前の支援機関と教育委員会による合同巡回相談
に取り組む。

・専用システムやサポートファイル等のツールを活用
 

教育支援計画・指導計画等を
活用した情報や支援の丁寧なつなぎを行う。（計画は
主管課で集約させ一定期間、保管する） 

一般市民、保護者、企業など様々な対象に広報や講
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