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についてについてについてについて

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度

第２回児童発達支援研修会第２回児童発達支援研修会第２回児童発達支援研修会第２回児童発達支援研修会



札幌市の障がいのある子供たちの支援体制札幌市の障がいのある子供たちの支援体制札幌市の障がいのある子供たちの支援体制札幌市の障がいのある子供たちの支援体制(早期発見から支援体制の流れ早期発見から支援体制の流れ早期発見から支援体制の流れ早期発見から支援体制の流れ)

保育所での支援保育所での支援保育所での支援保育所での支援

在宅在宅在宅在宅サービス（ホームヘルプ、ショートステイなど），日中一時支援事業サービス（ホームヘルプ、ショートステイなど），日中一時支援事業サービス（ホームヘルプ、ショートステイなど），日中一時支援事業サービス（ホームヘルプ、ショートステイなど），日中一時支援事業

補装具・日常生活用具等の給付補装具・日常生活用具等の給付補装具・日常生活用具等の給付補装具・日常生活用具等の給付 ・自立支援医療等・自立支援医療等・自立支援医療等・自立支援医療等 ［総合支援法］［総合支援法］［総合支援法］［総合支援法］

入所支援［児童福祉法］入所支援［児童福祉法］入所支援［児童福祉法］入所支援［児童福祉法］

特別支援教育体制特別支援教育体制特別支援教育体制特別支援教育体制

放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業 等等等等

相談支援［児童福祉法・総合支援法等］相談支援［児童福祉法・総合支援法等］相談支援［児童福祉法・総合支援法等］相談支援［児童福祉法・総合支援法等］

幼稚園での支援幼稚園での支援幼稚園での支援幼稚園での支援

早期発見早期発見早期発見早期発見

○乳幼児健診○乳幼児健診○乳幼児健診○乳幼児健診

・・・・4ヶ月，ヶ月，ヶ月，ヶ月，10ヶ月，ヶ月，ヶ月，ヶ月，

１歳１歳１歳１歳6ヶ月，ヶ月，ヶ月，ヶ月，3歳，歳，歳，歳，5歳歳歳歳
・心理，精神発達相談・心理，精神発達相談・心理，精神発達相談・心理，精神発達相談

・家庭訪問・家庭訪問・家庭訪問・家庭訪問

【【【【保健センター保健センター保健センター保健センター】】】】

○医療受診○医療受診○医療受診○医療受診

【【【【医療機関医療機関医療機関医療機関】】】】

○相談○相談○相談○相談

【【【【児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所】】】】

相談・フォロー相談・フォロー相談・フォロー相談・フォロー

・さっぽ・こども広場・さっぽ・こども広場・さっぽ・こども広場・さっぽ・こども広場

・こやぎの広場・こやぎの広場・こやぎの広場・こやぎの広場

【【【【児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所】】】】

○障がい児相談○障がい児相談○障がい児相談○障がい児相談

【【【【相談支援事業所相談支援事業所相談支援事業所相談支援事業所】】】】

発達支援（早期療育）発達支援（早期療育）発達支援（早期療育）発達支援（早期療育）

○通所支援○通所支援○通所支援○通所支援 ［児童福祉法］［児童福祉法］［児童福祉法］［児童福祉法］

・児童発達支援センター・児童発達支援センター・児童発達支援センター・児童発達支援センター

・児童発達支援事業所・児童発達支援事業所・児童発達支援事業所・児童発達支援事業所

・保育所等訪問支援・保育所等訪問支援・保育所等訪問支援・保育所等訪問支援

・放課後等デイサービス・放課後等デイサービス・放課後等デイサービス・放課後等デイサービス

【【【【各通所支援事業所各通所支援事業所各通所支援事業所各通所支援事業所】】】】

保育所・幼稚園巡回支援，療育支援事業保育所・幼稚園巡回支援，療育支援事業保育所・幼稚園巡回支援，療育支援事業保育所・幼稚園巡回支援，療育支援事業

特別支援学校幼稚部での支援特別支援学校幼稚部での支援特別支援学校幼稚部での支援特別支援学校幼稚部での支援

自立支援協議会子ども部会［総合支援法］自立支援協議会子ども部会［総合支援法］自立支援協議会子ども部会［総合支援法］自立支援協議会子ども部会［総合支援法］

０歳０歳０歳０歳
１８歳７歳７歳７歳７歳

早期発見早期発見早期発見早期発見 → 相談相談相談相談 → 発達支援・家族支援・地域支援発達支援・家族支援・地域支援発達支援・家族支援・地域支援発達支援・家族支援・地域支援
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本日の予定本日の予定本日の予定本日の予定

・「サポートファイルさっぽろ」とは

・活用について

・記入例



「サポートファイルさっぽろ」とは





「サポートファイルさっぽろ」「サポートファイルさっぽろ」「サポートファイルさっぽろ」「サポートファイルさっぽろ」

• 主な目的は、一人一人のお子さんについて、
その個性や特徴に応じた一貫した支援がなさ

れること、そして多くの人たちが連携を深める

ことにあります。

お子さんの成長に合わせた継続性のある支

援を行うことができるよう、札幌市として、市

内の各関係機関と協力して活用に取り組ん

でいるものです。



• サポートプランなどを、学校と連携しながら作
成し、その内容について共通理解を図ります

。原則的には保護者の方が保管をしますが、

内容を複写して保護者と学校が共有すること

で、より効果的な活用ができます。

「個別の教育支援計画」とすることができます。

サポートプランさっぽろの学校における位置付けサポートプランさっぽろの学校における位置付けサポートプランさっぽろの学校における位置付けサポートプランさっぽろの学校における位置付け



活用について



関係機関との連携を関係機関との連携を関係機関との連携を関係機関との連携を

特別な教育的支援を行うためには、全てを

学校で対応することはできないことが多く、保

護者の理解や同意のもと、子供が利用してい

る相談・医療機関などの関係機関との連携協

力が不可欠です。

ファイルを利用して情報を共有することで、連携

が円滑になります。伝え忘れも軽減できます。



関係機関との連携を関係機関との連携を関係機関との連携を関係機関との連携を

どこに行けば、どのような支援を受けることが

できるかという情報を持つことが大切です。

・サポートマップが活用できます。

・各関係機関もその情報をもつことで、支援

の幅が広がります。



関係機関との連携を関係機関との連携を関係機関との連携を関係機関との連携を

特別な教育的支援を行うためには、家庭と学

校で現在の課題を確認することが大切です。

ファイルを利用して、現在の支援内容の中

心を確認でき、具体的な指導に活かすこと

ができます。



関係機関との連携を関係機関との連携を関係機関との連携を関係機関との連携を

関係機関と支援内容を検討する際には、課

題や希望するアドバイスを明確にすることが

必要です。

ファイルを利用しながら話し合うことで、検

討の方向性が明確になります。保護者・本

人がファイルを見ながら経過を振り返ること

で、現在の課題を導きやすくなります。



活用事例活用事例活用事例活用事例

• 児童デイサービスで作成した個別の支援計画をフ
ァイリングし、担任に渡すことで情報を共有できた。

• 学校でのケース検討会議の際に、ファイルを持参
し、これまでの取り組みを確認するとともに、会議

の内容を保存できた。

• 児童相談所での相談や病院での受診時に学校で
の取り組みを伝えることができた。

• 基本の様式だけでなく、成績等、子どもに関わる情
報をファイリングすることで、子どもの成長を整理し

ている。



記入例



記入の仕方記入の仕方記入の仕方記入の仕方

• すべてのページを記入する必要はありませんし
、どのページから書き始めても構いません。１ペ

ージに書ききれない場合は、適宜用紙を追加し

ます。

• 様式は、札幌市保健福祉局のホームページから
もダウンロードできます。必要に応じて様式を追

加しながら、それぞれの手帳を作り上げていくこ

とが大切です。



サポートファイルサポートファイルサポートファイルサポートファイルの構成・各シートについての構成・各シートについての構成・各シートについての構成・各シートについて

Ⅰ フェイスシート

・お子さんのことについて

・緊急連絡先、家族構成

・お子さんの様子（胎生時、出産時、乳幼児期

、健康状態）

フェイスシートは、子どもについての

基本的な情報を記入するものです。



「フェイスシート」を

使って、子どもの基

本的な情報を記入し

ます。

基本的な情報を毎

年書き換える必要は

なく、追記や変更が

あった場合に随時加

筆修正をします。



サポートファイルサポートファイルサポートファイルサポートファイルの構成・各シートについての構成・各シートについての構成・各シートについての構成・各シートについて

Ⅱ ヒストリーシート

・相談の記録

・関係機関の情報

・手帳の交付、福祉サービス等の利用状況

ヒストリーシートは、子どもの関係機関での相談

の記録などを記入するものです。また、手帳の交

付を受けたり、福祉サービスの利用について記入

するなど、備忘録として活用できます。



「ヒストリーシート」を

使って、関係機関に

ついての情報を整

理しておきます。



学びの手帳の構成・各シートについて学びの手帳の構成・各シートについて学びの手帳の構成・各シートについて学びの手帳の構成・各シートについて

Ⅲ サポートシート

・現在の様子（保育所、幼稚園等、学校）

・サポートプラン

・サポートマップ

サポートシートは、子どもについての支援の計

画を作成し記入するものです。長期や短期の

目標を立て、子どもの支援に役立てていきます。



「サポートシート２」

本人の学習面、行動

面の様子、対人関係

の様子などの状況を

記入します。関係機

関と情報の共有を図

る場合にも有効です。



「サポートシート３」

現在の様子、本人の

得意なことや本人や

保護者の願い、長期

目標と手だてについ

て記入します。本人

の良さを活かしなが

ら、支援の手立てを

考えていきます。



「サポートシート４」

長期目標の達成に向

けた、短期目標と支援

の手だて、成果と課題

を記入します。支援の

手だては長期目標より

も具体的なものとなっ

ています。

支援を行った成果と

課題を記入し、その後

の支援につなげていき

ます



「サポートシート５」「サポートシート５」「サポートシート５」「サポートシート５」を活用し以

下の点について整理します。

・関わっている機関はどこか

・それぞれの機関で、どのよう

な支援をどれぐらいの頻度で

受けているか

・各機関からは、どのような情

報が受けられ、教育的支援

のどういったことに役立てる

ことができるか。



サポートファイルサポートファイルサポートファイルサポートファイルの構成・各シートについての構成・各シートについての構成・各シートについての構成・各シートについて

Ⅳ オプションシート

・ひきつぎシート（保育所、幼稚園等から小学

校、小学校から中学校）

・療育機関等での記録

・連絡（ひきつぎ）シート

・就労等に関わる記録

オプションシートは、引継ぎや関係機関との連

絡、就労に関わる記録など、必要に応じて使用

するシートです。





アセスメントの重要性①アセスメントの重要性①アセスメントの重要性①アセスメントの重要性①

• 児童発達支援計画を立てる上で、欠かせな
いのが、アセスメント（評価）です。

適切なアセスメント

⇒ニーズの把握・課題の整理

⇒児童発達支援計画の作成

⇒より良い支援へ



アセスメントの重要性②アセスメントの重要性②アセスメントの重要性②アセスメントの重要性②

【アセスメントの過程】

情報収集 ⇒ 適切な情報選択 ⇒ 分析・考察

情報源：相談者（親や家族）、子ども、他機関、記録や資料情報源：相談者（親や家族）、子ども、他機関、記録や資料情報源：相談者（親や家族）、子ども、他機関、記録や資料情報源：相談者（親や家族）、子ども、他機関、記録や資料

方法：面接、聞き取り、行動観察、資料など方法：面接、聞き取り、行動観察、資料など方法：面接、聞き取り、行動観察、資料など方法：面接、聞き取り、行動観察、資料など

＊幼児期は親からの聞き取りに偏ったり、

親のニーズが先行しやすい

⇒⇒⇒⇒○行動観察が重要！○行動観察が重要！○行動観察が重要！○行動観察が重要！ ○潜在的なニーズの把握○潜在的なニーズの把握○潜在的なニーズの把握○潜在的なニーズの把握

○生活史、環境、他機関での支援内容や経過等も○生活史、環境、他機関での支援内容や経過等も○生活史、環境、他機関での支援内容や経過等も○生活史、環境、他機関での支援内容や経過等も

重要重要重要重要な情報！な情報！な情報！な情報！



グループワークグループワークグループワークグループワーク

• テーマ「アセスメントについて」
• 自己紹介

• それぞれのアセスメントシートを紹介しながら
、情報交換をし、振り返ってみましょう。

・どんな内容？

・どんな方法で？

・難しさや課題は？

・これからどんな工夫ができるか？ etc．


