
平成29年度

市町村発達障害児（者）支援体制
整備状況に関する実態調査

結果概要報告

調査目的

市町村の支援体制の整備状況およ
び現状の社会資源等に関する課題
を把握することにより、今後の市町
村等の支援体制整備の促進及び当
センター運営事業の推進を図ること

なお、本結果概要は、沖縄県子ども
生活福祉部障害福祉課及び関係機
関と協議の上、作成した。

調査方法

調査期間：平成29年12月1日～ 15日

調査対象：県内41市町村

記入者：各関係課※

（※ 母子保健主管課・保育主管課／
障害福祉主管課／教育委員会）

回収数：41市町村（回収率100％）

【保健／保育領域】

平成26年度調査との比較を中心に

調査結果



Ⅰ．乳幼児健康診査について

乳幼児健診における要フォロー率について

①要フォロー率は下降

1歳6か月児健診 ： 20.3％→ 18.1％

3歳児健診 ： 15.4％→ 11.2％

※全市町村平均

②フォロー率の幅は縮小

1歳6か月児健診 ： 1.8～65.0％→ 2.7～49.7％

3歳児健診 ： 2.1～85.0％→ 0.9～33.9％

Ⅰ．乳幼児健康診査について

フォロー対象児の把握方法

• 問診スクリーニングに加え、保健師・医師・心理士判断
等を組み合わせている自治体数は微増（25→28）

• 保健師の判断の基準として、課題の実施を行っている
自治体数は変化なし（34→35）

アセスメントツールの認知度・活用状況について

• 活用している／検討している自治体は増加（0→2／
5→9）、知らなかった自治体は減少（24→6）

現状と課題：乳幼児健診での要フォロー率の自治体間の
差は縮小した一方、フォロー率は低下。今後、スクリー
ニングの精度検証や、評価／点検機能の整備が必要

Ⅰ．乳幼児健康診査について

乳幼児健診後のフォロー内容について

• 個別相談の実施、事後フォロー教室の実施ともに減少
（34→29、20→18）

• 健診事後フォロー教室の内容や目的、対象児の月齢
等については著変なし

• 教室終了後の移行先について、療育機関や保育施設
のほか、子育て支援センターと回答した自治体が増加
していた（3→6）

• 療育グループを実施している自治体数は変化なし
（4→4）

Ⅰ．乳幼児健康診査について

発達相談について

• 発達相談を実施している自治体は増加（30→34）
※ 発達相談年間件数0件の自治体は、未実施として集計に反映せず

• 年間の平均発達相談件数は著変なし（57.0件→57.8件）

• 1件あたりの相談回数（年間）は減少（1.5回→1.3回）

• 相談率は増加（5.9％→7.9％）

現状と課題 ：発達相談のニーズが増加する一方、日常的

／定期的なフォローの場や機会は減少傾向。専門職の
配置に加え、地域の身近な支援者が実施できる、フォ
ローの取り組みや仕組みの整備が課題



Ⅰ．乳幼児健康診査について
移行支援について （自由記述 ）

• 取り組んでいることとして、①移行先への同行、②情
報共有の取り組み、③心理士等の発達相談の活用
等が挙げられていた。

• 移行にあたっての課題として、①親子通園等、つなぎ
先の少なさ、②保護者の受け入れができていない中で
の受診勧奨、③児の見立てや評価の基準のなさ、④
移行先での支援の引き継ぎ 等が挙げられていた。

現状と課題：スムーズな移行にあたって、顔の見える関係
づくりや情報共有に配慮が見られる。今後、受け皿の
拡充や、評価ツールの開発／導入、保護者のペースに
合わせた切れ目ない支援の提供が課題

Ⅱ．療育の状況について

療育施設の設置状況について

• 管内に児童発達支援等、療育施設のある自治体数は
微増（24→26） ※ 県障害福祉課HP障害福祉サービス指定事業所情報より

療育にあたっての自治体の取り組みについて

• 療育施設に対する自治体の関わりは低下

各事業所に工夫に任せている： 6→11

特性に配慮した支援の促し／研修の実施： 22→14

現状と課題：約6割の自治体に、療育施設が設置された
一方、親子通園の実施数は変化なし。また、支援方法
は各事業所に任されているため、質の保障が課題

Ⅲ．保育の状況について

障害児保育の状況について

• 障害児保育実施園、入所児童数ともに増加
（実施園数：215→259 入所児童：550→749 ）

• 障害児保育にあたっての自治体の関与について、
著変なし
（特性に配慮した支援の促し／研修の実施：25→23 ）

施設支援・巡回支援について

• 実施自治体は減少（30→24）

• 支援対象の施設について、すべての自治体が公立も
しくは認可園を対象としている一方、認可外保育施設
を対象とする自治体は11に留まった

Ⅲ．保育の状況について

通常保育における気になる子の把握について

• 気になる子を把握する仕組みとして、13の自治体が
巡回支援を活用していると回答

• 一方で、気になる子がいた場合に紹介できる機関が
あると回答した自治体は減少（29→22）

認可外保育施設での気になる子の対応

• 気になる子を把握する仕組みとして、 8の自治体が
巡回支援を活用していると回答

• 一方で、対応にあたってはマンパワーおよび財政的
課題や情報共有についての課題が挙げられた



Ⅲ．保育の状況について
幼稚園・小学校への移行支援について

• 自治体の取り組みとして、①口頭での申し送りの他、
②個別要録・保育要録の活用、③訪問での情報交換
／観察、④連絡会議等での共有、が挙げられた。気に
なる子についても同様であった。

• 一方で、認可外保育施設からの移行支援については、
各園に任せており、体制の整備が課題として挙げられ
ていた。

現状と課題：保育所における支援ニーズは増加しており、
自治体の支援としては研修実施と巡回支援が主要な
取り組みだった。一方で、認可外保育施設への支援／
情報共有について、多くの自治体で課題となっていた

Ⅳ．その他

子育て支援サービスの活用等について

• 子育て支援センター等を、気になる子のフォローの場
として活用している自治体は減少（18→14）

• 気になる子に対応している子育て支援サービスとして、
一部の自治体はファミリーサポートセンターを挙げて
いた

• 放課後児童クラブについて、設置数は増加（設置数：
306→403）、うち障害児受け入れクラブの割合は増加
（受入クラブ数： 148（48.4％）→281（69.7％） ）

• 13の自治体が何らかの親の会を把握しており、うち
10の自治体は連携していると回答

Ⅳ．その他
市町村における取り組みについて

現状と課題：何れの取り組みも、50～70％の自治体が必
要性を認識。今後、各取り組みの立ち上げ支援が必要

5

2

7

1

1

1

2

1

2

21

18

26

19

20

11

9

4

7

9

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

ペアレントメンター

ティーチャーズトレーニング

ペアレントプログラム

ペアレントトレーニング

ソーシャルスキルトレーニング

実施している 検討中 必要性感じるが課題あり 特に必要性感じない

Ⅳ．その他

新サポートノートえいぶるの普及について

• 8の自治体が積極的に活用していると回答し、25の自
治体が存在を知っていると回答

• 普及に向けた取り組みについて、14の自治体が取り
組みなしと回答した。取り組んだ内容としては、関係
機関向け普及研修の開催（1）、関係機関へ通知にて
紹介（2）、保護者向け案内送付（2）、関係会議での
紹介（6）、その他（5）であった ※（ ）内数字は自治体数

現状と課題：概ね周知はされているものの、活用にあたっ
てはより積極的な取り組みが必要



Ⅴ．まとめ－①

乳幼児健康診査について
• 乳幼児健診におけるフォロー率の低下や、自治体間の差の縮
小に伴い、精度検証が必要。自治体で実施しているスクリーニ
ングの機能評価／点検が求められる。

• 保護者支援を含む地域資源の拡充に向け、専門職の配置に加
え、地域の身近な支援者が実施できるプログラムや、保護者の
ペースに合わせた切れ目ない支援の仕組みの整備が必要

療育について
• 療育施設の量的充実に伴い、質の担保や向上が課題。
公的支援の活用や、情報共有・発信の場の提供等、自治体の
関与が必要

Ⅴ．まとめ－②

保育について
• 認可外保育施設を含めた情報共有・引き継ぎの仕組みの整備、
研修実施と巡回支援を軸とした施設支援の拡充

その他
• 各種支援プログラムの実施について、多くの自治体が必要性を
認識する一方で、運営等に関する課題を抱えており、自治体へ
の後方支援および地域における人材育成に関して、より積極的
な働きかけが必要

• 「新サポートノートえいぶる」について、概ね周知はされているも
のの、普及に向け、具体的な活用方法や、実際に記入のサポー
トができる人材の育成や、場の提供が課題。説明会や勉強会等
の開催や、移行期等、契機となるタイミングでの配布を促す等、
周知に向けた工夫の推進が必要

【 教育領域 】

平成26年度調査との比較を中心に

※カッコ内は自治体数

Ⅰ．幼稚園について
●就学相談を行っている自治体数は減少（34→31）
一方、就学相談対象の幼児数は増加傾向にある
現状 ：配慮を要する幼児の増加

●加配支援員等の配置は増加（26→28）一方、加配支
援員等に採用基準を設けている自治体（14→11）及び、
加配支援員等への研修機会を設けている自治体
（26→24）は減少
課題 ：加配支援員等の質の確保

● インクルーシブ教育システム整備事業（専門家チーム・
巡回アドバイザー）の利用自治体数はほとんど変わら
ない（19→20）一方、自治体独自に幼稚園へ巡回支援
を行う市町村が増加（12→18）
現状 ：身近な市町村で支援を受けられる体制構築が進む



●個別の教育支援計画・指導計画について、支援の
必要な子全員に作成している（17）、診断がある子・支援員
等関わりのある子は作成している（12）、作成していない・
無回答（12）
提言 ：計画作成に向けた周知がさらに必要

●入園児の発達障害児の把握について、把握している自治
体数は変化なし（19→19）一方把握に際して、スクリーニン
グ検査を実施している自治体は増加（0→16）
現状 ：スクリーニングに対する意識の高まり
提言 ：平準化されたスクリーニングツールの周知

●幼稚園と小学校での情報交換について、情報交換の場を
設けている自治体の増加（16→20）一方で、支援ファイルを
推奨している自治体数は微増（9→10）
提言 ：支援ファイルのさらなる普及の必要性

Ⅰ．幼稚園について
● 幼稚園入園時の課題について
・個人情報の観点から子どもの情報が入りにくい
・公立保育所、認可保育園との連携ははかれている。
無認可保育園、児童デイ利用者、家庭保育の園児
の実態把握
・他市町村から入園する児童について
・幼保連携が充実しているため、ほぼ（配慮が必要な
幼児については）把握できているが、保護者の障が
い受容が進んでいないケースは、連携しづらい。

など
現状 ：幼保連携が進む
課題 ：無認可保育園や家庭保育児との連携
提言 ：支援ファイルの普及と保護者支援の必要性

Ⅰ．幼稚園について

Ⅱ．小学校について
●就学相談を行っている自治体数は微増（35→36）
就学相談対象の児童数も増加傾向にある
現状 ：配慮を要する児童の増加

●特別支援学級数は増加。発達障害児を対象とする
通級指導教室をおく自治体数も増加（13→16）
課題 ：特別支援学級及び通級指導教室の専門性確保

●加配支援員等の配置は減少（35→33）
加配支援員等に採用基準を設けている自治体（16→15）
及び、加配支援員等への研修機会を設けている自治体
（35→29）も減少。
課題 ：加配支援員等の質の確保

●インクルーシブ教育システム整備事業（専門家チーム・
巡回アドバイザー）の利用自治体数は減少（28→24）一方、
自治体独自に小学校へ巡回支援を行う市町村が増加
（13→17）
現状 ：身近な市町村で支援を受けられる体制構築が進む

●個別の教育支援計画・指導計画について、支援の
必要な子全員に作成している（22）、診断がある子・支援員
等関わりのある子は作成している（8）、作成していない・
無回答・その他（11）
提言 ：計画作成に向けた周知がさらに必要

●入学時の発達障害児の把握について、把握している自治
体数は微増（25→26）一方把握に際して、スクリーニング検
査を実施している自治体は増加（7→25）
現状 ：スクリーニングに対する意識の高まり
提言 ：平準化されたスクリーニングツールの周知

●小学校と中学校での情報交換について、担当者
同士で引き継ぐよう文書で促している自治体は増加
（4→12）一方で、支援ファイルを推奨している自治体
数は微増（9→10）
提言 ：支援ファイルのさらなる普及の必要性

Ⅱ．小学校について



● 小学校入学時の課題について
・個人情報の観点から子どもの情報が入りにくい
・幼・保と小1担当間での引継ぎは定着しつつある。
・私立保育所との連携が取れない。
・家庭保育からの入学児及び、就学児健診後の転入
者について情報が少ない。
・引継ぎの書類が統一されていない
・加配支援員等の申請時期や流れについて、公立
幼稚園在籍以外の保護者への周知が十分でない。

など
現状：保幼少連携が進む
課題：私立保育所や家庭保育との連携
提言：支援ファイルの普及。

公立幼稚園在籍以外の保護者への情報提供。

Ⅱ．小学校について Ⅲ．中学校について
●就学相談を行っている自治体数は変化なし（31→31）
就学相談対象の生徒数も増加傾向にある
現状：配慮を要する生徒の増加

●特別支援学級数は増加。発達障害児を対象とする
通級指導教室を置く自治体数も増加（4→12）
課題：特別支援学級及び通級指導教室の専門性確保

●加配支援員等の配置は変化なし（30→30）
加配支援員等に採用基準を設けている自治体（17→14）
及び、加配支援員等への研修機会を設けている自治体
（30→28）も減少。
課題：加配支援員等の質の確保

●インクルーシブ教育システム整備事業（専門家チー
ム・巡回アドバイザー）の利用自治体数は減少（21→20）
一方、自治体独自に中学校へ巡回支援を行う市町村が
増加（12→16）
現状 ：身近な市町村で支援を受けられる体制構築が進む

●個別の教育支援計画・指導計画について、支援の必要な子全員に
作成している（22）、診断がある子・支援員等関わりのある子は作成
している（9）、作成していない・無回答・その他（10）
提言：計画作成に向けた周知がさらに必要

●入学時の発達障害児の把握について、把握している自治体数は
増加（31→34）
現状：小学校との情報の引継ぎが進む

●中学校と高校での情報交換について、個別の教育支援計画を引き
継ぐように助言している（19）、委員会主催で情報交換の場を設けて
いる（7）、支援ファイルの利用を推進している（7）、担当者同士で引
き継ぐよう文書で促している（3）とある一方、現場教員に一任するの
みの自治体もある（12）。また、中学校と就労支援機関を含む相談
機関への引継ぎについては、個別の教育支援計画を引き継ぐよう
助言している（5）、支援ファイルの利用を推進している（1）、現場教
員に一任している（21）
提言：支援ファイルのさらなる普及の必要性

Ⅲ．中学校について

●中学校入学時の課題について

・中学校で特別支援学級担任の経験者が少なく、
小学校での支援状況の把握が難しい

・（小学校に比べ）中学校生活はギャップが大きい。
小学校在籍時に体験入学が必要

・保護者の障がい受容が進んでいないケース

など

提言：発達障害に関する教員向け研修の充実
及び、大きく変化する中学校生活に向けた
配慮、保護者支援の必要性

Ⅲ．中学校について



Ⅳ．特別支援教育の推進及び連携について

● 他課との連携の主な課題について
・保健・福祉と定期的に情報共有が図れる体制
・切れ目のない体制
・担当者が変わっても引き継げる体制
・責任の所在や意思疎通が円滑にいかない
提言：他課と情報共有できる場の設定及び、

事務局機能の確立、支援ファイルの活用

●外部機関との連携の主な課題について
・医療機関、福祉機関との見立てのズレ
・地域に相談できる機関がない
提言：教育機関と関係機関間で見立てを共有する

必要性及び、地域の相談機関情報の整理

Ⅴ．その他

●親の会との連携について
連携している自治体数は減少（5→3）
課題：保護者支援の充実

●支援について
ソーシャルスキルトレーニング（23→25）、ペアレント
トレーニング（24→27）、ティーチャーズトレーニング
（22→26）について、必要性を感じているが運営等
具体的な手法が分からない市町村は増加。
新たに集計したペアレントプログラム（24）、ペアレ
ントメンター（25）についても同程度の自治体が同
様の回答。
提言：支援プログラムの立ち上げ支援が必要

Ⅴ．その他

●「新サポートノートえいぶる」の活用について

積極的に活用している（6）、存在を知っている（30）、
存在を知らない（2）、無回答（3）

●「新サポートノートえいぶる」の普及に向けた取組み

各学校向けの普及研修を実施（1）、各学校へ紹介
文を通知（20）、関係会議での紹介（4）、その他（4）、
取り組みなし（11）、無回答（5）

提言：支援ファイル普及に関する自治体の役割の
明確化

●幼少中学校について

・支援対象児の増加に伴い、特別支援学級及び
通級指導教室担任、加配支援員等の専門性
確保に向けた取り組みが必要

・情報の円滑な引継ぎに向け、支援ファイルのさら
なる普及の必要性

・保護者支援の充実

・私立保育所や家庭保育の方への情報提供

・中学校においては、大きく変化する学校生活へ
の適応に向けた配慮（体験入学等）

Ⅴ．まとめ－①



● 特別支援教育の推進及び連携について
・他課と情報共有できる場の設定及び、他課会議
際の事務局機能の確立、支援ファイルの活用
・教育機関と関係機関間で見立てを共有する必要性
及び、地域の相談機関情報の整理

● その他
・保護者支援の充実に向けた取り組みが必要
・各種支援プログラムの導入について、多くの市町
村が必要性を感じているが運営等具体的な手法
が分からないと回答しており、支援プログラムの
立ち上げ支援が必要
・支援ファイル普及に関する自治体の役割の明確化

Ⅴ．まとめ－②

【 福祉領域 】
平成26年度調査との比較を中心に

※カッコ内は自治体数

Ⅰ．発達障害に関する全般的な相談状況について

●地域住民への発達障害に関する相談窓口の周知状況
ホームページ等への掲載やパンフレット作成を通じた周知は微増
「特に周知していない」市町村に著動なし

課題：相談窓口の更なる周知に向けた取組みが必要

●発達障害に関する相談件数や支援ニーズ
「把握している」（22→22）、「把握していない」（19→19）で変化なし

＜ 把握していない理由 ＞

「発達障害に特化した分類をしていない為、厳密な数値データとしての
実態把握が難しい」、「兼務の為、しっかりニーズ把握ができていない」等

相談窓口の周知方法 平成26年度 平成28年度

① 市町村ホームページに掲載 2 5

② 広報誌に掲載 6 2

③ パンフレットなどを作成 5 9

④ 特に周知していない 29 26

⑤ その他 5 5

課題：現状分析や支援ニーズ等を把握できる仕組みが必要

● 増えている相談内容

主に「医療機関の照会」、「保育園・幼稚園でのトラブル」、
「学校でのトラブル」に関する相談が増加

12

3

13

10

3

1

6

8

10

5

3

2

10

5

4

6

3

1

3

5

1

8

4

12

7

3

1

9

11

10

4

3

3

12

4

10

4

2

2

1

3

障害への疑い

障害に関する質問

関わり方について

対人関係等のコミュニケーション

家族間でのトラブル

居住について

保育園・幼稚園でのトラブル

学校でのトラブル

就学・進学について

就職について

職場でのトラブル

経済的問題

各種手帳／福祉サービス利用について

相談／支援機関について

医療機関の照会

余暇の過ごし方

親の会等の問い合わせ

成人自助グループ等の問い合わせ

緊急時の家族支援

事件・事故の対応について

ひきこもり

その他

H26年度

H28年度

（複数回答）



●発達障害の相談対応における具体的な工夫

現状：発達障害の相談対応において工夫を「している」市町村
は減少し、「していない」市町村は増加

提言：窓口対応含む相談従事者に対する障害特性への
理解啓発に向けた取組みが必要

18

21

2

13

27

1

している していない 無回答

H26年度

H28年度

【具体的な工夫 】 抜粋

・ホワイトボード等がある環境で話
を聞きながら内容を整理するよう
にしている。

・書類で必要な箇所にアンダーライ
ンを引いたり、番号を振ったりして、
わかりやすく伝える。

・曖昧な表現は極力使用せず、具
体的に説明を行う。

・本人に合わせた環境整備（個室
での面談、静かに相談できるよう、
土日に面談を設定等） など

●相談従事者に対する発達障害に特化した研修機会

現状：「内部で研修会を実施」している市町村が増加する一方
で、「外部研修への派遣」市町村は減少し、「個人に任せ
ている」市町村が増加

提言：市町村における相談支援従事者に対する資質向上
の機会の充実を図る必要がある。

4

23

10

9

0

7

21

17

0

3

内部で研修会を実施

外部研修会への派遣

個人に任せている

その他

無回答

H26年度

H28年度

● 必要性を感じる研修内容

「困難事例への対応方法」、「相談・面談技術」が減少し、「就労
支援」、「生活支援」、「各関係機関との情報交換」が前回より増加

26

27

22

28

10

8

26

6

8

12

9

3

2

23

27

19

27

16

12

21

9

12

15

11

6

0

発達障害に障害の特性に関すること全般

発達障害者（児）への関わり方

相談・面談技術について

家族（保護者）支援について

就労支援について

生活支援について

困難事例への対応方法について

発達障害児関連施策について

各関係機関との情報交換

地域支援システム（体制）について

事例検討会／個別ケース検討会

ネットワーク支援について

その他

H26年度

H28年度

（複数回答）

Ⅱ．成人期の発達障害支援について
●必要性を感じている内容

主に、「障害受容・自己理解の促進」、「社会的スキルの習得」、
「金銭管理」、 「生活リズムの改善」の必要性について、前回より増加

課題：就労支援に比べ生活支援の充実がより求められている

25

17

21

4

17

28

4

8

10

6

8

5

7

0

1

31

27

24

9

17

23

14

10

9

8

12

6

11

1

1

社会的スキルの習得

障害受容・自己理解の促進

家族への支援

生活リズムの改善

二次障害への対応

就労支援

金銭管理

余暇活動

自助グループ

危機管理

社会的適応を妨げる行為

触法者等の社会復帰支援

親亡き後問題

その他

H26年度

H28年度

（複数回答）



Ⅲ．家族支援について

必要性を感じている内容として、 「ペアトレ／ペアプロ」が増加（14➡26）
「保護者同士の交流」等は減少し、「家族のレスパイトの提供」等が増加

提言：家族のレスパイトの充実ならびに、ペアプロ等の導入に
向けた更なる取り組みが必要

27

18

14

16

21

13

15

0

31

20

26

14

15

21

13

1

①家族への説明

②早期介入

③ペアレントトレーニング／ペアレントプログラム

④保護者や兄弟姉妹に対する心理的サポート

⑤保護者同士や先輩保護者との交流

⑥家族のレスパイトの提供

⑦家族向け講演会等の開催

⑧その他

H26年度

H28年度

（複数回答）

●成人期の発達障害者支援に関する課題
・二次障害（うつ、ひきこもり、依存、粗暴行為等）への対応
・障害受容や問題意識がないケースへの支援介入
・医療機関の不足
・成人の発達障害者を支援する受け皿ならびに人材の不足
・当事者や家族が集える場の不足
・地域への理解啓発（成人発達障害に関する理解が不十分）
・親亡き後の課題

●家族支援に関する課題
・家族の障害理解の不足（障害に気付かない、認めたくない等）
・保護者同士の交流の場の不足
・様々な課題を抱えている家庭への支援（ひとり親、DV、
貧困、保護者自身にも障害がある等）
・家族のレスパイトを行う社会資源の不足

（※ 自由記述からの抜粋 ）

Ⅳ．庁内連携体制について

●庁内で横断的に
検討を行う場；

開催状況は著動なし

●会議開催に関する課題
「課によって問題意識等に違いがあり、課題共有や解決に向けた協議

が難しい」、「部署異動等の為、継続的な協議になりにくい」
「参加機関や目的等、重複している会議が多く、合同開催が望ましい」等

●開催していない理由

「必要性を感じるが時間等の確保が難しい」 … 8 ➡11

「運営するための専門的知識をもつ人材がいない」 … 8➡7

「現時点では必要性を感じていない」 … 6➡4

提言：関係部署との連携体制構築に向けた取組みが必要

13

4

0

24

0

13

1

2

24

1

定期的に開催

過去に開催

開催していない

無回答

H26年度

H28年度

Ⅴ．その他
●市町村における取り組み状況

4

8

2

6

1

2

8

1

2

24

21

21

19

23

10

8

7

12

13

① ソーシャルスキルトレーニング

② ペアレント・トレーニング

③ ペアレントプログラム

④ ティーチャーズトレーニング

⑤ ペアレント・メンター

実施している 検討中 必要性感じるが課題あり 特に必要性感じない

現状と課題：

必要性は感じているものの、予算や人材等の確保等の運営
面で課題を認識。今後、各取り組みの立ち上げ支援が必要



Ⅴ．その他
●巡回支援専門員整備事業について

平成26年度

現在、実施している（５）

那覇市・浦添市・宮古島市・

西原町・国頭村

過去に実施していた（１）

糸満市

今後、実施予定（４）

宜野湾市・糸満市・石垣市・与那原町

実施を検討中（５）

北中城村・嘉手納町・

宜野座村・伊平屋村・南大東村

平成28年度

現在、実施している（14）

那覇市・宜野湾市・石垣市・浦添市・
糸満市・沖縄市・宮古島市・南城市・
国頭村・大宜味村・宜野座村・西原町・

与那原町・八重瀬町

過去に実施していた（１）

南大東村

今後、実施予定（0）

―

実施を検討中（4）

伊江村・北中城村・南風原町・粟国村

実施の予定はない（18）

事業自体知らなかった（9）

実施の予定はない（16）

事業自体知らなかった（5）

現状：実施している自治体が大幅に増えた（5➡14）

● 普及に向けた取組み

提言：周知は概ね図られつつあるが、今後はより積極的な
活用に向けた取り組みが必要

5

2

0

2

7

10

19

1

支援者向けの普及研修会を実施

支援者向けに紹介通知を送付

保護者向けの普及研修会を実施

保護者向けに案内チラシ等を配布

関係会議での紹介

その他

取り組みは行っていない

無回答

Ⅴ．その他

● 「新サポートノートえいぶる」について
積極的に活用している（12）、存在を知っている（29）

・発達障害に関する相談窓口の更なる周知に向けた取組み
が必要。

・発達障害に関する現状分析や支援ニーズ等を把握できる
体制（仕組み）が必要。

・「医療機関の照会」、「保育園・幼稚園でのトラブル」、
「学校でのトラブル」に関する相談が増加。

・発達障害の相談対応において工夫を「している」市町村は
減少し、「していない」市町村は増加。

・窓口対応含む相談従事者に対する障害特性への理解啓発
に向けた取組みが必要。

・関係部署との連携体制構築に向けた取組みが必要。

Ⅴ．まとめ－①

・成人期支援では、就労支援に加え、生活支援の充実がより
求められている。また、二次障害（うつ、ひきこもり、粗暴行
為等）や困難事例への対応、受け皿の不足等が課題として
認識される。

・家族のレスパイトおよび保護者同士の交流の場が不足。

・ペアプロ等の導入に向けた更なる取り組みが必要。

・SSTやペアトレ、ペアプロ等の必要性は感じているものの、
予算や人材等の確保といった運営面で課題を感じている。

・「新サポートノートえいぶる」について、周知は概ね図られ
つつある。今後はより積極的な活用に向けた取組みが必要。

Ⅴ．まとめ－②


