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手に取っていただいた皆様へ 

 

早すぎることも遅すぎることもない 

気がついたときがスタートです 
 
 

どんなに頑張っても子育てがうまくいかないとき、 
どんなに努力しても前に進めないとき、 

それは決してあなたのせいではありません。 
 

生まれつき苦手なことがあるお子さんは必ずいます。 
 

どんなに頑張ってもうまくできないとき、 
どんなに努力しても我慢できないとき、 

それは決してあなたのせいではありません。 
  

生まれつき苦手なことがある人はたくさんいます。 
 

所沢で発達障害のお子さんを育てるあなたが、 
所沢で発達障害と生きるあなたが、 

 
困ったときに誰かに相談できるよう、 

迷ったときに適切な方法を選択できるよう、 
そして、自分らしく生きて行けるように、 

地域で活用できるリソース（資源）を集めました。 
 

障害の現れ方が一人ひとり違うように 
必要な支援も一人ひとり違います。 

 
このリソースブックを活用して、 

あなたオリジナルの支援ネットワークを作りあげてください。 

※本書は、2014 年に発行した「咲かせよう、じぶん色の花 発達障害と
生きていくためのサポートガイド リソースブック2014」を、所沢市保
健センター健康管理課こころの健康支援室が再編集した改訂版です。 



 
 
 
 

発達障害に気づく 

 
 

発達障害は広大なグレーゾーンがある障害です。 
 
あるかないか、白か黒かではありません。 
どこまでが個性でどこからが障害か、 
その境目はあいまいです。 
環境次第で個性にも障害にもなるからです。 
 
どのタイプの発達障害か、はっきり区別することも困難です。 
障害の特徴がそれぞれ少しずつ重なっていることが多く、 
年齢や環境に応じて目立つ症状が変わってくるからです。 
 
発達障害は理解と支援が難しい障害です。 
 
障害が軽ければ良いというものでも、 
知能が高ければ良いというものでもありません。 
むしろ、なかなか障害だと気づかれない程度の人の方が、 
将来の社会的適応が悪いことが分かっています。 
 
発達障害に気づいてください。 
 
個性だと言い張れば通ってしまう。 
ほんの少しの努力で克服できるように見える。 
だからこそ、あえて「障害」としてとらえてみてください。 
 
その先に、本当の理解と支援はあります。 
発達障害があっても十分に力を発揮できる可能性が広がります。 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

あれっ？と気になるときは・・・ 

 

相談に行きましょう 
大丈夫だと思えるときもあれば、不安になるときもあります。 
そんな日々を繰り返し、気になることが続く場合は、ひとりで抱え込まず相談してください。 
 

相談のコツ 
●有意義な相談にするために 
日常の様子を記録したものや、園や学校での様子が分かるものを持参しましょう。 
また、箇条書きでよいので、気になることを書き出して行くとよいでしょう。 
●具体的なアドバイスを求めましょう 
「様子をみましょう」「何かあったらまた来てください」と言われたら、「いつまで」「ど
んなことに気を付けて」「何を見ればいいのか」確認しましょう。相談していても解決の
糸口が見つからないと感じたら、担当者を代えてもらうのも相談機関を替えるのも自由
です。 

どこに相談に行けばいいの？ 
気軽に相談できる窓口はたくさんあります。もちろん、いきなり病院を受診してもかま
いません。しかし、病院は予約から受診まで数か月かかることが多く、受診の間隔も長
めです。相談機関や教育機関からの紹介状が必要な病院も増えてきました。身近な相談
機関を上手に利用してください。 

児童相談所 
18歳までのお子さんについて相談をお
受けします。児童福祉司がお話を伺い、
問題解決に必要な助言等を行います。
事前に電話でお申込みください。電話
相談もできます。 

 

【問い合わせ】 
☎２９９２－４１５２ 受付時間：平日8:30 ～ 18:15 
西武新宿線「航空公園」駅徒歩10 分 

狭山保健所 
お子さんの発達が気になる保護者の方、精神症状がある発達障害の方について、保健師
や精神保健福祉士がお話を伺います。対象の方の年齢は問いませんが、事前に予約をし
てお越しください。 
【問い合わせ】 
☎２９５４－６２１２ 受付時間：平日8:30～17:15 
西武池袋線「稲荷山公園」駅徒歩7 分 

所沢市保健センター 健康づくり支援課 
乳幼児の保護者や関係者の方からの相談に保健師がお話を伺います。 
相談の中で必要と判断された方を対象に、発育・発達相談などをご案内しています。 
 
 
 
 

【問い合わせ】 
☎２９９１－１８１３ 受付時間：平日8:30～17:15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学の相談室 
心理系の学部を持つ大学では、心理相談室を開
設していることがあります。電話で申し込みを
すると初回の面接があり、相談支援が必要だと
判断されると継続相談となります。 
相談・検査は有料（１回 3,000 円程度）です。 
 
早稲田大学人間科学学術院心理相談室 
☎２９４７－６８３９ 
受付時間：平日10:00～12:00 

13:00～17:00 
（月曜日10:00～14:00） 

大学休講期間は新規受付をお休みします。 
西武新宿線「小手指」駅バス15 分 
カウンセリング、行動療法、認知行動療法など
を行っています。 
 
 
保健師は子育てのパートナーです 
健康づくり支援課では 1 歳 6 か月児健康診査
と3 歳児健康診査を行っています。言葉の遅れ
やコミュニケーションの取りにくさなど、気に
なることがあれば保健師にご相談ください。 
 
 
 
 

⬤発育・発達相談 
医師相談・心理相談・ことばの相談・運動あそ
びの相談。必要に応じて専門機関へご紹介し

●子育てメンタル相談 
精神科医師、臨床心理士による相談。 

⬤障害をもつ子どもの相談 
心身の発達が遅いと思われる場合、必要に応

じて児童心理司による知能・心理検査を行いま
す。検査をもとに、お子さんの育て方について
話し合います。※不登校、非行などの心配があ
るときも相談できます。 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

こども相談センター 
18 歳未満のお子さんや、その保護者・関係機
関からの相談を、家庭児童相談員が伺いま
す。電話相談もできます。相談の中で希望さ
れる方には、療育相談を行っています。 
【問い合わせ】 
☎２９９８－９１２９ 受付時間：平日8:30～17:00 
 

教育センター教育相談室 
市内にお住まいの年長児（小学校入学に向けた悩みや心配ごと）から１８歳までのお子
さんやその保護者・関係機関からの相談（学習・友人関係・登校しぶり・発達等）を、
教育相談員や教職員経験者などが伺います。電話相談もできます。必要に応じて学校（市
内小・中学校）と連携して対応します。 
【問い合わせ】 
☎２９２４－３３３３ 受付時間：平日9:00～17:00 
西武新宿線「新所沢」駅徒歩 13 分 
 

生涯学習推進センター教育臨床エリア 
学校教育課「健やか輝き支援室」の相談窓口です。市内にお住いの中学生までのお子さ
んと保護者の方を対象に、心理士、小中学校長OB、警察OB などの相談員がお話を伺い
ます。主に、「発達相談」「就学に不安のある方の相談」「非行・問題行動相談」を行いま
す。必要に応じてプレイルームでお子さんの実際の行動を観察し、相談に活かします。 
【問い合わせ】 
☎２９９３－２８１６ 受付時間：平日9:00 ～ 16:00 
西武新宿線「航空公園」駅徒歩17 分 
 

松原学園 
発達に不安や悩みを感じている就学前の子ど
もを持つ保護者を対象に行っています。 
不安な気持ちに寄り添いながら、一緒に考えて
いきます。 
【問い合わせ】 
☎２９９０－３４８８ 受付時間：平日8:30 ～ 17:15 
 

こども支援センター発達支援エリア「マーガレット」 
発達障害またはその心配のある子どもとその保護
者に対し、早期からの相談や子どもの特性に応じた
相談を行っています。 
【問い合わせ】 
☎２９９２－２１１８ 
受付時間：水曜日以外9:00～18:00 
 
 

 
 
 
 
 
特別支援学校の相談室 
特別支援学校では、地域貢献の一環として教育
相談を行っています。 
 
所沢おおぞら特別支援学校/ 教育相談 
☎２９５１－１１０２（コーディネーターまで） 
受付時間：平日9:00～16:30 
所在地：南永井619‐7 
お子さんの発達の遅れが気になる方、接し方が
分からない方、お気軽にご相談ください。 
 
所沢特別支援学校/ 教育相談 
☎２９９４－８７３３（教頭まで） 
受付時間：平日9:00～16:30 
所在地：中富南1‐1802‐7 
幼稚園～高校に通うお子さんの成長や学習面
で心配な保護者の方。来校いただいての相談 
も、学校などを訪問しての相談も可能です。 
 
東京学芸大学附属特別支援学校 
発達障害相談 
☎０４２－４７１－５２７４（相談部まで） 

受付時間：平日9:00～12:00 
13:00～17:00 

西武池袋線「東久留米」駅徒歩10 分 
お子さんの発育・就学・生活・学習について、
また成人の方の進路や生活設計などについて 
も相談をお受けします。 
 
東京学芸大学教育実践研究支援センター 
発達障害に関する電話相談 
☎０４２－３２９－７６８６ 
受付時間：月・火・木・金 10:00～13:00 
受付期間：公立学校休業日を除く 
まずはお電話ください。ご相談内容に応じて専
門領域の担当者が後ほどご連絡します。 
 
埼玉大学教育学部付属特別支援学校 
特別支援教育臨床研究センター「しいのみ」 
☎０４８－６５４－０９６１ 
受付時間：火・金９:00～12:00 
川越線「日進」駅徒歩15 分 
LD、ADHD、高機機能自閉症など、障害のある
お子さんに関する相談をお受けします。 
 
 

●療育相談 
発達に心配があるお子さんについて、臨床
心理士による相談や発達検査など専門的
な助言が受けられます。 

相談会開催日：毎週木曜日 
相談時間：概ね１時間（原則予約制） 

相談支援（対象：18 歳未満） 
親子教室（対象：未就学児） 



 

 

 

メリット 
・他の科と連携した治療が受けられる。 
・高度医療に対応できる。 
・検査設備やスタッフが充実している。 

デメリット 
・診察時間が午前中に限られていることが

多いため通院しづらい。 
・医師の異動などによって主治医が変更す

ることがある。 

ワンポイント 

 

 

適切な支援を受けるためには、正確な診断が大切です 

 

病院を受診するとき 
福祉サービスを利用するときは、障害者手帳か医師の診断書が必要です。 
発達障害かもしれないと思ったら、病院を受診しておきましょう。 
 

受診のコツ 
●発達障害を得意とする医療機関を探しましょう 
発達障害を診るとうたっていても、専門性の低い医療機関はたくさんあります。納得で
きないと感じたら、セカンドオピニオンを求めるのもよいでしょう。 
●できるだけ紹介状を持参しましょう 
病院はとても混み合っています。予約から受診まで数か月かかることが多く、予約自体
が取りにくくなっている病院もあります。そのため紹介状を必要とする病院が増えてき
ました。医療機関からの紹介状が必要なところと、相談機関や教育機関からの紹介状で
よいところがあるので、事前に確認してください。 
●初診では必ず生育歴を聞かれます 
保険証や母子手帳に加え、成育歴・病歴・通院歴を整理して持って行くとスムーズです。
病院では、より短い時間で子どもの様子を伝える必要があります。気になる行動をピッ
クアップしてまとめて行くとよいでしょう。 

どんな病院があるの？ 
●大学病院 
・獨協医科大学越谷病院／子どものこころの診療センター（埼玉県越谷市） 
・埼玉医科大学病院／神経精神科・小児科（入間郡毛呂山町） 
・埼玉医科大学かわごえクリニック／精神科（埼玉県川越市） 
・埼玉医科大学総合医療センター／新生児科・メンタルクリニック（埼玉県川越市） 
・日本大学医学部附属板橋病院/精神科児童専門外来（東京都板橋区） 
・順天堂大学医学部附属練馬病院（東京都練馬区） 
・東京女子医科大学病院（東京都新宿区） 
・慶応義塾大学病院（東京都新宿区） 
●国公立病院 
・国立障害者リハビリテーションセンター病院 児童精神科（埼玉県所沢市並木） 
・防衛医科大学校病院／小児科（埼玉県所沢市並木） 
・埼玉県立精神医療センター／児童・思春期外来（埼玉県北足立郡伊奈町） 
・国立精神・神経医療研究センター病院／小児神経科（東京都小平市） 
・国立成育医療研究センター病院／こころの診療部（東京都世田谷区） 
・国立国際医療研究センター国府台病院／児童精神科（千葉県市川市） 
●上記以外の医療法人・社会福祉法人などが開設した病院や診療所（クリニック） 
 

大学病院、国公立病院などのメリット＆デメリット 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
何科を受診するの？ 
精神科のネーミングは分かりにくく複雑です。
「こころの診療科」など、精神科の名称を使わ
ない医療機関もあります。 
 
幼児から中学生まで 
◎児童精神科（小児精神科） 
子どものこころの発達や行動上の問題に対応
する診療科です。児童精神科医は発達障害の臨
床経験が豊富です。概ね15 歳まで。 
 
〇小児神経科 
脳や脊髄、神経、筋肉に何らかの異常がある子
どもの診断、治療、指導を行う診療科です。発
達障害に関する専門性は様々です。なかには、
発達障害を扱う「神経発達外来」のある病院も
あります。 
 
おおむね高校生以上の成人 
〇精神科 
「神経科」「精神神経科」「神経精神科」など様々
な名称がありますが、精神科と同じです。大人
の発達障害を扱える精神科は多くありません。 
 
△心療内科 
性格やストレスが関係している「心身症」を治
療する診療科です。うつ病や神経症は精神科の
対象になります。精神科よりハードルが低いと
感じる方が多いものの、軽症の精神科ではない
ので注意してください。 
 
△神経内科 
こころの病気を扱う診療科ではありません。脳
や脊髄、神経、筋肉に原因があり、体が不自由
になる病気のときに受診する診療科です。※て
んかんは扱います。 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

受診する医療機関を選ぶとき 
誰でも「良い病院」を受診したいと考えますが、どの病院が良いか、何を基準に選ん

で良いかわからず、途方に暮れてしまうご家族も多いはずです。 
 ホームページや他のご家族の情報、医療機関や相談機関に話を聞く方法もあります。 
 

所沢市周辺の医療機関 
・所沢市市民医療センター（所沢市上安松） 
 要予約 ☎２９９２－１１５２ 
・国立障害者リハビリテーションセンター病院 児童精神科（所沢市並木） 
 かかりつけの医療機関から医療相談室に連絡が必要 ☎２９９５－３１００ 
・防衛医科大学校病院／小児科（所沢市並木） 
 かかりつけの医療機関から紹介状が必要 ☎２９９５－１５１１ 
・新所沢キッズクリニック（所沢市美原町） 要予約 ☎２９９０－３１００ 
・はちす診療所（所沢市くすのき台） 要予約 ☎２９９３－０３３８ 
・はらこどもクリニック（所沢市小手指町） 要予約 ☎２９２６－４３３３ 
 

・毛呂病院光の家療育センター（埼玉県入間郡毛呂山町） 
 要予約 ☎０４９－２７６－２０５１ 
・埼玉県立精神医療センター 児童・思春期外来（埼玉県北足立郡伊奈町） 

要予約 ☎０４８－７２３－６８０３ 
・東京小児療育病院（東京都武蔵村山市） 
 要予約 ☎０４２－５９０－０２９０ 
・東京小児療育病院 西多摩療育支援センター 上城継診療所（東京都あきる野市） 
 要予約 ☎０４２－５３２－５０７１ 
・平川病院（東京都八王子市）療育プログラムはありません。 

要予約 ☎０４２－６５１－３１３１ 
 

ホームページから医療機関を探す 
埼玉県庁ホームページ／発達障害医療機関リスト 
日本小児神経学会ホームページ／小児神経専門医のいる施設 
国立成育医療研究センターホームページ／子どもの心の診療機関マップ 
東京都保健福祉局ホームページ／発達障害医療機関一覧 
 

歯科診療所「あおぞら」 
【対象】市内に在住し、一般の歯科診療所では診療が困難な障害者の方 
【診療日時】日曜日、木曜日 9:00～12:30 
【受診方法】あらかじめお申し込みのうえ、受診してください。 
【申し込み先】歯科診療所あおぞら（保健センター１Ｆ） ☎２９９５－１１７１ 
 

埼玉県障害者歯科相談医にご相談ください 
障害者の歯科保健相談や口腔衛生指導管理を積極的に行っています。 
必要に応じて「あおぞら」や専門歯科医療機関への紹介も行っています。 
【問い合わせ】所沢市歯科医師会 ☎２９９８－３１８８ 
 

 
 
 
 
 
大人の発達障害 
成人以降に受診をする場合、専門の医療機関で
は予約が数か月先になることもあります。 
うつ病や不眠などの二次障害がある場合は、近
隣の精神科や心療内科を受診することもひと
つの方法です。心理職がいる医療機関では診断
のための心理検査ができる可能性があります。 
ご家族が同行したり相談機関での検査結果や、
成績表などを持参すると診断に役立ちます。 
 
専門用語 ま・め・ち・し・き 
ソーシャルワーカー（ＳＷ） 
福祉を中心に生活の相談にのる人のこと。 
ケースワーカー（ＣＷ） 
行機関で福祉関係の相談にのる職員のこと。た
だし、最近は民間の職員もケースワーカーと呼
ばれることが増えてきました。 
精神保健福祉士（ＰＳＷ） 
精神障害者の保健と福祉分野専門のソーシャ
ルワーカー。 
社会福祉士 
医療・高齢者・児童・障害者など福祉の全分野
を担当するソーシャルワーカー。 
臨床心理士 
カウンセリングなどの心理療法、知能検査や心
理検査を行います。日本臨床心理士資格認定協
会の認定を受けた人です。医療・教育相談機関
では、他に臨床発達心理士や学校心理士が同様
の業務を行っています。通称として「カウンセ
ラー」と呼ばれることがあります。 
公認心理士 
2015 年に公布された「公認心理師法」により
国家資格として誕生した。幅広い分野での活躍
が期待されています。 
 
薬は選択肢のひとつ 
薬は多動性や衝動性、不注意の症状を抑えるの
に有効です。症状を抑えることでその人の持っ
ている力を最大限に活かすことができ、療育の
効果を高めることができます。症状を自分でコ
ントロールできるようになれば卒業します。 
脳の機能障害の状態は様々なので、薬の効き目
も様々です。どの薬をどれくらい服用するかは
一人ひとり違います。家庭での様子だけでなく
学校での様子にも気をつけ、医師とよく相談し
ながら服用してください。 



 

 

ＴＥＡＣＣＨ（ティーチ） 
自閉症や発達障害の人たちが主体的に
行動できるように支援するシステムの
こと。 
 
【ＴＥＡＣＣＨ の基本的な考え方】 
①環境の構造化 
環境を調整して視覚的に分かりやすく
システム化。行動の道筋を絵や写真を
使って目に見える形で提示する。 
②コミュニケーションの質を重視 
話し言葉に限らず、文字や絵カード、
写真など、特性や状態に合わせた手段
を用いる。 
③常に本人の視点から考える 
どうしてそのような行動を取るのか、
その背後にある原因を探って解決を図
る。 

ＳＳＴ(ソーシャルスキルトレーニング) 
①インストラクション: 教示 
②モデリング: お手本を示す 
③リハーサル: 練習 
④フィードバック: 結果の評価 
⑤般化：いろいろな場面でやってみる 

ＡＢＡ（応用行動分析） 
行動は学習によって獲得されたもので
あり、不適応な行動は誤った学習の結果
として起こる」という考え方に基づく療
法。行動の「結果」が子どもにとって良
いものであればその行動は強化されて
増え、嫌なものであれば減少します。 

認知行動療法 
「考え方( 認知) が変わることで、行動
が変わる」という考え方に基づいて、行
動の原因である思考パターンを変える
ことで行動自体を変化させていく療法。 

 

 

お子さんのより良い成長と生活を目指して 

 

療育を受ける 
療育とは、お子さんが持っている力を最大限に発揮できるように、 
発達を促したり、環境を整えたり、支援ツールを利用したりしながら応援していくことです。 

療育にとって大切なこと 
● アセスメントが大切です 
療育の方向性を決めるためには、何ができて何ができないのか、得意なこと不得意なこ
とは何か、お子さんの状態やお子さんを取り囲む環境を把握する必要があります。状態
の把握が十分でないと、療育の効果が期待できないどころか、マイナスになることさえ
あります。各種検査や観察を通してアセスメントを行います。 
● 家庭での毎日の積み重ねが大切です 
療育とは、療育のおける取り組みを日々の生活の中で活かしてこそ、大きな成果を上げ
るものです。受けるだけで子どもが伸びる魔法ではありません。 
 

代表的な療育の考え方や手法 
発達障害の特性が様々なように、療育にも様々な
考え方や手法があります。スタンダードな療育と
いうものはまだ確立されていません。お子さんの
特性やニーズに合わせて、いろいろな考え方や手
法を取り入れていきましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
アセスメントとは 
お子さんの能力や特性、環境について調べて必
要な支援を考えたり、支援の成果を調べて更な
る支援に活かすことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お子さんのニーズに応じた療育 
作業療法(OT) 
遊びを中心としたいろいろな作業を通じて、子
どもの運動、精神、社会的な発達を促す働きか
けを行います。 
 
感覚統合療法 
作業療法の中で発展してきた療育。子どもの発
達を脳における感覚間の統合ととらえ、脳神経
系が内外の刺激（感覚・知覚）を適切に統合で
きるように働きかけます。 
 
ビジョントレーニング 
眼と脳や体の協応に特化したトレーニング。目
から入った情報を、脳や体の感覚を総動員して
「正しく見る」プロセスがビジョン。 
眼・脳・体をトレーニングし、正しく「見て」
柔軟に「思考する」ための土台を作り、「見る
ための知能」を高めます。 
 
言語療法(ST) 
言語やコミュニケーションの発達の遅れに対
して評価・訓練・援助を行います。 
 
音楽療法 
音楽というツールを使ってコミュニケーショ
ンや社会性の発達を促します。 
 
 
 



 

早稲田大学人間科学学術院心理相談室 
子育て支援プログラム「な・み・き」  
グループワークで他の人の話を聞いたり、ホーム
ワークに取り組んだりします。全 6 回 
対象：6～12 歳のお子さんをお持ちの保護者 

（診断の有無は問いません） 
費用：所沢市にお住まいの方は 1,500 円 
場所：心理相談室並木分室 

 

所沢市教育センター「ペアレント・トレーニング」 
子どもへの関わり方を学んだあと、ロールプレイで親
役と子ども役をそれぞれ体験します。実際困っている
行動について、保護者同士で意見を出し合う機会を大
切にしています。全 6 回。 
まずは教育相談にお申し込みください。 
【問い合わせ】☎２９２４－３３３３ 

 
 
 
 

「ペアレントトレーニング」育て方のポイントを学ぶ 
発達障害の子どもを育てていくためにはちょっとしたポイントがあります。 
このポイントを学ぶためのプログラムが「ペアレントトレーニング」です。 
応用行動分析の理論に基づいてプログラムされています。このトレーニングを受けることによって、 
効率よく子育てのポイントを学ぶことができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】  
国立障害者リハビリテーションセンター  
自立支援局 秩父学園 地域療育支援室 

☎２９９２－５１７８ 
受付時間：平日 9:00 ～ 12:00/13:00 ～17:00 
西武新宿線「航空公園駅」バス 5 分 
 

 

幼児療育プログラムの流れ

 
 
 
 

【あそびの広場】「なないろ」：未就園で 3 歳までの幼児 
発達の気になるお子さんとそのご家族が、のびのびと気兼ねなく遊べる場です！ 

【療育】①幼児療育「たんぽぽ」：年少～年長児 1 年間／月 4 回 
・医療機関・通園通学機関・相談機関などからの紹介状をもらえる方 
・医療機関にかかっている方 
②発達障害児等デイサービス「なかま」：小学 1～6 年生 1 年間／月 4 回 
①②共通 ・保護者同伴で 1年間継続して通園できる方 

＊利用料はいずれも無料
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ おんがく 
 

 

 
 

歌や視覚教材を通して、見る・聞く姿勢や、

音声模倣、動作模倣などの模倣スキルの獲得を

目指します。 

   １ べんきょう 
 

 
 
 
 
一人ひとりに合わせた環境設定と教材を使用
して発達レベルの向上を促し｢わかった｣「でき
た」という成功体験を積んでもらいます。 

 ２ 自由あそび 
 

 

 
 
 

 

様 々 な グ ッ ズ を 使 っ て 遊 び の 拡 大 を 図
り、グッズの貸し借りによるコミュニケーシ
ョンを学びます。また、この時間を利用して
保護者の療育相談を受けます。 

   ５ おやつ 
 

 
 
 
 

表出コミュニケーションを育てるために、好

きなお菓子や飲み物を、写真や絵カードや言

語で要求できるように支援します。合わせて

マナーも学んでもらいます。 

 ６ 運動きゅうけい 
 
 
 
 
 
 

遊具を設置した部屋で、順番交代等のルールを

学びながら、お友達と楽しく遊ぶ経験を積んで

もらいます。また、身体の使い方やバランスの取

り方等の発達状態を把握します。 

  ４ 集団活動 
 
 
 

 
 

ゲームや製作等、設定された集団活動場面で、

遊び方やルールの理解を図り、「人との関わり

が楽しい」という経験を積んでもらいます。 

のぞいてみよう！ 秩父学園地域療育支援室 



 



 

幼児のためのウェクスラー式 
ＷＰＰＳＩ（ウィプシー） 
対象：3 歳10 か月～７歳１か月 

成人のためのウェクスラー式 
ＷＡＩＳ（ウェイス） 
対象：16 歳～89 歳 
最新版はWAIS-Ⅲ。旧版のWAIS-R は74 歳まで 

教育的支援に活かす検査 
Ｋ－ＡＢＣ 
対象：2 歳6 か月～ 12 歳11 か月 
認知処理能力と習得度に区別して測定できます。また、認知処理過程を、継次処理
（問題を１つ１つ順々に処理する能力）と同時処理（情報を統合して全体として処
理する能力）に分けて測定できるので、子どもの得意な認知処理の方法を知ること
ができます。 

 

 

Ｑ＆A 

 

ＩＱ の数字よりも大切なこと 

 

知能検査について知ろう 
知能検査はアセスメントのためのツールのひとつです。 
お子さんの理解と支援に役立てるために知能検査はあります。 
 

知能検査ってなんだろう？ 
● 知能検査を理解と支援に役立てるために 
知能検査によって、お子さんの知的能力を同年齢グループの中で高いか低いかを知能指
数（ＩＱ）の数値にして見ることができます。このとき大切なのはＩＱ の数値ではなく、
知的能力の発揮のされ方です。ＩＱ の数値は同じでも、知的能力の発揮のされ方は一人
ひとり異なります。知能検査の結果、お子さんの強さ（良さ）や弱さ（苦手）について
しっかりと説明してくれて、具体的な支援方法をアドバイスしてくれる検査機関で検査
を受けましょう。 
 

● ＩＱ が高いだけで問題解決能力が高いとは言えません 
問題に適切に対処していく力は、知的能力と深い関係にありますが、必ずしもＩＱに比
例するわけではありません。高いＩＱが測定されても、一定の状況下での処理能力が高
いことを示しているにすぎません。実際の問題解決には、意欲や熱心さ、動機づけの高
さなど様々な要因が関係してくるからです。ただし、ＩＱ が低い場合、問題解決が得意
でないことが多いことが指摘されています。 

検査の種類 
 

●お子さんのための代表的な2 つの検査 
ウェクスラー式知能検査／最新版はＷＩＳＣ－Ⅳ（ウィスク・フォー） 

知能は質的に異なる能力の総合されたものという考え方に基づき、個人の能力の得意・
不得意などの特徴を知ることに適しています。そのため、支援の手だてを考える資料と
して広く活用されています。 
対象：5 歳～16 歳11 か月 
 

ビネー式知能検査/ 最新版は田中ビネーＶ（ファイブ） 
知能とは適応のための統合的能力であるという考え方に基づき，知的な能力をおおまか
に把握し，何歳くらいの知的な力を持っているかを知ることに適しています。 
対象：2 歳～成人 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
知能検査を受けるには 
 
Ｑどこで受けられますか？ 
Ａ発達に関する相談機関、発達障害の診療を行
っている医療機関で受けることができます。た
だし、受けられる検査の種類や検査者のレベル、
保護者への検査結果の報告の仕方は様々です。
事前に確認しましょう。 
 
Ｑどんなことをしますか？ 
Ａ簡単な作業をしたり、質問に答えてもらいま
す。検査時間は 1 時間～ 2 時間程度です。小
さなお子さんで集中できない場合は、何回かに
分けて行うこともあります。 
 
Ｑ費用はどれくらいかかります？ 
Ａ公設の相談機関は無料のところがほとんど
です。民間の相談機関では、5,000～10,000 円
の費用が必要です。医療機関では保険診療で
3,000～5,000 円の自己負担があります。発達障
害の専門病院では、高額な費用（30,000～ 
50,000 円）が設定されていることもあります。
丁寧なアセスメントには時間と労力がかかり
ます。高額な費用には理由があり、一概に高い
とは言えません。 
 
 
 
 
 
０歳から利用できる発達検査 
・新版K 式発達検査 
 （0 歳～成人） 
・KIDS 乳幼児発達スケール 
 （0 歳～6 歳11 か月） 
・遠城寺式乳幼児分析的発達検査 
 （0 歳～4 歳7 か月） 
・津守・稲毛式乳幼児精神発達診断 
 （0 歳～7 歳） 
 
 



 

 

 
 
 
 

WISC（ウィスク）検査を活用しよう 
●これから受けるならWISC-Ⅳ 
WISC の最新版は第 4 版の WISC-Ⅳ（ウィスク・フォー）です。相談機関などでは第 3 
版のWISC-Ⅲ（ウィスク・スリー）を用いている場合もあります。過去にWISC-Ⅲを受
けているお子さんには、比較検討をしやすくするために WISC-Ⅲを実施することもあり
ます。これから初めて検査を受けるお子さんは、できるだけWISC-Ⅳを受けましょう。
また、就学期であれば１～3 年毎に受け、お子さんの成長を確認していくのがよいでし
ょう。 
●知能の段階 
同年齢の子どもに比べてどのくらいの力が
あるのかが分かります。その年齢の子ども
の平均を100 とし、85～115 の間に68.2％、
70～130 の間に 95.4％の子どもが入るよう
に作られています。WISC では、ＩＱ70～85
を境界域知能、ＩＱ70 以下を知的障害とし
ています。 
 

ＷＩＳＣ－Ⅲ（ウィスク・スリー）から分かること 
①総合的なＩＱ 
②言語性ＩＱ 
 言語を使用する知的能力 
③動作性ＩＱ 
 動作による作業で反応する知的能力 
「言語性ＩＱ」と「動作性ＩＱ」のどちらが
優位かで、知的能力の特徴を知る手がかりに
なります。 
「言語性ＩＱ」が高ければ耳から入る情報を
処理する力が強いということになり、「動作
性ＩＱ」が高ければ目から入る情報を処理す
る力が強いということになります。 
 
 

ＷＩＳＣ－Ⅳ（ウィスク・フォー）から分かること 
 

①総合的なＩＱ 
ＷＩＳＣ-Ⅲの特徴であった、「言語性ＩＱ」
「動作性ＩＱ」という区別がなくなりまし
た。情報を取り込み記憶する力だけでなく、
それらをまとめたり加工したりする「処理
する力」を測定できるようになりました。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例えば…WISC-Ⅲの群指数から 
こんな風に読み取ることができます 
 
■「言語理解」が落ち込んでいる子ども 
 
 
 
絵や図など具体的なものを見せて説明すると
分かるが、言葉だけで複雑な事項を説明される
と分からない。また、言葉で説明をすることも
苦手。 
 
■「知覚統合」が落ち込んでいる子ども 

言葉による説明を理解することは問題ないが、物語な
どをイメージしながら聞くことは苦手。図形や量を比
較することも苦手。 
 
■「注意記憶」が落ち込んでいる子ども 

集中力がなかったり、持続したりすることが難しい。
聞き間違いが多かったり暗算が苦手。 
 
■「処理速度」が落ち込んでいる子ども 

不器用で、物事を素早く処理することが苦手 

④４つの群指数 
 細かく知的能力を分析できます。 
■言語理解 
 言葉の意味を理解したり言語によっ

て表現したりする力 
■知覚統合 
 視覚から入る情報により、分析した
り組み合わせたりする力 
■注意記憶 
 耳から入る情報を短期的に記憶する

力や注意力 
■処理速度 
 目から入った情報を手に伝える力 

②４つの指標 
■知覚推理 
 視覚的な情報を取り込み、それぞれを
関連付けて全体としてまとめる力 
■ワーキングメモリー 
 短い時間だけ必要になる情報を記憶

しておいたり、情報を加工する力 
■言語理解 
■処理速度 
 

知能検査の見方など 
分からないことがあれば、 
遠慮なく心理士に 
 お尋ねください！ 

言語理解 知覚統合 注意記憶 処理速度 

 
言語理解 知覚統合 注意記憶 処理速度 

 
言語理解 知覚統合 注意記憶 処理速度 

 
言語理解 知覚統合 注意記憶 処理速度 



 

 

 

 

 

 

こどもが一番大切、でも、ご家族自身も大切にしてほしい 

 

ご家族のつながりを見つけてみませんか 
 ご家族同士だから悩みや体験をわかちあい、支え合うことができます。 
 情報交換だけでなく行政に対して働きかけることもできます。 

所沢・発達障害児者を支援する会 よつばくらぶ 
所沢で発達障害の子どもを育てる親とボランティアの会。 
保護者の交流会・情報交換・勉強の会を中心に、講演会の開催な
ど発達障害の啓発活動、子どもたちのレクリエーション活動を行
っています。 

【問い合わせ】 
Mail: yotsubaclub@hotmail.co.jp 
 
 

スプリング 
泉小の保護者の集まりから始まりました。通常学級に通う子ども
や通級指導教室、特別支援学級に通う子どもの親の会です。毎月
１回、中町会館で交流と情報交換を行っています。 
どなたでもご参加いただけます。参加費は無料です。 
【問い合わせ】☎２９２１－３１６１（柿木） 
 
 

えじそんくらぶ 
ADHD などの高機能発達障害の正しい理解の普及と、それらを持
つ人たちや共に悩む家族・教師を応援する団体です。 

【問い合わせ】 
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1‐1‐1‐924 
☎０４－２９６２－８６８３ 
平日11:00～16:00 
Mail: info@e-club.jp 
 
 
 

埼玉県自閉症協会 
埼玉県に在住する広汎性発達障害（自閉症・高機能自閉症・アス
ペルガー症候群等）の子どもを持つ家族が中心になって運営して
いる「家族と支援者の会」です。 

【問い合わせ】 
Mail: info@as-saitama.com 
☎０９０－６１４４－２７９３（平日10:00～18:00） 
 
 

松原学園 発達障害児家族のつどい 
自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害、注
意欠陥/多動性障害等による【おおむね18 歳未満の】発達障害児
を支える家族どうしの交流の場です。日々の生活やご家族のかか
わり、将来のことなどゆっくりおしゃべりしてみませんか。 
お気軽にご参加ください。 
日程は市HP でご確認いただくかお問い合わせください。 
【問い合わせ】松原学園 ☎２９９０－３４８８ 
 
 

所沢市保健センター 発達障害家族のつどい 
おおむね 18 歳以上のお子様を持つご家族による交流の場を毎月
開催しています。申込みは不要です。お気軽にご参加ください。 
日程は市ＨＰでご確認いただくかお問合せください。 
【問い合わせ】こころの健康支援室 ☎２９９１－１８１２ 

【活動内容】 
クローバーの会（定例会）毎月第３水曜日10:00～12:00 
ミニサークル活動 
・中高生サークル「絆」・ことば遊びサークル 
・科学する料理教室・小学生ＳＳＴサークル「ＭＡＸ」 

【活動内容】 
県全体の活動：すまいるプログラム、研修会・講演会、親子
レクリエーション、クリスマス会など。 
地区に分かれての活動：所沢市は西部地区エリア 
高機能・アスペ部会「NIJI の会」があります。 

【活動内容】 
親支援講座、ストレスマネジメント講座を提供しています。
入間市近隣または都内にて月１回の講座を開催（５月・８月
休み）。支援グッツ・教材の開発、ADHD に関する冊子、ス
トレスマネジメントの冊子の作成、HP より一部無料ダウン
ロード可能です。 

mailto:yotsubaclub@hotmail.co.jp
mailto:info@e-club.jp
mailto:info@as-saitama.com


 
 
 
 

学びの選択 

 
 

学びの選択 
 
目立つ症状のあるお子さんは、 
学校で問題を起こさないことが目標になりがちです。 
 
大人しく目立たないお子さんは、 
勉強に遅れがなければ問題ないということになりがちです。 
 
「大丈夫ですよ」 
 
そんな根拠のない言葉にほっとしていませんか？ 
 
「こういう子は昔からいたから」 
 
そんな意味のない言葉に納得していませんか？ 
 
目指すべきは、学校で問題なく過ごすことではありません。 
勉強に遅れないことでもありません。 
 
教育の目標は、自立して生きて行ける力を身に付けること。 
そのために、二次障害を予防すること。 
 
お子さんがまだ幼い今、 
できることはたくさんあります。 
 
早期の気づきを最大限に活かしてください。 
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初めての集団生活に挑む 

 

保育園や幼稚園はどうする？ 
発達障害があると、集団の中にいるだけで自然に学べることはそう多くありません。 
最初のステップでは特に丁寧な関わりが必要です。 

障害児通所支援を利用する 
●障害児通所支援施設とは 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を実
施することを目的として、通所による支援を行います。主なものとして、児童発達支援・
放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援があります。 
 

市立の児童発達支援事業所（民間の事業所についてはお問い合わせください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
※松原学園・こども支援センター発達支援エリア 
「マーガレット」とでは、発達に関する相談も行っています。 

保育園の混合保育を利用する 
●混合保育って？ 
障害のあるお子さんを他のお子さんと共に保育し、相互の成長発達を促すことを目的にした制度で
す。複数担任制により、障害のあるお子さんが一緒に活動できるようにお手伝いします。心身に何
らかの障害や言葉の遅れがあるお子さんを対象とし、診断の有無は問いません。ただし、保育園な
ので、利用には「保育を必要とする要件（ご両親が働いている・働く予定があるなど）」が必要です。 
●利用を希望する方は 
通常の保育園入園申請手続きに加えて次の手続きが必要です。 
①混合保育入園相談面接を受ける。 
『広報ところざわ』9 月号でお知らせします。電話で申し込んで下さい。 
②保育園で1～ 3 日の観察保育を行う。 
 保育園での保育がお子さんの発達に適切かどうかをみます。 
③混合保育入園審査会の審査を受ける。 
④利用調整（選考）を経て内定、利用契約締結。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世帯の所得状況に応じた利用者負担があります 
「負担上限月額」 
生活保護受給世帯 0 円 
市民税非課税世帯 0 円 
市民税所得割28 万円未満の世帯 月額 4,600 円 
市民税所得割28 万円以上の世帯 月額37,200 円 
 
【問い合わせ】 
・こども福祉課 ☎２９９８－９２２３ 
・松原学園 ☎２９９０－３４８８  

所在地：中富1535‐1 
・かしの木学園 ☎２９４２－４０２４  

所在地：中富1535‐3 
・こども支援センター発達支援エリア 
「マーガレット」☎２９２２－２１１８ 

所在地：泉町1861‐1 
 
利用にあたっての留意事項 
※入園は年度はじめ（4 月）に限り、年度途中
での入園はできません。 
※入園後に保育園での保育が適切でないと判
断された場合は、適切な場に移っていただくこ
とがあります。 
※混合保育は原則として 

短時間保育（8:30～16:30）です。 
保育幼稚園課 ☎２９９８ー９１２６ 
 
 

松原学園（児童発達支援センター） 
対象障害/知的障害・精神障害・発達障害 
3 歳から小学校就学前までの障害のある
児童を対象に、集団生活や活動を通して
個々の持てる力を引き出せるよう支援を
行います。 

かしの木学園 
対象障害/身体障害・知的障害・精神障害・発達障害 
0 歳から小学校就学前までの障害のある児童を
対象に、日常生活における基本的な動作の習得
や集団生活に適応等ができるよう訓練等を行
います。 

こども支援センター発達支援エリア「マーガレット」 
対象障害/知的障害・発達障害 
概ね 2 歳半から小学校就学前までの発達障害又はその
心配のある児童を対象に、集団生活に適応できるよう子
どもの特性に応じた個別又は集団の支援を行います。 



 

 

 

 

ひ 

 
 
 
 

幼稚園に通う 
●受け入れる枠がある幼稚園もあります 
障害のある幼児を受け入れる私立幼稚園には、「私立幼稚園特別支援教育費補助金」が交
付されます。この補助金を活用して、積極的に障害児を受け入れている幼稚園もありま
す。通常の園児募集の前に、個別に相談してください。 
 

●市立所沢第二幼稚園 
所沢市唯一の市立幼稚園。親子で歩いて25 分以内で通えることが入園の条件です。発達
障害のあるお子さんの入園については、個別に相談を行っています。 
【問い合わせ】☎２９２４－７６５４ 所在地：荒幡684-3 
 

継続的な支援のために活用したいツール 
発達障害のお子さんへの支援で課題となるのは、乳幼児期から成人期までの継続した支
援です。保育園や幼稚園、小・中学校、高校への引き継ぎのため、教育・医療・福祉の
連携をスムーズにするために利用できるツールがあります。お子さんの成長をサポート
するネットワーク作りに積極的に活用してください。 
 

サポート手帳とは 
生育歴・相談歴・医療の対応・これまで受けてきた配慮などをまと
める手帳です。支援を受ける際に関係機関に提出してください。 
 

作成の仕方 
基本的には本人や保護者が関係機関からの支援状況を記入し管理
します。必要に応じて、関係機関に記入を依頼してください。保育
園や幼稚園、学校においては「教育支援プランA・B」が作成され
るので、それらをファイルします。 
 

自由にアレンジできます 
検査結果を差し込んだり、用紙を差し替えたり、表紙を含め自分らしく工夫することが
できます。 
 

教育支援プランA・B 
教育支援プランA（個別の教育支援計画） 
就労・自立まで長期的な視点で作成。教育・医療・福祉の関係機関が連携して支援する
ための計画。3 年サイクルで作成し、毎年、評価・改善・更新を行い、3 年後に引き継ぎ
資料としてまとめます。 
【基本サイクル】幼１・小１・小4・中1・高１ 
教育支援プランB（個別の指導計画） 
教育的ニーズを具体的な指導・支援に反映させるための計画です。１年サイクルで作成
し、原則として学期毎に評価・改善・更新を行い、年度末には引き継ぎ資料としてまと
めます。 
学校が作成します 
本人や保護者の意見を取り入れながら、特別支援教育コーディネーターや校内委員会、
関係機関と連携して作成します。埼玉県で統一された書式がありますが、各校で独自の
書式を使用することもあります。 

 
 
 
 
 
頼りにしてください！ 
埼玉県では発達障害支援のために人材育成を
行っています。 
 
発達支援マネージャー 
発達障害に関する各種相談への対応や支援施
策を推進する職員。所沢市では、こども福祉課
と保育幼稚園課に発達支援マネージャーがい
ます。 
発達支援サポーター 
保育園や幼稚園で発達が気になるお子さんに
気づき、適切な配慮や工夫ができる職員。まだ
発達支援サポーターがいない園もありますが、
複数名の発達支援サポーターがいる園もあり
ます。お子さんの園の発達支援サポーターを確
認してみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
市役所で配布しています 
サポート手帳は、こども福祉課、障害福祉課、
保健センターで配布しています。窓口でお申し
出ください。埼玉県HP 福祉部障害者福祉推進
課「ライフ別の支援について」のページからダ
ウンロードすることもできます。 
こども福祉課 ☎２９９８－９２２３ 
 
 
 
 
必要な方はお申し出ください 
市内の保育園や幼稚園、小・中学校においては、
支援が必要なすべてのお子さんについて教育
支援プランを作成することとされています。保
護者には写しが提供されます。必要な方は学級
担任にお申し出ください。 
学校教育課 ☎２９９８－９２３８ 
 
 
 



 

 

お子さんに合った就学を選びましょう 

 

就学とその選択肢 
環境への過敏さや対人関係の苦手さがあれば、特別支援学級の方が合うこともあるでしょう。 
就学先を選ぶとき、一番重要なことは「お子さんが笑顔で過ごせるかどうか」です。 
 

就学に不安があるとき 
●就学相談を受けましょう 
お子さんの発達の遅れが気になっているとき、学校生活に不安があるときは、どうぞ就
学相談を受けてください。就学支援委員が相談をお受けし、適切な就学先を選ぶための
お手伝いをします。新年度に向けての就学相談は毎年6 月頃から始まりますが、相談自
体はいつからでも始めることができます。保育園や幼稚園を通じて申し込んでください。 
●進級・進学に不安があるときも就学相談を受けましょう 
就学相談は入学時だけのものではありません。進級・進学に不安があって通常学級から
特別支援学級に移りたい、もしくは特別支援学級から通常学級に移りたいという場合も、
就学相談を受けてください。条件によっては、年度途中の転籍ができる場合もあります。
学校を通じて申し込んでください。 
●就学相談を受けないといけないとき 
知的障害のない発達障害のお子さんは、原則として通常学級へ就学することになります。 
特別支援学級へ就学・転学を希望する場合は、必ず就学相談を受けてください。「就学支
援委員会」で適当と判断されなければ就学することはできません。 
 

就学までの流れ（新１年生の場合） 

※新年度からの就学（転学） を希望する場合は、できるだけこの流れで就学相談を受け
てください。 
 

 
 
 
就学相談とは 
就学支援委員は、医師、学識経験者、小・中学
校教員、特別支援学校の教員、心理士などです。
相談やお子さんの行動観察などを通して、保護
者が適切な就学先を選択できるようにアドバ
イスします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
迷った時は… 
いろいろな立場の関係者に相談してみましょ
う。 
◆保育園や幼稚園の先生 
 集団の中での様子をよく知っています。 
◆小学校の先生 
 小学校でできる配慮や支援について相談で 
 きます。 
◆医療機関・相談機関 
 発達の側面からアドバイスがもらえます。 
 
 
 
 
 
 
 

5 月～6 月頃 
 
 
7 月～8 月 
 
 
 
8 月～9 月頃 
 
 
10 月～11 月頃 
 
 
 
 
11 月末まで 
 
12 月～1 月 

 
 
 
個別行動観察 
保護者面談 
 
 
集団行動観察 
 
 
就学時健診 
 
 
 
 
 
 
就学先の通知 

保育園や幼稚園を通じて「就学相談のご案内」が配布
されます。園を通じて申し込んでください。 
 
生涯学習推進センター教育臨床研究エリアで行いま
す。必要に応じて、知能検査を実施する場合がありま
す。 
 
必要に応じ就学支援委員が園に出向いて行います。 
 
 
通常通り受けてください。個別相談を希望する方は
学校（教頭）までご連絡ください。希望により、小学
校の授業や特別支援学級の様子などを見学・体験す
ることができます。 
 
希望の就学先を就学支援委員に伝えてください。 
 
就学支援委員会の検討結果が保護者に通知されま
す。 



 

 

 

 

 
 
 
 

自閉症・情緒障害特別支援学級 

●就学できるお子さん 
発達障害等により社会的適応が困難な状態にあるお子さんが対象です。 
●学区が指定されています 
平成 30 年 4 月現在、市内小学校 19 校、中学校 10 校に設置されています。学区が指定
されているため、特別な理由がない限り学区外の学校に就学することはできません。 

通常学級における支援 
●特別支援教育コーディネーター 
市内すべての小・中学校で特別支援教育コーディネーターが指名されています。教務主
任であったり、養護教諭であったり、立場は様々です。校内の支援体制作り、保護者や
関係機関との連絡調整を行うキーパーソンです。 
●特別支援教育支援員 
各校に配置されています。学校において、障害のあるお子さんに対して学習の支援や日
常生活上の介助等の支援を行います。特別支援教育支援員がどのような支援を行うかは
学校によって異なります。 
●校内委員会 
教育的支援が必要なお子さんに気づき、学級担任を具体的に支援し、校内における支援
のあり方を検討・整備するための委員会です。校内研修などにより職員の障害理解を促
進します。特別支援教育コーディネーターが中心となって運営します。 
●特別支援教育専門家チーム委員会 
学校からの要請により、発達障害のお子さんへの望ましい教育的支援について専門的な
意見を提示、校内の支援体制について指導・助言します。専門の医師が委員として加わ
っているので、発達障害かどうかの判断も行うことができます。委員は医師、大学の先
生、心理士、教員等です。 

通常学級に在籍しつつ受けられる個別の指導 

特別支援学級支援籍 
県で定める実施要綱に基づいて実施されます。通常学級に在籍する特別な教育的ニーズ
のあるお子さんが、特別支援学級において個別の指導を受けることができます。対象と
なるお子さんの障害の種類、程度は限定されていません。在籍校に特別支援学級がない
場合は、学区の学級で行われます。希望する方は学級担任にお申し出ください。 
交流・共同学習 
特別支援学級における交流や学習については、各学校の状況や判断により柔軟に進めら
れています。特に手続きは必要ありません。希
望する方は学級担任にお申し出ください。 
発達障害・情緒障害通級指導教室 
市で定める実施要綱に基づいて実施されま
す。在籍する小中学校に通いながら通級し、個
別の指導を受けることができます。対象とな
るお子さんは、知的障害のない自閉症、LD、
ADHD などに限定されています。学区の指定
がないため、通いやすい教室を選ぶことがで
きます。 

 
 
 
 
 
特別支援教育就学奨励費 
特別支援学級に就学するお子さんの保護者に
は、その負担の軽減を図るために、所得に応じ
て就学に要する費用（給食費、通学費、修学旅
行費など）の全部または一部が支給されます。
通級指導教室に通う場合には、児童生徒本人の
通学費のみ補助されます。世帯の収入区分によ
って補助の割合が異なります。申請は学校を通
じて行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別支援教育専門家チーム委員会での検討を希
望するときは 
お子さんの支援について、特別支援教育専門家
チーム委員会での検討を希望する保護者の方
は、学級担任にお申し出ください。校内委員会
で検討されたのち、必要と判断されると学校が
要請します。 
 
通級を希望するときは 
通級指導教室に見学を申し込んで仕組みや指
導内容の説明を受け、希望が固まったら在籍校
に「入級願」を提出してください。校内委員会
で検討されたのち必要と判断されると、学校が
就学相談の申し込みを行います。通級が適切か
どうかは、就学支援委員会が調査判断します。
入級は原則として 4 月と 10 月の年 2 回です。
調査判断に時間がかかるため、できれば2 か月
前までに「入級願」を提出してください。 
 
所沢市発達障害・情緒障害通級指導教室 
そだちとこころの教室「フロー」 
並木小学校 ☎２９９４ー６５５０ 
泉小学校  ☎２９２６－３３８０ 
そだちとこころの教室「PEACE」 
中央中学校 ☎２９９５－２８１６ 

【通級の条件】 
レ 全般的な知的発達の遅れがない 
（知能検査でIQ 80 以上） 

レ 所沢市内の小・中学校通常学級に在籍 
レ 医療機関・相談機関と連携が取れている 
レ 保護者、学校と連携が取れる 
レ 反社会的な非行問題行動がない 
レ 不登校になっていない 
レ 保護者が児童の送迎を行うことができる 
レ 保護者が指導の場に同席できる（小学校） 



 

 

 

ワンポイント 

特別支援学級や通級指導教室って何をするところ？ 

 

一人ひとりに応じた支援とは 
発達障害の特性は一人ひとり異なります。 
お子さんの状態を障害特性の視点から整理して、目標や指導内容が決められます。 
 

「特別の教育課程」が編成されます 
● オーダーメイドの教育課程 
小・中学校の通常学級では、文部科学省が定める学習指導要領に基づいて教育課程が編
成されます。全国一律レディーメイドの教育課程です。そして、通常の指導ではその能
力を伸ばすことが難しいお子さんのためには、学習指導要領の基準によらない「特別の
教育課程」が編成されます。一人ひとりのニーズと、学校や学級の実情に応じて創意工
夫された、オーダーメイドの教育課程です。 
● 多角的にアセスメントを行います 
オーダーメイドの教育課程を編成するためには、正確な「採寸」が不可欠です。お子さ
んの状態や発達の段階を丁寧にアセスメントし、お子さんの実態を把握した上で必要な
支援を考え、支援の成果を調べて次の支援に活かします。本人や保護者の意見も参考に
されます。 
 

自閉症・情緒障害特別支援学級における「特別の教育課程」 
ポイントは「自立活動」 
基本的には通常学級と同じ教科を学習し、それらに「自立活動」が加えられます。「自立
活動」とは、障害のあるお子さんの学習・生活上の困難を改善・克服するための、障害
特性に応じた指導のことです。「自立活動」を加えた分だけ教科学習が減ることになりま
すが、その子にとって大切なことは何かを考えて教育課程が組まれます。「自立活動」の
指導は、「自立活動」の時間だけでなく、各教科を通じても行われます。 
 
「教科等をあわせた指導」の時間 
知的障害特別支援学級では、日常生活・社会生活・職業生活に必要な知識や技能の獲得
が目標となります。そのため、「日常生活の指導」「生活単元学習」「作業学習」など、い
くつかの教科を合わせた指導をすることができます。もし、自閉症・情緒障害特別支援
学級のお子さんが一緒にそうした学習をすることがあっても、目標や指導内容は個別に
設定されています。 
 

発達障害・情緒障害通級指導教室における「特別の教育課程」 
通級で取り組むのは「自立活動」 
通常の教育課程の一部を「自立活動」に代えて教育
課程が組まれます。放課後に通級する場合は、通常
の教育過程に「自立活動」が加えられます。 
 
小学校と中学校では違いがあります 
小学校では、「自立活動」を中心に行います。個別の指導だけでなく、小集団指導を活用
することもあります。教科の遅れを補充する指導は行いません。中学校では、「自立活動」
を中心に、在籍校での授業に適応できるような学習支援、進路に関する学習を行います。 
 
 

 
確認してみてください  
お子さんの「特別の教育課程」 
自閉症・情緒障害特別支援学級と知的障害特別
支援学級は、別々の学級であり別々に教員が配
置されています。所沢市では、すべての自閉症・
情緒障害特別支援学級が知的障害特別支援学
級に併設されていますが、教育課程の区別なく
指導が行われることはありません。お子さんの
「特別の教育課程」を確認したい保護者の方は、
学級担任もしくは教育委員会までお申し出く
ださい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「通級による個別の指導計画」 
通級しているお子さんには、在籍校の学級担任
により作成される「教育支援プラン A・B」に
加えて、通級指導教室の担当により「通級によ
る個別の指導計画」が作成されます。写しが必
要な方は通級指導教室の担当までお申し出く
ださい。 
 
 
 
 
 
 

通級指導教室の指導は月１時
間から週 8 時間まで。最長年
間 280 時間。所沢市では通常
週1 回（2 時間）です。 

家庭での様子や変化を 
どうぞ、お聞かせください！
お子さんの指導と支援に活
かすことができます。 



 

 

 

 
 
 
 

「自立活動」ってなんだろう？ 

目標や指導内容の設定で大切なこと 
自立活動の６つの区分、27 の項目の中から、お子さんの特性に応じた項目を選び、目標や指導内容
を設定します。その際、次の３点を考慮します。 
①子どもが興味を持って主体的に取り組み、成就感を味わうことができる内容であること 
②学習・生活上の困難を克服・改善しようとする意欲が高められる内容であること 
③子どもの得意な側面をさらに伸ばすことで、苦手な側面を補うことができる内容であること 
また、自立活動は保護者と協同して取り組む必要があるため、本人や保護者の希望も考慮されます。 
 

例えばこんな自立活動があります 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
自立活動の6 つの区分27 の項目 
 
健康の保持 
①生活のリズムや生活習慣の形成に関すること 
②病気の状態の理解と生活管理に関すること 
③身体各部の状態の理解と養護に関すること 
④障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること 
⑤健康状態の維持・改善に関すること 
 
心理的な安定 
①情緒の安定に関すること 
②状況の理解と変化への対応に関すること 
③障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する

意欲に関すること 
 
人間関係の形成 
①他者とのかかわりの基礎に関すること 
②他者の意図や感情の理解に関すること 
③自己の理解と行動の調整に関すること 
④集団への参加の基礎に関すること 
 
環境の把握 
①保有する感覚の活用に関すること 
②感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること 
③感覚の補助及び代行手段の活用に関すること 
④感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握

と状況に応じた行動に関すること 
⑤認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること 
 
身体の動き 
①姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 
②姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること 
③日常生活に必要な基本動作に関すること 
④身体の移動能力に関すること 
⑤作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること 
 
コミュニケーション 
①コミュニケーションの基礎的能力に関すること 
②言語の受容と表出に関すること 
③言語の形成と活用に関すること 
④コミュニケーション手段の選択と活用に関すること 
⑤状況に応じたコミュニケーションに関すること 

【目や耳、指などを上手に活用する学習】 
見分けたり聞き分けたりする力、手指を細
やかに調節する力を伸ばす 

【集中して課題に取り組む学習】 
プランニングや注意制御機能を育てる
認知トレーニング 

【コミュニケーションスキルの学習】 
声のボリューム５段階表を使用して、
場面に合った声の大きさを理解 

【からだを上手に使う学習】 
力の調整や相手との関わり方の理解 



 
 

勉強が苦手なお子さんの学びを支援する方法があります 

 

読み・書き・計算に困難があるとき 
通常の学習方法では、知能に見合った読み・書き・計算の力が身に付いていかない。 
そんなお子さんの学習を支援するために、様々なツールや教材があります。 
 

マルチメディアデイジーを使ってみよう！ 
●マルチメディアデイジーってなんだろう？ 
Digital Accessible Information SYsteｍの略がデイジー。印刷された図書を読むことが困難
な人たちのための、「アクセシブルな情報システム」です。その中でも、マルチメディア
デイジーは、文字・音・画像を同時に再生できるため、ディスレクシアの人の読みのサ
ポートにも有効とされています。 
● 例えば、こんな場合に有効です 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● マルチメディアデイジーの特徴 
見出しやページから読みたい章や節、任意
のページに飛ぶことができます。 
文字の色や大きさ、背景色、読み上げる速
さを自由に変えられます。 
読むべきところをハイライト( 色を変え
る）しながら同時に読み上げてくれるの
で、読み飛ばしがありません。 
 
● マルチメディアデイジー教科書を使って学ぶ 
小・中学校の教科書はデイジー化が進んでいます。デイジー教科書を希望する方は日本
障害者リハビリテーション協会に申請してください。使っている教科書がデイジー化さ
れていない場合もあきらめないでください。ボランティアでデイジー教科書の製作に取
り組んでいる団体があります。お問い合わせください。 
 

 
ディスレクシアとは 
学習障害の中でも、特に「読み・書き」に困難
がある場合をディスレクシアと呼びます。書き
の困難に比べて、読みの困難は発見が遅れがち
です。発見には「小学生の読み書きスクリーニ
ング検査」が役立ちます。 
 
デイジーの利用をサポート 
所沢マルチメディアデイジー 
所沢近隣を中心にマルチメディアデイジー図
書の製作と、利用される方のサポートをしてい
るボランティア団体です。教科書の申請の仕方
やPC 設定が分からない方、体験をご希望の方
は、お気軽にお問い合わせください。 
【問い合わせ】 
Mail：m.daisy.tokorozawa@gmail.com 
 
 
 
デイジーを再生するためには 
お使いのパソコンなどに再生用ソフトをイン
ストールする必要があります。 
◆パソコンなら 
「日本障害者リハビリテーション協会」HP か
ら再生ソフト「AMIS」がダウンロードできま
す。 
◆iPad やiPhone なら 
「voice of DAISY」「In DAISY」などの有償ソフ
トのインストールが必要です。 
 
日本障害者リハビリテーション協会 
☎ ０３－５２７３－０７９６  
Fax：０３－５２７３－０６１５ 
Mail：daisy_c@dinf.ne.jp 
HP から申請書がダウンロードできます。必要
事項を記入してお申込みください。サーバ経 
由での提供は無料。CD での提供は１名１教科
につき3,000 円が必要です。 
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マイクロソフトアクセシビリティ「特別支援教育でのPowerPoint 活用サイト」 
小学校で学習するすべての文字の PowerPoint スライド(1182 字)がダウンロードできま
す。読み書き障害のあるお子さんは、字の部分
的な特徴や違いに気がつきにくく、漢字の構
造を理解することが難しいことがあります。
文字パーツを、色やアニメーションなどによ
って強調し、注意を促します。 
 

NPO 法人スマイル・プラネット「スマイル式プレ漢字プリント」教科書準拠別 
漢字学習のつまずきがあきらかになってくる
小学生用の漢字プリント。様々な認知特性を
持つ子どもたちのために、色々な要素が盛り
込まれています。お子さんに合った漢字の覚
え方はどれか、手立てを考えるためにお使い
ください。HP からダウンロードできます。 
 
 

学習支援を受けられるところを探してみよう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
通信教育教材による学習支援 
 
自閉症・発達障害児のための通信教育講座 
四谷学院「療育55 段階プログラム」 
2・3 歳～小学校4 年生程度まで。 
・学習面だけでなく、生活ソーシャルスキルも
学習できます。 
・子どもが取り組むプリント教材だけでなく、
保護者向けの「指導書」があります。 
・学校法人武蔵野東学園の編集協力を得た専
門性の高い家庭療育教材です。 
・ホームページからダウンロードして無料で
使える教材サンプルが用意されています。 
【問い合わせ】 
☎０１２０－４２８０２２ 
またはホームページから 
 
「天神」教科書準拠パソコン教材 
発達障害や学習障害のお子さんにも対応。ニー
ズに合わせて作成するオーダーメイド教材。 
幼児教育～大学受験まで。 
【問い合わせ】 
☎０１２０－０１９－８２８ 

学習総合支援センター「アクト・コア」 
障害のある幼児～成人対象の個別指導学習塾。 
【月謝】入塾金20,000 円 週1 時間11,000 円～ 
【場所】西武新宿線「狭山市」駅東口徒歩10 分 
【問い合わせ】☎０４－２９５６－７４８０ 

アンダンテ 西萩教育研究所 
発達障害や学習障害のお子さんの学習指導。
幼児～高校生対象。 
【月謝】週1 回（80 分）29,400 円 
【場所】中央線「西荻窪」駅徒歩1 分 
【問い合わせ】☎０３－３３９０－２０４４ 

かきのき教育支援室コンブリオ 
発達障害の小中学生への学習支援。 
【月謝】週1 回（40 分）14,040 円～ 
【場所】西武新宿線「下井草」駅徒歩6 分 
【問い合わせ】☎０３－６９１５－０２０３ 

あのね教室  
学習に困難がある子、不登校の子の学習支援
と居場所作り。 
あのね教室クラス【月謝】1 対２は10,000 円 
不登校shift クラス【月謝】学習コース、居場
所コース共に12,000 円 
【場所】中央線「武蔵小金井」駅徒歩10 分  
【問い合わせ】ホームページから 

朗豊ゼミナール 所沢教室  
発達障害のお子さんへの個別学習サポート。 
【月謝】週1 回（60 分）20,000 円～ 
【場所】西武池袋・新宿線「所沢」駅徒歩5 分 
【問い合わせ】☎０４２－４０１－０９２２ 

LITARICO ジュニア 
学習面、ソーシャルスキル面、行動面など、お
子さんに合った多様なサポートを行います。小
学生～高校生が対象。 
池袋校 ☎０３－５９２８－２３０５ 
【場所】「池袋」駅徒歩3 分 
立川校 ☎０４２－５４８－０８３８ 
【場所】中央線「立川」駅徒歩4 分 

ひまわり学習会 
発達障害・不登校生徒専門家庭教師。 
【問い合わせ】☎０３－５３８０－２５００ 

家庭教師のアーク 
障害児コースあり。 
【問い合わせ】☎０１２０－０５６－９５５ 

 輪郭付き   輪郭なし  画ごとに色を変更 



 

 

子どもにとって本当に必要なことを考えるとき 

 

もし、学校にいけなくなったら 
対人関係で孤立し、学習につまずいて居場所がなくなったとき、 
学校はもはや「行く意味が無い場所」になってしまいます。 

中学校で不登校になるリスクが高いわけ 
●学習面の変化……学習内容が抽象的に。定期試験では長期記憶力が求められる。 

高校受験というあいまいな状況に長時間おかれる。 
●生活上の変化……課題や提出物の管理など自主管理が求められる。 
●対人関係の変化…部活の先輩・後輩など人間関係が複雑になる。 
         遊び中心からコミュニケーション中心へ。 
         状況や関係性、相手の反応に応じた臨機応変な対応が求められる。 
●学校に行かない方がよい場合もあります 
ある日、お子さんが「学校に行きたくない」と言い出したら、家族はびっくりしてしま
うでしょう。しかし、無理に学校に行かせることで、より深刻な二次障害を引き起こし
てしまうこともあります。ストレスを軽減できる方法を考えたり、環境を整えるなどの
配慮をして、それでも難しい場合は学校以外の学びの場や居場所を探しましょう。 
「学校に行けなくても大丈夫」「どこででも学べる」「居場所はいくらでもある」くらい
の気持ちで、お子さんをサポートしてあげてください。 
 

大切なのは二次障害の予防 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

学校に戻ることを支援する機関 
教育センター相談室 
【対象】市内在住の小・中学生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】 
☎２９２４－３３３３ 西武新宿線「新所沢」駅徒歩13 分 
 

健やか輝き支援室  
【対象】市内の学校に在籍する小・中学生 
いじめ、非行問題、怠学、非行による不登校、就学に関する相談を受け付けています。 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】 
☎２９９８－９２３８ 市役所高層棟6 F 

学校以外の学びの場を探す 
●フリースクールとは 
学校に行けない子どもたちの学びの場です。通っているお子さんは、不登校、引きこも
り、発達障害、知的障害など。正規の学校ではなく、個人や NPO 法人などが経営して
います。小中学校に在籍したまま通うことができ、在籍校の校長判断で、出席扱いにで
きることもあります。 
 

●お子さんに合ったフリースクールを探しましょう 
フリースクールには様々なタイプがあります。学習に重点を置いていたり、社会性を身
に付けることに重点を置いていたり、目的も多様です。居場所であることを重視するタ
イプは「フリースペース」と呼ばれることもあります。実際に見学や体験をしてみて、
お子さんが気に入ったかどうか、お子さんに適した環境かどうか、いろいろな角度から
検討しましょう。 

 
 
 
 
 
クウェストに入級を希望するときは 
①まずは面接相談にお申し込みください。 
②お子さんと面接相談を行います。 
③入級の意思があれば体験入級をします。 
④体験の上でお子さんと保護者が入級を希望すれば、
入級打ち合わせ会を行います。 
⑤正式入級 
※面接相談から2 か月程度かかります。 
※年度終了時に退級になります。継続を希望する場合
は、改めてお申し込みください。 
 

健やか輝き支援室いじめ相談専用電話 
いじめホットライン 
☎２９９８－９０９９ 
受付時間：平日8:30～17:00 
※受付時間外は、留守番電話で対応。 
 
中学校卒業後のサポート 
多くのフリースクールには高等部があり、通信
制高校の卒業資格取得を支えるためのサポー
ト校（P27）になります。 
 

高校卒業後のサポート 
継続して自立をサポートするフリースクール
もあります。 
 

NPO 法人フリースクール むさしの学園 
不登校・発達障害・個別の学習支援を必要とし
ている小～高校生、通信教育生徒をサポート。 
個別指導と個別対応グループ指導コースあり。 
【問い合わせ】☎０４８－４８７－０００６ 
東武東上線「志木」駅東口徒歩8 分 
 

発達障害の子どもを対象としたフリースクール 
NPO 法人翔和学園（小学部～大学部） 
学習支援を中心に、仲間と仲良くする力やソー
シャルスキルを身に付けていきます。 
【問い合わせ】☎０３－５３３８－０３３８ 
丸ノ内線「中野坂上」駅徒歩0 分 
ＪＲ「新宿」駅徒歩20 分 
 

NPO 法人 翔和学園大学部 
社会で自立して生きていける実践的な力を身に
つけるための、発達的・教育的支援を行います。 
 

NPO 法人 東京シューレ「シューレ大学」 
☎０３－５１５５－９８０１ 
大江戸線「若松河田」駅徒歩４分 
知る・表現することを自分のスタイルで進める
ことで、自分とは何者かを問い、自分の生き方
を模索する場です。 

■訪問相談 
保護者と校長から申請があり、専門的な
支援を必要と判断された場合、家庭訪問
をして問題の解決のお手伝いをします。 

■電話相談・面接相談 
不登校などお子さんが家庭に引きこも
ってお悩みの方、ご相談ください。お子
さんからの電話相談もできます。 

■クウェスト 
様々な活動を通して自立を促し、学校に戻れるよう
に支援します。主に中学生が対象。 
【開級日】平日 9:30～15:00 

（お子さんの状態によって来所日を設定） 
【内 容】月・水・金曜日：主に集団での活動 

火・木曜日：主に個人での活動 
    キャンプや調理などの体験活動あり 
【費 用】無料・実費自己負担あり 

■面接相談 
学校からの紹介が基本ですが、直接お電
話での相談も受け付けています。 

■大学院生による支援 
学校からの要請により、大学院生が学校
に出向いて心理的なケアをしたり、支援
を行ったりします。 



 

 

 

 

 

 

自分で選ぶことができます 

 

高校進学～いろいろな選択 
義務教育である中学校までとは異なり、学びのスタイルを自分で選択することができます。 
 

選択の自由と責任 
●発達障害のある生徒の高校受験 
一般的な高校で、発達障害の生徒を受け入れると明言している学校はほとんどありませ
ん。しかし、実際にはほとんどの高校に発達障害の生徒が在籍しています。高校受験で
重要なのは発達障害があるかないかではなく、入学試験を突破できる学力があるかどう
か、基本的な社会性が身に付いているかどうかです。発達障害があるというだけで不合
格になることはありません。 
●入学ではなく卒業を目指す 
通信制高校のように、希望すればほぼ誰でも入学できる高校もあります。しかし、基礎
学力と自学自習の力が身に付いていない生徒が通信制高校を卒業するのは簡単なことで
はありません。義務教育ではない高校では中学校までのような手厚い支援を受けられな
いのを前提に、卒業までを見越して進路選択をしましょう。 
 

新しい学びのスタイル 
多様なニーズに対応するために、高校における学び方や通学の仕方は急速に多様化して
います。自分に合った学びのスタイルを見つけてください。 
 

学科による違い 
「普通科」普通教育を主とする学科 
 

「専門科」専門教育を主とする学科 
         ●専門学科 職業教育を主とする学科 

（農業・工業・商業・水産・家庭・情報・福祉・看護など） 
         ●普通系専門学科 普通教育をより高度に拡充させた専門教育を行う学科 
       （理数・体育・音楽・美術・外国語・国際関係など） 
 

「総合科」普通教育と専門的学習である専門教育を総合的に施す学科 
      原則として単位制。2 年次への進級時に進学コースか就職コースかを決定。 
 

教育課程による違い 
「全日制」朝8 時過ぎから午後4 時半程度までの日中に授業を行う 
 

「定時制」●昼夜間定時制 ３部制：朝・昼・夜に授業を行う 
２部制：昼・夜に授業を行う 

     ●昼間定時制  昼に授業を行う 
 

「通信制」自宅や学校が設置する学習センターなどで学び、添削指導および月に数回の
面接指導 （スクーリング）や、試験によって単位を修得する。学力検査によ
る入学者選抜が行われることはほとんどない。 

     ※広域通信制とは、複数の都道府県の生徒が在学する通信制学校のこと 
 
 

 
特別支援学校高等部に進学する 
知的障害特別支援学校は、原則として重度～中
等度の知的障害がある生徒を対象としていま
す。近年、知的障害の程度が軽度の生徒が増え
てきました。その場合は、生徒本人が特別支援
学校への入学を十分に理解・納得していること
が、有意義な学校生活を送るポイントです。 
入学を希望する場合は、学校見学と出願前に各
校で実施する事前相談を受けてください。 
 
県立所沢おおぞら特別支援学校 
校区：東中学校・安松中学校・ 
柳瀬中学校の校区 ※在籍校ではなく住所 
☎２９５１－１１０２ 
 
県立所沢特別支援学校  
校区：上記以外の所沢市 
☎２９９４－８７３３  
 
高等特別支援学校に進学する 
軽度の知的障害がある生徒を対象とした特別
支援学校です。受験する場合は、療育手帳の写
し、もしくは知的障害である旨の医師の診断書
の写しが必要です。 
 
県立特別支援学校さいたま桜高等学園 
☎０４８－８５８－８８１５ 
京浜東北線「北浦和」駅バス２０分 
    
県立川越特別支援学校川越たかしな分校 
☎０４９－２３８－８０５１ 
東武東上線「新河岸」駅徒歩２５分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別支援学校は、 
就労に向けての訓練と実習、
サポートが充実しています。 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

学年による区分の有無による違い 
 
 
 
 
 

特色ある国公立高校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高校卒業をサポートする学校 
●サポート校 
通信制高校に通う生徒が3 年間で確実に卒業できるように支援する学校です。予備校や
学習塾が運営していることが多く、学校教育法が適応されない無認可校です。入学資格
が「通信制高校に在籍する生徒」などと決められていることがほとんどです。 
●技能連携校 
通信制の高校に通う生徒が専門的な技能の授業を受け、技術を身に付けられる学校です。
美容、理容、製菓や調理、ファッション、音楽など、様々な分野にわたります。通信制
高校の卒業と技能連携校の卒業を同時に獲得することができます。 
なお、技能連携校は、都道府県教育委員会の認可を受けています。 

 
 
 
 
 
特別支援学級から高校を受験する 
公立高校の受験は可能です。なるべく早い時期
に中学校の学級担任に相談してください。私立
高校はそれぞれ対応が異なるので、個別にお問
い合わせください。 
 

義務教育を修了できていない場合 
義務教育を修了していなくても高等学校への
入学は可能です。中学校卒業程度認定試験を受
験し合格した上で、高等学校の入学者選抜試験
を受験することができます。 
【問い合わせ】 
埼玉県教育委員会小中学校人事課 
☎０４８－８３０－６９３５（代表） 
 

埼玉県内の技能連携校 
東京西武学館高等部 
☎２９２６－０２２４ 
西武新宿線「航空公園」駅徒歩6 分 
不登校や学力不振に特化した教育機関の草分け
的な存在。発達障害の生徒も受け入れています。 
 

むさしの高等学院 
☎０４８－４８７－０００６ 
東武東上線「志木」駅東口徒歩10 分 
不登校・発達障害の生徒を受け入れています。
個別対応指導。社会的自立を目指したスキルを
学ぶことができます。 
 

星槎学園高等部大宮校 
☎０４８－６６１－１８８１ 
宇都宮線「土呂」駅 徒歩８分 
「生徒一人ひとりが自らの可能性を発見し、自
分なりに最大限発揮できる環境を提供する教
育」がモットー。 
 

浦和高等学園『URAZONO』 
☎０４８－８１３－５８０３ 
京浜東北線「浦和」駅東口徒歩12 分 
本当の意味での少人数・個別指導で、パソ
コン関連資格取得を全力でサポート。 

●学年制と単位制の併用 
学年ごとに課程修了の認定がされてか
ら次学年の課程に進む方式。認定され
なければ留年となる。一般的な高校。 

●学年制と単位制の併用 
学年による教育課程の区分を設けない
方式。必要な単位を修得すれば卒業で
きる。 

多部制総合学科の単位制高校 
「パレットスクール」 
埼玉県特別支援教育体制整備事業 
「高校における発達障害のある生徒への相談
支援体制づくり」のモデル研究校でした。 
 
（単位制・総合学科・昼夜間2 部制） 
県立狭山緑陽高等学校 
☎０４－２９５２－５２９５ 
情報ビジネス・健康福祉・国際教養・総合サ
イエンスの4 つのコースから選択します。 
西武新宿線「狭山市」駅バス７分 
 
（単位制・総合学科・３部制） 
県立戸田翔陽高等学校 
☎０４８－４４２－４９６３ 
福祉・ビジネス・国際教養・自然科学の4 つ
の科目群があり、それぞれの特色に合わせた
総合選択科目と、興味関心に合わせて選べる
自由選択科目があります。 

埼京線「戸田」駅徒歩５分 

 

県内唯一の公立通信制高校 
（単位・通信・昼間定時） 
県立大宮中央高等学校 
３つの課程から自分に合った学習形態を選
んで応募することができます。 
●通信制の過程 
☎０４８－６５２－６４８１ 
●単位制による通信制 
●単位制による定時制 
☎０４８－６５３－１０１０ 
ニューシャトル「鉄道博物館」駅徒歩１０分 
 
特別支援教育を推進する国立大学附属高校 
（単位制・総合学科） 
筑波大学附属坂戸高等学校 
☎０４９－２８１－１５４１ 
進路・興味・関心に沿った科目を選択し自主
的に学習するシステムの学校です。いろい
ろな生徒がそれぞれの能力を発揮して活躍
しています。平成１９年度・２０年度の文部
科学省の指定を受け「高等学校における発
達障害支援モデル事業」にも取組みました。
入学を希望する場合は入学試験前に就学相
談を受けてください。就学相談で高校生活
が可能かどうかの話し合いをします。その
上で入学試験に挑戦していただきます。 
東武東上線「若葉」駅徒歩８分 



それぞれのライフスタイルで選んでいく 

 

子どもの「育ち」を支援する 
共働きや様々な事情により、日中留守になるご家庭や、週末、夏休みなどの長期休暇に 
安心して過ごすことができる場やサポートを利用することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

ほうかごところ 
一部の学校では、学校施設を子どもたちの遊び場や学びの場として提供する「ほうか
ごところ」を実施しています。スタッフは見守りを行いますが、原則として個別の支
援を行いません。個別の支援が必要なお子さんは、保護者の付き添いが必要です。 

児童館生活クラブ 

市内 12 か所、全ての児童館に設置されています。保
護者が就労などで昼間家庭にいないお子さんが、放
課後や長期休みを過ごすことができます。 
【対  象】小学校 1～6 年生（1～3 年生優先） 
【開設時間】平日：授業終了後～18:30 

学校休業日：8:00～18:30 
【保 育 料】月額 10,000 円 
 
障害のあるお子さんの受け入れ 
青少年課「児童館生活クラブ障害児入会審査会」で審
査があります。毎年秋ごろ、次年度の募集がありま
す。 
【問い合わせ】青少年課 ☎２９９８－９１０３ 
 
学童クラブ 
障害のあるお子さんの受け入れは応相談。 
【開設時間・保育料】 
クラブによって異なります。 

所沢市ファミリー・ 
サポート・センター 

小学生までのお子さんを養育している方に、育児支
援をしたい方（援助会員）を紹介しています。あら
かじめ登録が必要です。印鑑・母子手帳・健康保険
証をお持ちの上、センターへお越しください。お子
さんに発達障害があって支援が必要な場合は登録
時にご相談ください。経験のある援助会員を紹介す
るなど、配慮できる場合があります。 
【謝   礼】謝礼として 1 時間 700 円～800 円 
【問い合わせ】☎２９２１－００７０ 

平日 8:30～17:00 
【場所】こどもと福祉の未来館 
西武新宿線「新所沢」駅徒歩 5 分 
「航空公園」駅徒歩 10 分 

放課後等デイサービス 
放課後や長期休みに障害のある小学生～高校生の療育や訓練を行い、自立を促進します。利用方
法は障害福祉サービス（P46）を参照。事業所の一覧は市 HP「障害児通所支援案内」をご確認く
ださい。 



子どもの可能性を広げる多彩なプログラム 

 

子どもの「成長」を支援する 
行政サービスや福祉サービス以外にも、療育や特別支援教育、音楽、遊び、運動など 
地域には様々な取組みがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼玉 YMCA 所沢センター 

特別支援プログラム 
発達障害の小～高校生・大学生を対象にした 
特別支援のプログラムがあります。 
●社会性支援クラス 
小集団の中で、聞く姿勢、発表の仕方、相談ス
キル、ゲームのルール理解など、仲間と共に楽
しく学ぶクラス。 
【活動日】週１回 木・金曜日 
【手続き】面談と入会前検査が必要です。 
 
●ソーシャルスキルアップサポート 
月 1 回の野外レクリエーション活動 
【活動日】毎月 1 回 
 
●スイミングクラス・体操クラス 
発達障害のお子さんを対象とした各種クラス 
【活動日】週 1 回 
【問合せ】 ☎０４－２９３９－５０５１  
【開館時間】月～土：9:00～22:00 

日：11:00～17:00 
【場所】西武池袋線「小手指」駅北口徒歩 7 分 
※浦和& 川越センターにも同様の支援プログ
ラムがあります。 

NPO 法人彩星学舎キッズ☆シリウス 

小学校 3～6 年生による異年齢集団での活動により、体験
しながら学ぶ特別支援教育カリキュラム。 
【問合せ】 
☎０４８－８８４－１２３４ 
Mail：saisei@saisei.jp 
京浜東北線「北浦和」駅バス 15 分 

東京 YMCA 西東京コミュニティセンター 
特別支援プログラム 

発達障害の小～高校生を対象にした特別支援プログラム。 
●ASCA クラス／ソーシャルスキルトレーニングクラス 
【活動日】週 1 回 土・日曜日 
●Smile すみれ／月 1 回のレクリエーション活動 
【問合せ】 ☎０４２－５７７－６１８１ 
【場所】中央線「国立」駅南口徒歩 3 分 
※山の手コミュニティーセンターにも支援プログラムが
あります。☎０３－３２０２－０３２１ 
西武新宿線「高田馬場」駅徒歩 10 分 

株式会社 スペクトラムライフ 

自閉症スペクトラム（ASD）を中心とした発達に個性のあるお子さんに、国内
外最先端の方法論を用いた療育や支援を行います。 
●療育事業「早期療育すれい」「学童療育スラップ」 
●学校や園の先生方に対する事業「訪問支援ＳＬアウトリーチ」 
 ※上記 3 事業の利用方法は障害福祉サービス（P46）を参照 
●お子さんに対するアセスメント事業「ＳＬアセスメント」 
●ご家族に対する事業「療育相談びーこん」「ＳＬセミナー」 
【場所】西武新宿線「航空公園」駅より徒歩 10 分・所沢警察署向かい 
【問合せ】ホームページ http://spectrum-life.com/ から 

mailto:saisei@saisei.jp
http://spectrum-life.com/


TEENS( ティーンズ ) 
発達に凸凹のあるお子さん向けの 学習支援＆お仕事体験 
発達障害に特化した就労支援サービスを行う Kaien が運営する放課後等デイサービス。利用
方法は障害福祉サービス（Ｐ49）を参照。平日は学習・生活支援で 20 歳までのお子さんを
対象にスモールステップで指導。週末は商品管理やマーケティング・販売などのお仕事体験
をしながら、強みを伸ばし弱みの克服を目指します。 
【場所】西武新宿線「高田馬場」駅徒歩 10 分 
【問い合わせ】Mail：teens@teensmoon.com 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

ハートハートプロジェクト 

フットサルを通じて一歩ずつ世界を広げよう！発達障害やその傾向にある子どもたちときょうだい・ご家族
を対象に、フットサルを中心とした交流プログラム「ハートキッズ」を開催しています。スタッフは学生＆
社会人、会場は所沢市民体育館など新所沢駅周辺です。 
【ハートキッズ会員募集】メールまたは公式サイトよりご連絡ください。 
【参加の方法】会員メーリングリストと公式サイトにて開催のご案内をします。お好きなイベントに合わせ
てお申込み下さい。費用は参加費（実費）のみです。 
【問い合わせ】Mail：info@hhpj.me  web サイト：https://hhpj.me 

佐井音楽教室 
音楽を楽しむことをあきらめないでください。お子さ
んから大人の方まで、発達障害の方のためのオーダー
メイドレッスン！ 
【費用】1 回 30 分 年間 42 回 月 8,000 円 
※発達障害の方は、NPO 法人テクノシップチャリテ
ィーコンサートからの寄付により月謝 5,000 円に軽減
されます（定員あり） 
【問合せ】佐井音楽教室（東所沢） 
     ☎２９４５－０６４５   
   Mail：skayoko@fa2.so-net.ne.jp 

ぽっぷこーん 
早稲田大学ボランティアサークル Man-vo.の学生
さんたちがめいっぱい遊んでくれます。会場は特
別支援学校ですが、特別支援学級や通常学級に在
籍する子もいます。ぜひ、遊びにきてください！ 
【日時】毎週水曜日 15:30～17:00 

毎月第１土曜日 10:30～12:00 
【場所】所沢特別支援学校のグラウンドや体育館 
【問合せ】Twitter のみ 

TAIKO-LAB 所沢 
●チャレンジドクラス（障害児者向け） 
【活動日】金曜日 17:40～18:40 
【費用】月 3 回 8,100 円 
【場所】スタジオ・サウンドショット 

西武池袋線「小手指」駅徒歩 7 分 
【問合せ】 ☎２９６８－３７５５ 9:00～19:00 
Mail：taiko-lab-tokorozawa@sato.email.ne.jp 

mailto:teens@teensmoon.com
mailto:info@hhpj.me
https://hhpj.me
mailto:skayoko@fa2.so-net.ne.jp
mailto:taiko-lab-tokorozawa@sato.email.ne.jp


 
 
 
 

自分らしく生きていくために 

 
 

通常の教育を受け、 
普通の社会人になることを目指し、 
日々努力を重ねてきた発達障害の人にとって、 
障害者として就労支援を受けるのは 
すぐには受け入れがたいことかもしれません。 
 
学校では何の問題もなくやってこれたから大丈夫。 
本当にそうでしょうか？ 
実際は、周囲のさりげない配慮や支援を 
受けていたのではないでしょうか？ 
 
学校と職場は違います。 
 
「指示がなければできない」 
 
そんな発達障害の特性ひとつが、 
就労には決定的なネックになります。 
 
発達障害の人の就労には支援が必要です。 
安定した就労のためには、就労後の継続的な支援も不可欠です。 
 
発達障害者として就労支援を受けましょう。 
特性と仕事のマッチングがうまくいけば、 
障害ではなくなるのが発達障害。 
 
ほんの少しの配慮と支援で、 
持っている力を十分に発揮できるのが発達障害です。 



 

 

 

あなたに合った働き方を見つけてください 

 

働くカタチいろいろ 
障害に配慮された環境で働きたい、自分のペースで働きたい・・・ 
障害の特性が一人ひとり異なるように、働き方もいろいろあります。 
 

どんな働き方をしますか？ 
●障害者として働くことができます 
知的な遅れのない発達障害の人も精神障害者保健福祉手帳を取得できるようになり、制
度上は「精神障害者」として障害者雇用による就労ができるようになりました。働き方
の選択肢は広がっています。 
●就労支援を受けましょう 
就職自体は比較的簡単にできることがあるものの、離職率が非常に高いのも現実です。
発達障害に理解と配慮のない職場で働き続けるということは、簡単なことではありませ
ん。うまくいかないと感じたら、方向転換する勇気も必要です。 
●就職できるかではなく継続できるか 
どのような働き方を選択しても、何らかの就労支援を受けた人は支援を受けなかった人
に比べて定着率が高く、安定した就労につながっています。就労支援は、障害者手帳を
持っていなくても医師の診断書があれば受けられます。 
 

選べる雇用スタイル  
 
●障害のある人の働き方、その選択肢 

一般就労 
通常雇用 ・職場に障害を開示せずに働く 

障害者雇用 
・通常の職場で配慮を受けながら働く 
・障害者のための特例子会社で働く 

福祉就労 
雇用型 ・就労継続支援事業所A 型 

非雇用型 ・就労継続支援事業所B 型 
 
●障害者雇用と通常雇用のメリット＆デメリット 

 障害者雇用 通常雇用 

メ
リ
ッ
ト 

・失敗は障害特性による= 責められない 
・仕事をする上で配慮がある 
・就労支援や福祉制度を利用できる 
・職場内に相談できる人がいる 
・職場で支援機関の支援を受けられる 

・求人がたくさんあり仕事を見つけやすい 
・頑張り次第で職種・職域に制限がない 
・対等に扱ってもらえる（特別と感じない） 
・障害者雇用に比べて給料が高いことが多い 

 
デ
メ
リ
ッ
ト 
 

・精神障害者保健福祉手帳による障害者
雇用は求人が少ない 
・就職活動に時間がかかることがある 
・職種・職域が限定されている 
・特別な扱いと感じることがある 
・有期の契約が多く給料が安いことが 
多い 

・失敗は能力の無さ= 責められる 
・慣れると仕事の量・役割が増えていく 
・就労支援や福祉制度が利用できない 
・職場内に相談できる人がいない 
・職場で支援機関による支援を受けられない 
・カミングアウト= 経歴詐称とされる 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
障害者雇用による就職とは 
障害者の雇用を促進するための制度です。民間
企業や地方公共団体は、「障害者の雇用の促進
等に関する法律」に基づいて、一定割合以上の
身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用す
る義務があります。この一定の割合が「法定雇
用率」です。障害者手帳を所持していると、こ
の「法定雇用率」に算定されるため、就労が有
利になります。 
 
 
【法定雇用率】 
◆一般民間企業 
（常用労働者45.5 人以上）2.2％ 
◆国・地方公共団体・特殊法人2.5％ 
◆都道府県等の教育委員会2.4％ 
※短時間労働者（20 時間以上30 時間未満）は
1 人を0.5 人として計算。 
 
 
障害者雇用について知るためのサイト 
「ATARIMAE プロジェクト」 
運営：社団法人「ATARIMAE プロジェクト」 
「障害者の仕事チャレンジ」 
運営：埼玉県産業労働部雇用労働課 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

働き方を選ぶときのポイント 
発達障害の人の就労で課題になるのは、知識や技能ではなく社会人としての基本的 
なスキルです。通常であれば、成長に伴って自然に身に付いていくような常識やスキ 
ルが身に付いていないところに課題があります。特に、通常の教育機関を卒業した 
人は、特別支援学校などの専門の教育機関を卒業した人に比べてこれらのスキルが 
低い傾向にあります。基本的なスキルが身に付いているかどうかは、働き方を選ぶ 
ときのポイントになります。 
働くために必要な基本的なスキル 
 ☑身だしなみが整っている       ☑挨拶・場面に合ったおじぎができる 
☑敬語・丁寧語を適切に使える    ☑自分が悪くなくても謝ることができる 

 ☑報告・連絡・相談ができる       ☑質問のタイミングを計ることができる  
 ☑緊急な電話連絡ができる        ☑メモを５W 1 H で取れる 
 ☑頼まれた仕事を最後までやれる  ☑仲間と協力しながら作業できる 
 ☑時間・金銭・健康管理ができる 
 

障害に理解と配慮のある環境で働く 
障害者雇用/ 特例子会社で働く 
企業が障害者の法定雇用率を満たすために設立・経営している子会社です。会社は“特例” 
ですが、通常の会社に雇用されることに違いはありません。障害への配慮が整っている
ことが多く、障害者雇用で通常の事業所に就職するよりも、さらに働きやすい環境です。
最近は、発達障害の人を積極的に採用する会社も増えてきました。 
福祉就労/就労継続支援事業所で働く 
一般就労が難しい障害者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて知識と能力の向上に必
要な訓練を行う事業所（作業所）です。障害福祉サービスのひとつで利用申請（P46）が必要です。 
利用期間の制限はありません。就労の最初のステップとして利用することもできます。 

 
 
 
 
 

 
在宅で働く 

 
●求められる高いスキル 
ＩＴ技術の発達と高速通信網の整備により、通勤やオフィスでの勤務が難しい人でも、
自宅などで働けるようになりました。しかし、在宅勤務には高い技術とコミュニケーシ
ョン力、厳しい自己管理が求められます。求人は通常雇用にも障害者雇用にもあります
が、どちらも狭き門であることは確かです。 
●働き方の２つのタイプ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
就労継続支援A 型事業所 
エバーグリーン所沢 
☎２９６８－９７０５ 
イーネクスト所沢センター 
☎２９４６－８４３１ 
トコロ陽だまり 
☎２９４１－２９４５ 
きぼう工房 
☎２９９０－５５０２ 
障がい者ワークステーション風 
☎２９４２－３６００ 
 
就労継続支援B 型事業所 
所沢どんぐりの家 
☎０５０－３７６１－４３４７ 
ワークみどり 
☎２９２８－５５１６ 
飛行船 
☎２９４１－３０７６ 
しのひカルミア 
☎２９２４－４０５９ 
スキップ 
☎２９２２－３４３９ 
森のとうふやさんの手作り菓子工房 
☎２９３６－６００１ 
aloha 所沢 
☎２９３５－４８６３ 
aloha 所沢ウエスト 
☎２９６８－９４８６ 
所沢みらい図 
☎２９６８－７７２４ 
 

就労継続支援A 型事業所 
雇用契約に基づく就労が可能な場合。
事業所と雇用契約を結び、原則として
最低賃金が保障される“雇用型”。 

就労継続支援B 型事業所 
雇用契約に基づく就労も困難な場合。
事業所と雇用契約を結ばず、利用者が
比較的自由に働ける“非雇用型”。賃金
はあっても少額です。 

在宅就労 
個人事業主として依頼者と業務委託
契約を交わす。報酬は出来高によって
決まる。 

在宅雇用 
企業と雇用契約を交わし、その企業の
社員（在宅ワーカー） として働く。 

学校生活で大切なのは 
清掃や委員会・係の仕事です。 
責任感を持って取り組むことで 

就労に必要なスキルが 
身に付きます。 



 

 
 

 

就労したいと思うけれど、何から始めたら良いでしょう 

 

働く準備はできていますか？ 
生活のリズムができていなかったり、体力が十分でなかったり、対人関係に不安があったり・・・ 
働きたくても働ける状態ではないことがあります。まずは、就労に挑戦できる態勢を整えましょう。 
 

不登校、ひきこもりなどで仕事をしていない期間がある場合 
●生活のリズム作りから始めましょう 
就労支援は支援期間が決まっていることが多く、生活のリズムができていないと、リズ
ムを作っているうちに支援期間が終わってしまうことがあります。 
支援を有効に活用するためにも、まずは生活のリズム作りから始めましょう。毎日決ま
った時間に出勤できる、決められた時間だけ働くことができる。それは、働く上で最低
限必要な条件です。 
 

精神科デイケアを利用する 
●精神科デイケアとは 
生活リズムを整えながら社会参加を目標に訓練する場所です。 
レクリエーションや料理、創作、スポーツ、外出などのプログラムを通じて仲間との交
流を図り、集団活動に慣れていきます。 
プログラムはデイケアによって異なります。発達障害を専門にしているデイケアは少な
くいため、一般的な精神科デイケアで居心地のよいところを探すのがよいでしょう。 
 
●利用の仕方 
精神科がある医療機関が運営しています。 
医療機関を受診し、主治医によりデイケアの利用が適切と判断されると利用することが
できます。 
利用料は医療保険の対象となり、自立支援医療（精神通院医療）制度を利用することで
自己負担が3 割から1 割に軽減されます。精神科デイケアを利用する際はぜひ利用しま
しょう。 
 

発達障害者向け精神科デイケア 
所沢からは遠方になるため、生活のリズムができていない利用者にとっては、通うこと
自体が大きな負担になることもあります。その点を踏まえた上で利用を検討してくださ
い。 
昭和大学附属烏山病院/ 発達障害専門プログラム（デイケア） 
【対象】烏山病院を受診中で、主治医が必要と認めた方 
【外来予約】発達障害予約センター 
☎０３－３３０８－９２１２ 
新規受付は不定期・受付日時は HP で確認 
京王線「千歳烏山」駅徒歩 10 分 中央線「吉祥寺」駅バス 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
デイケアには４タイプあります 
実施の時間帯によって呼び方が違います。 
 
デイケア 
午前から午後まで昼食をはさみ6 時間が利用
時間になります。 
ショートケア 
午前または午後のみの 3 時間で食事はありま
せん。短い時間から始めたい方に向いています。 
ナイトケア 
夕方から夜にかけて食事をはさみ 4 時間が利
用時間です。 
デイナイトケア 
多くの施設でデイケアとナイトケアを合わせ
た形で10 時間の利用時間になります。 
朝昼晩 3 回食事が提供されることがあります。 
 
 
所沢市内の精神科デイケア 
 
航空公園クリニック 
☎２９２８－６２６５ 
喜多町5－13 パークサイドビル2・3 F 
 

所沢メンタルクリニック 
☎２９４０－０６３６ 
東住吉9－5 あらいビル3 F 
 

所沢神経クリニック 
☎２９２６－５６８１ 
日吉町2－4 リエート所沢4 F 
 

所沢慈光病院 
☎２９２２－２９９０ 
北中1－228 



 

 

 
 
 
 

地域活動支援センターを利用する 
地域生活支援事業のひとつ。障害のある18 歳以上の方を対象として、社会で自立して

生きていく力を伸ばすために様々な活動を行っています。発達障害の方が利用できるの
は6 センター。 自分で見学や体験をしてみて、楽しく過ごせそうなセンターを探してく
ださい。特定の曜日・時間・プログラムだけの参加もできます。利用の相談は各センタ
ーにお問い合わせください。 
 

発達障害の方が利用できる地域活動支援センター 
 
「所沢こぶしの家」（所沢しいのき会） 
【主な活動】オープンスペース、家事援助等の訪問、各種レク企画、役所等への同行 
【開所日時】月～金 9:00～18:00 

☎２９９３－０６１５ 所沢駅徒歩7 分  
 
「しのひ」（颸埜扉） 
【主な活動】居場所、相談、面談、自分を磨くためのミーティング、行事等 
【開所日時】火～土 10:00～17:00 

☎２９２４－４０５９ 西武新宿線 新所沢駅・西武池袋線 小手指駅徒歩15 分 
 
「ドゥークル」（NPO 法人バリアフリーアートの会わーくぽけっと） 
【主な活動】 表現活動、生産活動、家事訓練、職業体験、イベント企画 
【開所日時】月～火・木～土 9:30～15:30 

☎２９２６－６３６９ 西武新宿線 新所沢駅徒歩10 分 
 
「飛行船2 号」（エヌピーオーいずみ） 
【主な活動】リサイクル店舗、オープンスペースでの語らい、季節の行事等 
【開所日時】月～金 9:00～18:00 

☎２９２６－０１０８ 西武池袋線 新所沢駅徒歩７分 
 
「あるこ」（インターメディカル） 
【主な活動】生活相談・就労支援・生活能力向上のための仲間づくりの場。 
【開所日時】月～水・金～土 9:00～17:00 

☎２９３６－８７５７ 西武新宿線「航空公園」駅徒歩3 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
所沢市以外（近隣の）精神科デイケア 
 
狭山ヶ丘病院 
☎２９５９－３２９５ 
狭山市水野1026 
 
松風荘病院 
☎２９６２－３０９１ 
入間市東藤沢5-9-2 
 
山﨑病院 
☎０４２－４９１－２７１１ 
東京都清瀬市竹丘3-4-25 
 
吉森クリニック 
☎０４２－４９５－９５１１ 
東京都清瀬市松山1-12-14 
 
三恵病院 
☎０４２－３９１－３０３５ 
東京都東村山市青葉町3-29-1 
 
多摩あおば病院（デイ・ナイトケア） 
☎０４２－３９３－２８８１ 
東京都東村山市青葉町2-27-1 
 
国立精神・神経医療研究センター病院 
☎０４２－３４１－２７１１ 
東京都小平市小川東町4-1-1 
 
 
 
 
デイケアでは物足りなくなったとき 
生活のリズムが整ってくると、デイケアでは物
足りなくなってくるでしょう。「地域活動支援
センター」を利用すれば、よりアクティブな活
動に取り組むことができます。「就労継続支援
B 型事業所」を利用して、自分のペースで働き
ながら就労準備を進めることもできます。 
 
 
 

ワンポイント 



 

 

 

働く準備が整ったと思ったら、何から始めますか？ 

 

まずはハローワークに行きましょう 
ハローワークは各種就労支援サービスを利用する際の窓口でもあります。 
働く準備が整ったら、ハローワークに行きましょう。 
 

ハローワークの利用の仕方 
●障害のある人の就労を支援するのは「専門援助窓口」 
ハローワークには一般相談窓口と専門援助窓口があります。障害のある人が求職活動か
ら就労後にわたって手厚いサポートを受けられるのは、専門援助窓口です。 
●初めの一歩は「一般相談窓口」でも大丈夫！ 
戸惑って当たり前。迷っても大丈夫。あなたの状態に合わせ
て、適切な支援が受けられる窓口をアドバイスしてもらえ
ます。専門援助窓口を利用するかどうか、それから決めても
かまいません。 
 

専門援助窓口を利用してください 
発達障害ナビゲーターがお手伝い 
ハローワーク所沢の専門援助窓口には、埼玉県に3 名しかいない、「発達障害ナビゲータ
ー」が配置されています。障害特性に配慮しつつ、きめ細かく発達障害の方の就職をサ
ポートします。発達障害の方は、サポートさえあれば通常雇用が可能な方がたくさんい
ます。専門援助窓口を利用したら障害者雇用しかない、というわけではありません。む
しろ、可能性は広がります。 
専門援助窓口の利用の仕方 
障害者として最初に求職登録する専門援
助窓口は、居住地のハローワークです。相
談、職業紹介は全国どこのハローワーク
の専門援助窓口でも可能です。登録して
いる居住地のハローワークと連携して支
援します。 
 
 
【問い合わせ】 
ハローワーク所沢 ☎２９９２－８６０９ 利用時間：平日8:30～17:15 
西武新宿線 航空公園駅 東口徒歩10 分 
 

在学中からキャリア相談 
●分かっていますか？働く意味 
通常の教育機関を卒業した発達障害の人は、学校におけるキャリア教育が十分ではなく、
就労に対する意識や知識が不足していることがあります。キャリア相談できる機関を利
用して、在学中から就労準備を進めましょう。 
●高校生のキャリア相談 
高校生の就労支援は原則として学校が行います。支援が必要な場合は、学校の先生と一
緒にハローワーク所沢に来てください。障害のあるなしに関わらず、高卒就職ジョブ・
サポーターが学校と連携しながら支援します。 
 

 
 
専門援助窓口 
Ｑ：一人で行くのは不安です。誰かと一緒に行
ってもいいですか？ 
Ａ：支援センターの人や、学校の先生、家族、
友だちなどと一緒に来ても大丈夫です。 
 
Ｑ：持ち物は何か必要ですか？ 
Ａ：すでに精神保健福祉手帳や医師の意見書、
発達障害の診断書を持っている方は持ってき
てください。他にも、「サポート手帳」や「教
育支援プラン A・B」、これまでの支援の記録、
各種検査結果（ＷＡＩＳなど）があると相談が
スムーズです。 
 
Ｑ：何を話せばいいのでしょか？ 
Ａ：どんな仕事をしたいか、どれくらい働ける
か（１日に何時間、週に何日）、あなたの希望
を話してください。その他にも働く上で心配な
ことがあれば（毎週金曜日に病院には行く必要
がある、朝はどうしても起きられないので午後
からの仕事をしたいなど）、ありのままを話し
てください。 
 
 
 
就労には「一般枠」と「障害者雇用枠」があり
ます。「障害者雇用枠」に応募する場合には精
神障害者保健福祉手帳が必要です。 
それぞれに特徴があります。自分の障害や体力
などの様子に合った働き方を選択することが
大切です 

 
障害者雇用枠による就職 
障害者の雇用を促進するために、一般企業等は
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づ
いて、一定割合以上の障害者を雇用する義務が
あります。この一定の割合が法定雇用率です。
障害者手帳を所持していると、法定雇用率に算
定されます。 
 
 
 

【求職登録には下記のいずれかが必要です】 
●精神障害者保健福祉手帳 
●医師の意見書 
 所定の書式があります。 
●発達障害の診断書 
 所定の書式はありません。 
 

※これらがなくても相談はできます。 
まずはご相談ください。 

Ｑ＆Ａ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

埼玉新卒応援ハローワーク 
若者の就職を支援するハローワーク。 
専任ジョブサポーターが就職活動を個別にサポ
ートします。 
【対象】 
大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修
学校などの学生や、卒業後未就職（卒業後 3 年
以内）の方 
【問い合わせ】 
☎０４８－６５０－２２３４ 
利用時間：平日8:30～17:15 ＪＲ「大宮」駅徒歩5 分 
 

ヤングキャリアセンター埼玉（ジョブカフェ） 
埼玉県がハローワークと連携して行うワンストップサービスセンター（通称ジョブカフ
ェ）です。自分に向いている仕事がわからない、そろそろ定職に就きたい、就職が決ま
らないまま卒業してしまった、転職について悩んでいる、そんなあなたの就職活動を支
援します。 
就職相談（要予約） ☎０４８－８２６－５９３１ 
経歴や資格などを伺い、その人に合った適職や履歴者の書き方のアドバイスなど、効果
的な就職活動に向けてお手伝いします。 
心理カウンセリング（要予約） ☎０４８－８２６－５９３１ 
就職相談を利用した方で、コミュニケーションが苦手で就職活動に踏み出せない方、就
職活動がうまくいかず精神的につらい思いをされている方などが、心理カウンセリング
を受けられます。 
セミナー（要予約） 
新卒応援セミナーや応募書類の書き方、面接対策など、就職活動の基本が学べるセミナ
ーを毎月開催しています。 
 

【対象】就業を希望する39 歳以下の方正社員経験の少ない44 歳以下の方（学生を含む） 
【問い合わせ】 
☎０４８－６０１－２２２５  利用時間：平日10:00～19:00 

土曜日10:00～17:00 
京浜東北線「さいたま新都心」駅徒歩5 分 
 

若者自立支援センター埼玉（かわぐち若者サポートステーション併設） 
対人関係が苦手で就活に自信がない、なかなか内定がもらえない、ブランクが長くてき
っかけがつかめない…。そんな、「働きたいのに働けない」状態から抜け出すお手伝いを
します。 
【対象】15 歳～39 歳までの若者と保護者。 
通院中の方は医師の就労許可が必要。 
【問い合わせ】 
☎０４８－２５５－８６８０ 
利用時間：9:00～16:30 
京浜東北線 川口駅徒歩5 分 

 
 
 
 
都内に通学している方にオススメ 
東京新卒応援ハローワーク 
☎０３－５３３９－８６０９ 
利用時間：平日10:00～18:00 
土曜日（第１・３）10:00～17:00 
JR「新宿」駅西口徒歩約10 分 
大学等（大学・大学院・短大・専修学校）卒業
予定者の方、卒業後おおむね３年以内の方を対
象とした専門のハローワークです。 
学校や関係機関と連携して発達障害やコミュ
ニケーションが苦手な方等の就職活動をサポ
ートします。 
 
 
 
 
障害の開示と非開示は、どちらが良い？ 
 
それぞれメリット、デメリットがあります。 
就労支援の担当者や利用施設、相談機関の職員
と相談をして決めましょう。 
 
●開示するメリット 
障害者枠の求人に応募することができる。 
面接に支援者が同行できる。 
ジョブコーチや助成金制度が利用できる。 
仕事内容や仕事時間に配慮してもらいやすい。 
通院日や体調が不調な場合休みやすい。 
支援者が会社訪問して間に入ってもらえる。 
障害のことを隠す必要がない。 
（勤務時間帯の服薬がしやすい、平日の通院に
ついて隠す必要がない） 
 
●開示しないメリット 
給料等の条件面で他の従業員と同等の扱い。 
求人の数が多く、希望の仕事を見つけやすい。 
 
 
 
 

オーダーメイド支援だから安心 
●適正／適職検査の実施 
●全国の求人を提供 
●応募書類の添削 
●模擬面接の実施 
「LINE＠」 を使って、企業説明会や面
接会などのイベント情報や、就職活動に
役立つ情報を知ることができます。 

■キャリア相談 
■こころの相談 
■コミュニケーション講座ワーク 
■しごと場体験・しごと場見学 
その他パソコン基礎講座、就職講座 

ワンポイント 



 

 

 

 

仕事を見つけて終わりではありません。就職後のサポートも大切です 

 

就労をサポートするところ 
発達障害のある人を対象とした施設も増えています。 
それぞれの特徴や得意分野が異なります。まずは相談に行きましょう。 
 

埼玉障害者職業センター 
●就職前後を通して支援します 
病気や障害によって職業的なハンディキャップのある方に、就職活動や職場復帰、雇用
継続などの支援を行う、職業リハビリテーションの専門機関です。高齢・障害・求職者
雇用支援機構が運営しています。 
●ジョブコーチ支援事業 
職場で力を発揮できるように、職場で個別支援を
行います 
●発達障害者の就労支援カリキュラム 
・問題解決技能トレーニング 
・職場対人技能トレーニング 
・リラクゼーション技能トレーニング 
・マニュアル作成技能トレーニング 
就労支援カリキュラムでは、プログラムに取り組みながら自分の特性を振り返り、自分
をナビゲート・導くための資料『ナビゲーションブック』を作成します。自分の障害特
性を理解するプロセスになっています。3 か月のプログラムで、見学や体験もできます。 
【問い合わせ】 
◆埼玉障害者職業センター 
☎０４８－８５４－３２２２ 
利用時間：平日8:45～17:00 埼京線「南与野」駅西口下車 
バス「埼玉大学」行、終点下車・徒歩13 分 
◆埼玉障害者職業センター職業準備支援室 
☎０４８－８７２－１３００ 武蔵野線「武蔵浦和」駅西口徒歩10 分 
 

ところざわ就労支援センター 
●就労のニーズがある限り支援します 
「働きたい」「働き続けたい」と思っている障害のある方へ、就職へ向けた支援と職場定
着に向けた支援を行っています。所沢市の委託を受けて、所沢市社会福祉協議会が運営
しています。お気軽にご相談ください。 
●フットワーク軽い柔軟な支援が特徴 
■職場体験実習や職場見学 
■採用面接の練習、面接の同行 
■ジョブコーチや相談・職場訪問による 就労継続支援 
【支援対象】 次の3 つすべてを満たす方 
①所沢市内に在住 
②障害者手帳を所持しているもしくは発達障害で医師の診断書がある 
③就労意欲がある 
【問い合わせ】 ☎０４－２９２１－９２００ 

こどもと福祉の未来館1 F・「新所沢」駅徒歩10 分 
予約してお越しください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職生活のスタートを支える制度 
発達障害の人は、不安が大きかったり慣れるの
に時間がかかったり、就職してすぐ週 20 時間
以上の（障害者雇用率の対象となる）勤務が難
しいことがあります。そのため、スムーズなス
タートを支える制度があります。 
 
精神障害者ステップアップ雇用 
職場への適応状況に合わせて就業時間を延長
していくことができます。ハローワークの紹介
により、会社と有期雇用契約を結びます。原則
として 3 か月以 12 か月以内。1 週間の労働時
間は10 時間以上。 
 
ジョブコーチ 
ジョブコーチが職場で、職場のルールの理解や
人間関係作り、仕事を覚えるお手伝いをします。
就職の「前から」「同時に」「後から」いつでも
大丈夫です。定期的なアフターフォローや、新
たな課題ができたときの再支援も可能です。 
 
【支援を要請したいとき】 
埼玉障害者職業センター、ところざわ就労支援
センター、障害者就業・生活支援センターへ直
接。もしくはハローワークや支援機関を通じて
要請してください。就労支援センターや障害者
就業・生活支援センターは、障害者職業センタ
ーに比べて手続きが簡単で対応がスピーディ
ーなのがメリットです。 
 
都内在勤の方は東京ジョブコーチ支援室 
☎０３－５３８６－７０５７も利用できます。 

利用の仕方 
予約制です。障害者雇用か通常雇用
かで悩んでいるときも、どうぞご相
談ください。障害者として就労支援
を受ける気持ちが固まっているとき
は、ハローワークを通してお申し込
みいただくとスムーズです。 

 



 

 
 
 
 

障害者就業・生活支援センター 
●トータルな支援が可能です 
就労を希望する障害のある方、在職中の障害のある方を対象に、「就労するための支援」
と「就労を続けていくための生活面を含めた支援」を合わせて行います。埼玉県在住の
方なら、県内10 か所のどのセンターでも利用できます。 
※ところざわ就労支援センターと障害者相談事業所（P47）を一緒に利用することで、同
様のサポートを受けることができます。利用の仕方を工夫してください。 
●生活面を含めた支援が特徴 

 

 
 
 

発達障害者就労支援センター「ジョブセンター川口・草加・川越・熊谷」 
就労を希望する発達障害者の人に就労相談から職業能力評価、就労訓練、就職活動支援、
職場定着支援までをワンストップで提供します。 
●適正に合った仕事を探す 
●セミナーで就労スキルを学ぶ 
●オフィスの雰囲気で訓練 
●就職活動に同行サポート 
●就職後の悩みもサポート 

 
 
 
 
 

障害者専門の人材紹介会社 
●人材紹介会社とは 
人材紹介とは、厚生労働大臣の許認可を受けた会社が、就職・転職を希望する人にキャ
リアやスキルに合った企業を紹介するサービスです。障害者専門の人材紹介会社を利用
する場合は障害者雇用による就職になります。費用は紹介先の企業が負担するので、登
録・相談・職業紹介は無料です。基本的には就労経験のある人向けのサービス。ハロー
ワークと異なり、希望する募集に誰でも応募できるわけではないので、登録しても紹介
がない場合もあります。 
●発達障害者に特化した人材紹介サービスKaien（かいえん） 
総務・経理・人事等の事務職や IT エンジニアなど、発達障害の方の強みや特性を活かせる職場を
開拓しています。まずは「利用説明会（就職応援セミナー） 」にご参加ください。申し込みはHP 
の申し込みフォームから。Kaien の就労移行支援事業と合わせて利用できます。 
【問い合わせ】Mail：kaien@kaien-lab.com JR「秋葉原」駅徒歩10 分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
就職・転職活動をサポートする会社 
テスコ・プレミアムサーチ株式会社 
障害のある方の就職活動を、専門のコンサルタ
ントがマンツーマンでお手伝いします。カウン
セリングから履歴書の書き方、面接に関するア
ドバイスまで、幅広く就職・転職活動をサポー
ト。初回カウンセリングは無料です。グループ
会社「東京エグゼクティブ・サーチ株式会社プ
レミアムサポート事業部」の障害のある方向け
職業紹介と合わせて利用できます。 
 
個別相談サポート 
実践サポートコース（新卒の方向け） 
就職活動フルサポートコース（就労経験のある
方向け） 
【問い合わせ】 
初めての方はメールでお申込みください。 
Mail：pre-carrier@tesco-premium.co.jp 
☎０３－３５５６－５２１１ 

有楽町線「麹町」駅徒歩3 分 

就労に向けての支援 
ハローワークに同行するなどして、あな
たに合った職場を一緒に探します。訓練
が必要な場合は職場実習のあっせんや就
労移行支援事業所などの紹介をします。 

就労後の支援  
定期的な相談、職場訪問を行い、職場定着が
出来るようにお手伝いします。仕事に伴う生
活の悩みにアドバイスしたり、困っているこ
とがあればお手伝いしたりします。 

ジョブセンター川越 
【利用時間】月曜から金曜10:00～16:00 
【所 在 地】川越市脇田本町9-1 長谷部ビル3F 
【問い合わせ】☎０４９－２４９－８７７２ 

障害者就業・生活支援センターかわごえ 
川越市中台南 2-17-15 ☎０４９－２４６－５３２１ 
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あなたに合った利用の仕方で就労への強い味方に 

 

福祉サービスによる就労支援を利用する 
就職活動をしても採用されない。働き始めても短期間しか続かない。 
生活リズムが整わない。体力がない。自信がない。どうしてよいかわからない・・。 
そんな悩みを持つ方は「就労継続支援Ｂ型」「就労移行支援」「就労継続支援Ａ型」がお役に立ちます。 

就労継続支援Ｂ型 
●就労の機会と生産活動を通じて、次のステップを目指すためのサービス 

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある方に、生産活動などの機会の 
提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。 

所沢どんぐりの家 ☎050-3761-4347 所沢市若松町 西武新宿線 航空公園駅 徒歩15 分 
ワークみどり ☎２９２８－５５１６ 所沢市けやき台 西武新宿線 新所沢駅 徒歩10 分 
飛行船 ☎２９４１－３０７６ 所沢市松葉町 西武新宿線 新所沢駅 徒歩3 分 

しのひカルミア ☎２９２４－４０５９ 所沢市榎町 
西武新宿線 新所沢駅 徒歩15 分 
西武池袋線 小手指駅 徒歩10 分 

スキップ ☎２９２２－３４３９ 所沢市喜多町 西武新宿線 航空公園 駅 徒歩3 分 
森のとうふやさんの手作り菓子工房 ☎２９３６－６００１ 所沢市上新井 西武池袋線 西所沢駅 徒歩3 分 
aloha 所沢 ☎２９３５－４８６３ 所沢市星の宮 西武池袋線 所沢駅 徒歩10 分 
aloha 所沢ウエスト ☎２９６８－９４８６ 所沢市小手指町 西武池袋線 小手指駅 徒歩5 分 
所沢みらい図 ☎２９６８－７７２４ 所沢市東所沢和田 ＪＲ武蔵野線 東所沢駅 徒歩10 分 

 

就労移行支援 
●「職業訓練」・「職場探し」・「職場への定着支援」によって就労を支援します。 

障害のある方に対して一般企業への就職を支援する通所型のサービスです。 
就労に関する知識やパソコンなどのスキルアップ、面接など訓練の内容は事業所によって異なります。 
就職活動のサポートや就職後の職場への定着支援も行っています。 

国立障害者リハビリテーションセンター ☎２９９５－３１００ 所沢市並木 西武新宿線 航空公園駅 徒歩15 分 
LITARICO ワークス所沢 ☎２９２９－５２２１ 所沢市宮本町 西武新宿線 航空公園駅 徒歩３分 
ウェルビー所沢航空公園駅前センター ☎２９２０－２３２３ 所沢市喜多町 西武新宿線 航空公園駅 徒歩1 分 
ウェルビー所沢プロぺ通りセンター ☎２９３７－４３４３ 所沢市日吉町 西武池袋・新宿線 所沢駅 徒歩3 分 
イーネクスト所沢センター ☎２９４６－８４３１ 所沢市東所沢和田 ＪＲ武蔵野線 東所沢駅 徒歩10 分 
シャローム所沢 ☎２９９７－５１８０ 所沢市くすのき台 西武池袋・新宿線 所沢駅 徒歩2 分 
スイッチ・新所沢 ☎２９４１－６６２８ 所沢市松葉町 西武新宿線 新所沢駅 徒歩3 分 
aloha 所沢 ☎２９３５－４８６３ 所沢市星の宮 西武池袋線 所沢駅 徒歩10 分 
aloha 所沢ウエスト ☎２９６８－９４８６ 所沢市小手指町 西武池袋線 小手指駅 徒歩5 分 
ラシエ ☎２９３６－６１６７ 所沢市小手指町 西武池袋線 小手指駅 徒歩8 分 

 

就労継続支援Ａ型 
障害により企業での就労が困難で、雇用契約を結び継続した就労が可能な65 歳未満の人が利用できます。 
利用者は雇用契約を結び、原則として最低賃金が保障される雇用型の福祉サービスです。 
エバーグリーン所沢 ☎２９６８－９７０５ 所沢市松葉町 西武新宿線 新所沢駅 徒歩１分 
イーネクスト所沢センター ☎２９４６－８４３１ 所沢市東所沢和田 ＪＲ武蔵野線 東所沢駅 徒歩10 分 
トコロ陽だまり ☎２９４１－２９４５ 所沢市中富 西武新宿線 航空公園駅 バス 
きぼう工房 ☎２９９０－５５０２ 所沢市神米金 西武新宿線 新所沢駅 バス 
障がい者ワークステーション風 ☎２９４２－３６００ 所沢市中新井 西武新宿線 新所沢駅 バス 

 



 
 
 
 

あなたを支える福祉制度 

 
 
真面目な頑張り屋さんほど、 
これくらいならなんとかやっていける、 
福祉の支援を受けるほどではないと考えがちです。 
そして、懸命に生きています。 
 
しかし、何らかの原因で生活に大きな変化が生じたとき、 
途端に窮地に陥るのが、このギリギリのラインで頑張っている人たちです。 
 
ほんの少しの支援があれば十分にやっていける。 
だからこそ、その“ほんの少しの支援”を受けましょう。 
障害者手帳を取得できなかったとしても、 
利用できる福祉サービスはたくさんあります。 
 
できないことをできないと言う。 
自分に必要なことは何であるかを説明する。 
そのためには勇気とスキルが必要です。 
支援を求めることができるのはあなたの強さの証です。 
 
支援を受けましょう。 
そしてまた、あなたにできる支援もあるはずです。 
 



 

 

 

 

使い方はあなた次第、将来に向けて有効に活用しましょう 

 

障害者手帳を取得する 
知的な遅れのない発達障害の方も、精神障害者保健福祉手帳が取得できます。 
手帳を持つことで受けられる支援も多くあります。 
 

どうして障害者手帳が必要なの？ 
●福祉サービス利用の幅が広がります 
障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書によって受けられるサービスはあります。 
しかし、障害者雇用による就労や税金の控除、手当などは、手帳を持っていないと受け
られません。手帳の取得には時間がかかるため、将来を考えて早めに情報を集めたり相
談したりしておきましょう。 
●障害者手帳には3 種類あります 
障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3 種類があり
ます。知的障害のない発達障害の方は精神障害者保健福祉手帳が該当します。知的障害
のある方の場合は療育手帳から考えていくとよいでしょう。迷ったときは、こころの健
康支援室にご相談ください。 
●障害者手帳の取得にデメリットはありません 
障害者手帳を取得したり、福祉サービスを利用したりすることで、就職や生活が不利に
なることはありません。個人情報が知らない間に第三者に渡ることはなく、必要がない
と思えば、手帳を持っていることを進学や就職などで伝える必要もありません。生活や
就労、社会参加の幅を広げるカギとなるのが手帳です。 
 

精神障害者保健福祉手帳 
●交付の対象となる方 
精神疾患（発達障害を含む）のために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約
がある方が対象です。発達障害のある人の症状・状態像を適切に把握し審査判定できる
ように、平成23 年4 月から診断書の様式が改正されました。 
●有効期限は2 年 
精神疾患は状態が変化することが前提となっているため、2 年毎の更新が必要です。 
生活状態や就労状況によって、再判定時等級が変わることがあります。 
有効期間満了の3 か月前から手続きできます。 
 

申請の仕方 
申請に必要なもの 
①申請書1 通（申請者が作成） 
②診断書1 通（医師が作成） 
③手帳に貼付する写真1 枚 
④印鑑 
⑤精神障害者保健福祉手帳（お持ちの方） 
申請窓口 
こころの健康支援室 
☎２９９１－１８１２ 
保健センター内 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
療育手帳 
知的障害児・者として判定を受けた方に交付さ
れる手帳です。知的障害のある発達障害の 
方は療育手帳を申請できます。埼玉県の基準に
よる知的障害とは、概ねＩＱ70 以下（田中ビ
ネー式知能検査）です。 
◆18 歳未満の方 
こども福祉課へ申請／所沢児童相談所で判定 
【問合せ】 
こども福祉課 
☎２９９８－９２２３ 
◆18 歳以上の方 
障害福祉課へ申請／埼玉県総合リハビリテー
ションセンター知的障害者更生所で判定 
※毎月 1 回、「所沢サンアビリティーズ」で巡
回相談・判定があるのでご利用ください。 
【問合せ】 
障害福祉課 
☎２９９８－９１１６ 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請書・診断書用紙は、こころの健康支
援室窓口に置いてあります。自立支援医
療（P50）と同時に申請する場合、診断書
は1 枚で兼ねることもできます。申請の
際はご相談ください。 



『どの程度』できますか？ 
発達障害の方で、左の①～⑧すべてを「一人でで
きる」方は多くないのではないでしょうか。①～
⑧のいくつかが「できない」方は1 級に該当、い
くつかが「援助なしにはできない」方は 2 級に該
当、いくつかが「概ねできるもののなお援助が必
要」な方は 3 級に該当します。障害者手帳の取得
を“難しい”と考えている方が多いものの、実際の
精神障害者保健福祉手帳対象者はかなり幅広くな
っています 

 

 

 

 

 
 
 
 

障害者手帳の申請にあたって 
「初診日」の6 か月後から申請可能 
手帳の交付を求める精神疾患のために、初めて医師の診療を受けた「初診日」から、6 か
月が経過した日以降に申請することができます。 
手帳申請における「初診日」とは 
現在かかっている医療機関の「初診日」ではありません。その精神疾患について以前か
かっていた医師がいるときは、前医の「初診日」から計算します。 
診断書を作成できる医師 
診断書を作成できる医師は「精神障害の診断または治療に従事する医師」で、精神科医
が原則です。他科の医師でも、精神障害の診断または治療に従事していれば作成するこ
とができます（てんかんで内科医が主治医になっているケースなど）。ただし、精神科の
医師であっても、経験がないと作成が難しいこともあります。手帳の取得を検討しはじ
めたら、作成が可能か主治医に確認しておきましょう。 

障害者の等級 
等級には1～３級があります 
1 級が最重度です。等級は、医師の診断書により、「精神疾患の状態」と「それに伴う能
力障害の状態」の両面から総合的に判断されます。 
発達障害があるというだけではＮＧ 
発達障害があっても、日常生活や社会生活に制約があるとは限りません。発達障害の障
害特性や精神神経症状（てんかん・うつ病・神経症など）のために日常生活能力が低下
し、日常生活に一定の制限を受けていることが要件になります。 
 

障害の程度と精神疾患の状態（発達障害の場合） 
障害の等級 障害の程度 精神疾患の状態 

１級 
精神障害であって、日常生活の用を弁ず
ることを不能ならしめる程度のもの 

発達障害の主症状とその他の精神
神経症状が高度のもの 

２級 
精神障害であって、日常生活が著しい制
限を受けるか、または日常生活に著しい
制限を加えることを必要する程度のもの 

発達障害の主症状が高度であり、
その他の精神神経症状があるもの 

３級 

精神障害であって、日常生活もしくは社
会生活が制限を受けるか、または日常生
活もしくは社会生活に制限を加えること
を必要とする程度のもの 

発達障害の主症状とその他の精神
神経症状があるもの 

 

能力障害の状態とは 
一人でできますか？ 
①調和のとれた適切な食生活ができる 
②身の回りの清潔保持ができる 
➂金銭管理や計画的な買い物ができる 
④定期的な通院や服薬ができる 
⑤家族や知人、近所の人と交流できる 
⑥不測の事態に対応できる 
⑦各種手続きや施設の利用ができる 
⑧社会生活の中で適切な行動をとれる 

 
 
 
 
 
初診日を控えておきましょう 
初診日は、将来的に障害年金の申請をする際も
重要になってきます。診察券や領収書など証明
できるものを取っておくなどして、必ず控えて
おきましょう。 
 
障害年金を受給している場合 
すでに精神の障害を理由に障害年金を受けて
いる方が手帳を申請する場合は、診断書の提出
が免除されます。必要書類については、こころ
の健康支援室にお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発達障害診断書のポイント 
【主たる精神障害】 
精神神経症状が日常生活能力低下の主な原因
の場合、その精神神経症状の診断名が「主たる
精神障害」となります。精神神経症状がないか、
多少の精神神経症状があっても発達障害の障
害特性が日常生活能力低下の原因の場合は、発
達障害の診断名が「主たる精神障害」となりま
す。 
【生育歴】 
発達障害の診断書には、乳幼児期からの生育歴
の記載が必要です。生育歴が不明な場合は、現
在の症状や知能検査などの所見によって、明ら
かに発達障害であるという根拠を示す必要が
あります。 
 
 
 
 
 
 
 



 

条件に当てはまる人は、ぜひ申請してください 

 

手帳により受けられる経済的支援 
障害による経済的な負担を軽減するため、各種手当、税金の控除・減免の制度があります。 
それぞれ窓口が異なり、それぞれ申請が必要です。 

障害のある方と家族を支える手当 
⬤特別児童扶養手当（窓口：こども福祉課） 
【対  象】療育手帳○A ・A・B または同程度の精神疾患を持つ 

20 歳未満の児童を養育する父・母または養育者 
【対 象 外】①児童が施設に入所している場合 

②児童が障害を理由とする年金を受給している場合 
【所得制限】申請者及び扶養義務者に一定の所得がある場合、支給停止になります。 
【手 当 額】1 級／月額51,700 円 療育手帳 ○A  ・A 程度の方 

2 級／月額34,430 円 療育手帳B 程度の方 
 
●障害児福祉手当（窓口：障害福祉課） 
【対  象】20 歳未満で、精神障害者保健福祉手帳１級程度で常時介護を要する方 
【対 象 外】①施設に入所している方、②障害を理由とする年金を受給している方 
【手 当 額】月額14,650 円 
【所得制限】本人もしくはその配偶者か扶養義務者に一定以上の所得がある場合、 

支給停止になります。 
 
●特別障害者手当（窓口：障害福祉課） 
【対  象】20 歳以上で、精神障害者保健福祉手帳１級程度で常時介護を要する方 
【対 象 外】①施設に入所している方、②3 か月以上継続して入院している方 
【手 当 額】月額26,940 円  
【所得制限】本人もしくはその配偶者か扶養義務者に一定以上の所得がある場合、 

支給停止になります。 
 
●所沢市重度心身障害福祉手当（窓口：障害福祉課） 
【対  象】在宅の重度障害者 
【対 象 外】①65 歳以上で新たに手当対象等級の障害者手帳を取得された方 

②施設に入所している方 
③住民税が課税されている方 
④特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している方 

※扶養義務者の所得による制限はなし 
【対象と手当額】 

療育手帳Ⓐ・A の方 
／障害程度が障害児福祉手当の支給要件に該当する方 月額9,000 円 
精神障害者保健福祉手帳1 級の方 ※月額6,000 円 
療育手帳B／精神障害者保健福祉手帳2 級 月額5,000 円 
※2019 年8 月分からは7,000 円、2020 年8 月分からは9,000 円 

 
 
 

 
担当課は手当によって異なります 
こども福祉課 ☎２９９８－９２２３ 
障害福祉課  ☎２９９８－９１１６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公営住宅入居の優遇 
県営住宅 
①抽選時の倍率優遇（1・2 級のみ） 
手帳 1・2 級の交付を受けた方を含む世帯は、
当選率が高くなります。 
②家賃減額 
手帳の交付を受けた方を含む世帯で、収入が一
定以下の世帯は、家賃の減額があります。 
③単身住宅への入居が可能（1～3 級） 
手帳の交付を受け、収入が一定額以下の方は、
単身で入居の申し込みができます。（ただし、
常時介護を必要とし、かつ居宅で介護を受ける
ことができないか、受けることが困難と認めら
れる方は入居できません） 
【窓口】埼玉県住宅供給公社本社県営住宅課 
☎０４８－８２９－２８７５ 
※申込書は市街地整備課にも置いてあります。 
 
市営住宅 
手帳の交付を受けている方、または同居予定の
親族の方は、入居抽選の当選率が高くなります。 
【窓口】埼玉県住宅供給公社川越支社 
☎０４９－２２７－６４０８ 
募集案内は、募集期間中に市街地整備課、各ま
ちづくりセンター、市民課サービスコーナーで
配布しています。 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

税金の控除・減免 
●障害のある方が受けられる特例 

特例の区分 障害者 
精神障害者保健福祉手帳２・３級 

特別障害者 
精神障害者保健福祉手帳１級 窓口 

所得税の 
障害者控除 

２７万円 ４０万円 
所沢税務署 
(所得税を給与から源
泉徴収されている場
合は勤務先) 

住民税の 
障害者控除 

２６万円 ３０万円 市役所市民税課 

本人の合計所得金額が125 万円以下であるときは非課税 

相続税の 
障害者控除 

障害者が85歳に達するまでの
年数×6万円を控除 

障害者が85歳に達するま
での年数×12万円を控除 

所沢税務署 

贈与税の 
非課税 

 特別障害者扶養信託契約によ
り6,000万円まで非課税 所沢税務署 

 
●扶養している方が受けられる所得控除 

障害者の区分 所得税控除額 住民税控除額 

障害者（精神障害者保健福祉手帳２・3 級） ２７万円 ２６万円 

特別障害者（精神障害者保健福祉手帳1 級） ４０万円 ３０万円 

扶養する特別障害者と同居しているとき ７５万円 ５３万円 

 
状況に応じて受けられる減免・加算 

 
●自動車税の減免 
障害のある方が取得または所有する自動車で、通院のために使用する場合は、自動車取
得税および自動車税が減免されます。 
【対  象】精神障害者保健福祉手帳1 級所持者と、その方と生計を同じくする家族の 

方。ただし、自立支援医療の支給認定を受けている方に限ります。 
【申請窓口】埼玉県自動車税事務所・所沢支所 ☎２９９８－１３２１ 

所沢県税事務所 ☎２９９５－２１３７ 
※軽自動車税は市民税課 ☎２９９８－９０６４ 

 
●NHK 受信料の減免 
【全額免除】手帳の交付を受けている家族がいて、世帯全員が住民税非課税の場合 
【半額免除】世帯主かつ契約者が手帳1 級の場合 

 
精神障害者保健福祉手帳の方は『こころの健康支援室』での手続きが必要です。 
身体障害者手帳・療育手帳の方は『障害福祉課』での手続きが必要です。 

 
【申請窓口】さいたま放送局川越営業センター 

☎０４９－２４６－３１１１ 

 
 
 
 
 
その他の各種割引サービス 
 
「ところバス」特別乗車証交付 
手帳の交付を受けている方は、市内循環バス
「ところバス」を無料で利用できます。 
【窓口】こころの健康支援室 
☎２９９１－１８１２ 
 
ところパスの特別乗車証は 
以下の窓口でも交付できます。 
・障害福祉課 
・交通安全課 
・お近くの各まちづくりセンター 
・市民課サービスコーナー 
 
 
 
携帯電話料金の割引 
手帳の交付を受けている方は、携帯電話各社の
割引制度を利用することができます。 
 
◆DOCOMO ハーティー割引 
◆ソフトバンク ハートフレンド割引 
◆au スマイルハート割引 
【窓口】携帯電話各社 



 

 

 

目標に向かって自分に合った支援を活用しましょう 

 

障害福祉サービスを利用する 
障害者総合支援法による福祉サービスです。 
手帳の有無に関わらず、一人ひとりの支援ニーズに応じて利用できます。 
 

サービスの利用の仕方 
障害の程度、社会活動や介護者・居住などの状況が総合的に判断されて利用が決定しま
す。手帳の交付を受けている方の他、医師によって発達障害と診断されている方も利用
できます。 
 

利用までの おおまかな流れ 
①利用したいサービスについて、相談や施設見学、体験利用などをします。 
②サービス利用申請をします。（申請書の記入や聞き取り調査など） 
③サービス等利用計画案の提出を依頼します。（相談支援事業所に依頼し面談などをします） 
④障害程度区分が必要なサービスは主治医に依頼します。（後日審査会にて審査されます） 
⑤サービス利用計画案について相談支援事業所の担当者と面談をします。 
⑥サービス利用計画案が申請窓口に提出されます。 
⑦受給者証の発行をします。（障害程度区分やサービス等利用計画案をふまえ決定されます） 
⑦サービスを提供する事業所と契約し利用開始をします。（受給者証を事業所に提示します） 
⑧相談支援事業所の担当者が定期的なモニタリングを行います。 
 
 

利用者負担 
月毎に所得に応じて負担上限額が設定されています。利用したサービス量にかかわらず、
それ以上の負担はありません。 
 
所得を判断する世帯の範囲と負担上限額 
◆18 歳以上の障害者（施設に入所する18・19 歳を除く）：障害のある方とその配偶者 

区分 世帯収入状況 負担上限月額 
生活保護 生保護受給世帯 0 円 
低所得 市民税非課税世帯 0 円 
一般１ 市民税課税世帯（収入概ね600 万以下） 93,00 円 
一般２ 上記以外 37,200 円 

※入所施設利用者（20 歳以上）・グループホーム& ケアホーム利用者は「一般２」 
◆障害児（施設に入所する18・19 歳を含む）の場合 

保護者の属する住民基本台帳での世帯 

一般１のみ 
相違点あり 

市民税課税世帯 
（収入概ね890万円以下） 

通所・ホームヘルプ利用 4,600円 

入所施設利用      9,300円 

 
 
 
 
 
 

 
 
担当課は年齢によって異なります 
◆18 歳未満のお子さん 
こども福祉課 ☎２９９８－９２２３ 
◆18 歳以上の方 
こころの健康支援室 ☎２９９１－１８１２※ 
 
 
 
 
 
 
 
 
児童福祉法による障害児通所支援 
も利用の仕方は同じです。 
児童発達支援（松原学園・かしの木学園 
こども支援センター発達支援「マーガレット」
P17）、放課後等デイサービス（事業所の一覧は
市HP「障害児通所支援案内」参照）を使用す
る際も、利用の手続き・利用者負担は障害福祉
サービスと同じです。 
 
障害程度区分とは 
介護の必要度を表す6 段階の区分（6 の方が必
要度が高い）です。介護保険の要介護認 
定調査項目に、調理や買い物ができるかどう 
かなどの日常生活能力に関する項目、多動やこ
だわりなど行動障害に関する項目、話がまとま
らないなど精神面に関する項目を加えて調査
を行います。 
 
受給者証には有効期限があります。 
有効期限は受給者証に記載されています。期間
が終了した後も引き続きサービスの利用を希
望する場合は、期間終了前に改めて申請してく
ださい。 
 
 
 
 
 



 
●ホームヘルプサービス（居宅介護） 
日常生活に支障のある障害児者の家庭
にヘルパーを派遣し、家事や介護などの
サービスを受けられます。 
●行動援護 
パニックがあるなど行動上著しい困難
がある人が行動する際、危険を回避する
ために必要な援護を行います。 
●ショートステイ（短期入所） 
家族の病気などで介護が一時的に困難
になった場合に、施設で夜間を含め入
浴・食事などの介護を行います。 
●就労移行支援 
就労を希望する方を対象として、就労に
必要な知識および能力の向上のために
必要な訓練を行います。 

●就労継続支援（A 型・B 型） 
就労が困難な方を対象として、働く場を
提供するとともに、知識および能力の向
上のために必要な訓練を行います。P34 
●自立訓練（生活訓練） 
社会生活がうまくできない方を対象とし
て、共同生活を行う住居で生活能力の維
持・向上のために必要な訓練を行います。
利用期間は 2 年間。 
●グループホーム 
グループホームは（共同生活支援）、一人
暮らしは困難なものの介護は必要としな
い方が共同生活を行う住居です。日常生
活の援助を受けることができます。 

 

 

 
 
 
 

サービスの種類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相談支援（１）計画相談支援 
障害福祉サービスの申請に必要な「サービス等利用計画案」を作成します。 
※作成には概ね2 週間程度かかります。 ※費用の負担はありません。 

相談支援事業所 住所電話番号 
計画作成可能 

18歳以上 18歳未満 
ところざわ障がい者相談支援センター 所沢市泉町    ☎２９２９－１７０５ 〇 〇 
障害者生活支援センター所沢しあわせの里 所沢市東狭山ケ丘 ☎２９２１－５５６６ 〇 〇 
生活支援ルームさぽっと 所沢市北原町   ☎２９９２－７８８８ 〇 〇 
地域生活支援センター ぽぷり 所沢市緑町    ☎２９２４－２２５５ 〇 〇 
地域生活支援センター 所沢どんぐり 所沢市北秋津   ☎２９９３－８５８５ 〇 × 
相談支援センターすだち 所沢市南永井   ☎２９４５－１０３８ 〇 〇 
いずみ 所沢市緑町    ☎２９２８－５５１６ 〇 × 
相談支援センター しのひ 所沢市榎町    ☎２９２４－４０５９ 〇 × 
埼玉重度障害者相談支援協会 所沢市松葉町   ☎２００１－２９８１ 〇 × 
アイビー居宅介護支援事業所 所沢市久米    ☎２９３７－５７４０ 〇 × 
あすみるとーく 所沢市美原町   ☎２９３６－６７６６ 〇 〇 
木子里ハート 所沢市山口    ☎２９４１－３０５４ 〇 〇 
あきのそら 所沢市寿町    ☎２９４１－３５３５ 〇 〇 
ケアセンターとこしん 所沢市宮本町   ☎２９２４－１１１９ 〇 × 
ケアセンターとみおか 所沢市中富    ☎２９４２－０３６０ 〇 〇 
たちばな総合相談 所沢市和ケ原   ☎２９６８－９８７２ 〇 〇 
相談支援事業所あるこ 所沢市喜多町   ☎２９２２－９６２２ 〇 〇 

 

相談支援（２）地域相談支援 
①地域移行支援 
入所または入院している障害のあ
る方（原則1 年以上）で、6 か月以
内に地域生活への移行が見込ま
れ、住居の確保など支援が必要な
場合。地域生活移行のために必要
な支援を行います。 
 
②地域定着支援 
地域で一人暮らしする障害のある
方を対象として、常時連絡がとれ
る体制をとり、必要な支援を行い
ます。退所・退院した人、家族との
同居から一人暮らしに移行した人
などが対象です。 



 

 

 

 

 

所沢で暮らすために相談と様々なサービスがお手伝いします 

 

地域生活支援事業を利用する 
地域で生活する障害児者とその家族の生活を支えるため、相談と必要に応じて柔軟 
に利用できる様々なサービスがあります。 
 

サービスの種類と利用の仕方 
地域生活支援事業とは、障害児者に迅速・柔軟なサービスを提供する事業所に、所沢市
が補助を行うものです。そのため、利用者は低額な料金でサービスを利用することがで
きます。 
事業所の運営母体は、障害児者施設や社会福祉法人、NPO 法人など。利用者が所沢市に
登録されている事業所と個別に契約を結びます。 
障害福祉サービスが利用できないときも、状況に応じて柔軟に利用できます。 
サービスによって利用の手続きが異なります。まずはご相談ください。 
 

移動支援事業 
障害のために屋外での移動に困難がある障害児者の移動を支援します。 
タクシーや公共交通機関を利用しての外出は可能ですが、事業所の車を利用しての外出
はできません。 
車による移送サービスを希望する場合は「生活サポート事業」を利用してください。 
【対象となる外出】 
◎社会生活上、必要不可欠な外出 

市役所や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭など 
◎余暇活動など社会参加のための外出 
 レジャー・レクリエーション・映画鑑賞 
【対象とならない外出】 
× 通勤・営業活動などの経済活動に関わる外出、定期的な通院や施設への通所、通年 
かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出 
 

生活サポート事業 
障障害児者の生活をサポートするために、送迎・車による移送・外出援助・一時預かり
などのサービスを行います。 
 

日中一時支援事業 
障害児者を介護する家族が日中不在となる場合に、障害児者に日中活動の場を提供し見
守りを行います。家族が仕事をするとき、病気などで休息が必要なとき、冠婚葬祭で出
かけないといけないときなどに利用してください。 
 

地域活動支援センター 
創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流を行います。発達障害の方が利用で
きる地域活動支援センターは P36 をご覧ください。 
利用に関する申し込み等は、それぞれの地域活動支援センターへ直接ご連絡ください。 
 
 
 
 

担当課は障害や年齢によって異なります。 
◆18 歳未満のお子さん 
こども福祉課 ☎２９９８－９２２３ 
◆18 歳以上の方（精神障害者保健福祉手帳） 
こころの健康支援室 ☎２９９１－１８１２ 
◆18 歳以上の方（身体障害者手帳・療育手帳） 
障害福祉課 ☎２９９８－９１１６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
移動支援事業利用料 
費用の原則５％ 
【負担上限月額】 
生活保護・市民税非課税世帯   0 円 
一般（市民税課税世帯）  15,000 円 
【利用限度】1 日5 時間 月100 時間 
※利用限度を超えた利用料は全額自己負担に
なります 
 
生活サポート事業利用料 
団体によって異なります。各団体にお問い合わ
せください。概ね1 時間1,000 円程度。 
【利用限度】年間150 時間 
 
日中一時支援事業利用料 
費用の5％ 
【利用料の目安】 
4 時間未満：1 回の利用につき120 円 
4 時間以上：1 回の利用につき280 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

所沢市社会福祉協議会 
基幹相談支援センター 

☎２９２９－１７０５ 

■ ■ 
航空公園駅 

 
 

西口 

新所沢駅 
 

西口 

防衛医大● 

国立障害者リハビリテ
ーションセンター 

● 
● 
● 

● 
所沢市こどもと 
福祉の未来館 

●秋草学園 

● ● 
泉町 けやき台2 丁目 

 
 
 
 

相談支援事業（所沢市相談支援事業） 
所沢市こどもと福祉の未来館内の基幹相談支援センターを中心に、障害のある方や日の
ご家族等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行うことで、地域での自立生活を
支援する事業です。所沢市では、相談支援事業を市内の５つの法人に委託して実施して
います。 

 
 
 
 
 
 

 
相談支援事業所 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
相談支援事業所の入居等支援事業の一例 
居住サポート 
賃貸契約による一般住宅への入居の希望をし
ているが保証人がいないなどの理由により、住
居の確保が困難な障害者に対し、入居に必要な
調整などを行います。 
 
障害者虐待防止法 
平成 24 年 10 月 1 日の障害者虐待防止法の施
行に伴い、障害者虐待に関する相談窓口を設置
し、虐待相談への対応、周知啓発に努めていま
す。障害者虐待防止法では、虐待の発見者に対
する通報の義務が定められています。 
なにかお気づきの方は障害者虐待防止センタ
ーに連絡してください。 
 
障害者差別解消法 
平成28 年4 月に施行されました。 
すべての人が障害の有無によって分け隔てら
れることなく、互いの人格と個性を尊重しあい
ながら生活できる社会の実現を目指します。 
不当な差別的扱いや合理的な配慮に関しても
以下の窓口にご相談ください。 
 
障害者虐待防止センター 
所沢市社会福祉協議会 
基幹相談支援センター 
☎２９２９－１７０５ 
障害者生活支援センター 
所沢しあわせの里 
☎２９２１－５５６６ 
生活支援ルーム さぽっと 
☎２９９２－７８８８ 
地域生活支援センター ぽぷり 
☎２９２４－２２５５ 
地域生活支援センターどんぐり 
☎２９９３－８５８５ 
所沢市役所 障害福祉課 
（１８歳以上の身体障害者及び知的障害者） 
☎２９９８－９１１６ 
所沢市役所 こども福祉課 
（１８歳未満の障害児） 
☎２９９８－９２２３ 
所沢市保健センター健康管理課 
こころの健康支援室（精神障害者） 
☎２９９１－１８１２ 

【相談内容】 
専門の相談支援員が住居や就労、障害福
祉サービスの利用から、障害者差別や虐
待に関すること。ご近所との関係や将来
のことまで、普段の生活の中のさまざま
な悩みの相談に応じます。 

【対象となる方】 
身体・知的・精神の三障害のある方で、
児童も対象になります。また、障害者手
帳をお持ちでなくても利用できます。 

航空管制部前 

生活支援ルーム さぽっと 

☎２９９２－７８８８ 

■ 
●所沢市役所 

航空公園駅東口 
●防衛医大 

● 

所沢航空 
記念公園 

秩父学園 

● ●さぽっと 

●希望の園 

●所沢しあわせの里 

北中小入口 

障害者生活支援センター 
所沢しあわせの里 

☎２９２１－５５６６ 

ローソン● ●ＢＭＷ 

● 
所沢やすらぎの里 

● ● 
●山田うどん 

圏央所沢● 
病院 

北田屋本店● 

地域生活支援セター ぽぷり 

☎２９２４－２２５５ 
新所沢駅 

 

西口 デニーズ● 

●ぽぷり 

緑町４ 

● 

■ 

ガスト● 
● 

地域生活支援セター 所沢どんぐり 
☎２９９３－８５８５ 

所沢駅 
東口 

くすのき台 
● ● 

所沢駅東口入口 

所沢どんぐり● 

ココス● 
● 

歯科医院● 

■ 

所沢陸橋 

●所沢中央病院 



 

 

負担が大きくならないように 

 

医療費の支援 
通院、服薬など、発達障害と付き合っていくためには医療が必要です。 
障害に伴う医療費の負担を軽減するための制度があります。 

自立支援医療（精神通院医療） 
●医療の保険診療分が1 割負担になります 
継続した通院治療を受けると、医療費の負担が多くなることがあります。自立支援医療
制度は必要な治療を続けられるように医療費の軽減を図る制度です。対象になる治療
は、診察や薬の処方・デイケア・訪問看護・検査等で自己負担は１割になります。 

 
●指定自立支援医療機関に限ります 
対象となる医療機関は、各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」に限りま
す。埼玉県の指定自立支援医療機関リストは、埼玉県障害者福祉推進課HP に掲載され
ています。なお、対象となる医療機関（病院・薬局・デイケア・訪問看護など）はそれ
ぞれ原則として1 か所ですが、医療内容に重複がなく2 か所の通院が適切であるとい
うことを埼玉県が認定した場合に限り、複数の医療機関の利用が可能です。 
 

所得別負担上限月額 
課税状況や疾患によって異なります 
自己負担は原則1 割ですが、疾患名や利用者本人の収入、世帯の課税状況などによって
負担上限月額が設定されています。 
課税額が一定以上の方は、「重度かつ継続」に該当する場合のみ上限額が設定されます。 
 

所得区分 自己負担割合 
負担上限月額 

「重度かつ継続」 
に該当 

「重度かつ継続」 
に該当せず 

生活保護世帯 0 割 0 円 

左記と同じ 
市民税非課税世帯(低所得層１) 
本人収入額 年80 万円以下 

1 割 

2,500 円 

市民税非課税世帯(低所得層２) 
本人収入額 年80 万円超 

5,000 円 

市民税所得割3 万3 千円未満 
（中間層１） 

5,000 円 上限額の設定なし 
(医療保険の自己負
担限度額) 市民税所得割23 万5 千円未満 

（中間層２） 
10,000 円 

市民税所得割23 万5 千円以上 
（一定所得以上） 

右記 
1 割 

20,000 円 
自立支援医療費対象外 
(一般医療と同じ扱い) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重度かつ継続とは 
●3 年以上の精神医療の経験を有する医
師によって、集中的・継続的な通院医療
を要すると判断された方 
●医療保険の高額医療費で多数該当の方 
（過去1 年間に高額医療費の支給回数が
既に3 回以上の方） 
 

【対象となる方】 
通院による治療を継続的に必要とする
精神的な病気がある方。障害者手帳を
持っていなくても利用できます。 

【対象となる医療費】 
精神疾患の治療のための通院について
対象となります。身体疾患やケガなど
の通院には利用できません。また、入
院医療費も対象になりません。 



 

 

 

 

 
 
 
 

負担上限月額が判断される「世帯」の範囲 
同じ医療保険に加入している家族「世帯」の範囲は、同じ医療保険に加入している家族
です。つまり、異なる医療保険に加入している場合は、住民票上の世帯、税制における
取り扱いに関係なく、別の「世帯」となります。 
 

申請に必要なもの 
①自立支援医療（精神通院医療）
支給認定申請書 

保健センターこころの健康支援室にあります。 

②自立支援医療（精神通院医療）
意見書（診断書） 

主治医が作成するもので別途費用が必要です。 
意見書の提出は2 年に一度です。 
※意見書（診断書）の作成日から３ケ月超えた
ものは使えません。 

③健康保険証の写し 
受診者及び同じ健康保険を使用している方の 
保険証コピーを用意してください。 

④所得を確認する書類 
 市民税の課税・非課税証明書、
生活保護受給証明書など、所得区
分によって異なります 

課税状況等照会に関する同意書(保健センターに
用意してあります。印鑑をご用意ください） 

⑤マイナンバー確認書類 マイナンバーカード、番号通知カード等 

⑤自立支援医療受給者証 
（精神通院医療） 

すでに持っている方のみ 

⑥印鑑  

 
有効期限は1 年です 
引き続き利用したい場合は、更新（再認定）の申請が必要です。 
有効期間満了の3 か月前から手続きできます。 
 
申請窓口 
こころの健康支援室 
☎２９９１－１８１２ 
 
個人によって必要な書類が異なる場合があります。 
お気軽にお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
医師の意見書は2 年に1 回の提出 
更新（再認定申請）をする際は、医師の意見書
の提出が2 年に1 回となります。 
ただし、有効期間を過ぎている場合は、意見書
の再提出が必要となるので注意してください。 
 
【上記のほか、医師の意見書が不要な場合】 
●精神障害者保健福祉手帳を診断書で申請す
る際に、同時に申請する場合。 
●精神障害者保健福祉手帳を所持している人
が初めて申請する場合で、申請時に手帳の有効
期限が 1 年以上あり、「重度かつ継続」でない
場合。 
 

 
受給者証を受け取ったら 
受診の際は受給者証を提示します 
「自立支援医療受給者証（精神通院医療）」と、
「自己負担上限額管理票」が交付されます。受
給者証に記載されている医療機関でのみ利用
できます。受診の際は、必ず「受給者証」と「自
己負担上限額管理票」を提示してください。そ
の月の自己負担上限額を超えると、窓口負担が
なくなります。 
 
変更の手続きを忘れずに！ 
住所・氏名に変更があったとき、加入する医療
保険に変更があったとき、受診する医療機関を
変更するときは、こころの健康支援室で変更手
続きをお願いします。 
 
破損や紛失した場合は再発行できます 
こころの健康支援室で再発行の手続きを行っ
てください。 
 

福祉制度は複雑で、 
わかりにくいかもしれません。 

お気軽にご相談ください。 



 

 

 

 

 

 

将来の不安に備えて、今から知っておきましょう 

 

障害年金と生活保護 
発達障害によって就労や生活に困難があるときに、あなたを支える経済的な制度があります。 
 

障害年金 
●障害者手帳とは別の基準に基づいています 
発達障害によって日常生活に困難があり、就労に支障がある場合に支給されます。 
障害者手帳とは別の基準に基づいているため、障害者手帳を持っていても障害年金を受
給できるわけではありません。手帳を持っていなくても申請することができます。ただ
し、障害年金の申請には障害者手帳より高いハードルがあります。 
●主治医とよく相談して申請しましょう 
障害年金の申請には、主治医が作成する診断書や、申請者が作成する病歴・就労状況な
どの申立書が必要になります。特に診断書の内容は障害年金の決定に大きく影響します。
主治医とよく相談しながら申請を進めましょう。 
 

障害年金を申請するにあたって 
 

「初診日」が重要です 
障害年金の請求においては初診日が非常に重要です。「障害認定日」の起算日になるばか
りでなく、初診日にどの年金制度に加入していたかにより受給できる障害年金が異なっ
たり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしているか判断されるためです。 
国民年金保険料を納付していることが必要です（保険料納付要件） 
初診日以前に一定期間の保険料の未納がある場合は、障害年金を申請できません。 
初診日以降に納付（後納）した場合でも障害年金の申請はできません。 
年金申請における「初診日」とは 
障害に関係する症状について、初めて医師の診療を受けた日が初診日になります。 
初診から現在まで同じ病院である場合は問題ありませんが、初診日から現在まで医療機
関が変更されている場合は、初診の医療機関が書類を作成する必要があります。 
【注意事項】 
※初診日は診断が確定した日ではありません。 
※初診の医療機関とは、精神科以外（内科等）の医療機関も含まれます。 
※児童相談所、保健センター、教育センターなどの相談機関は含まれません。 
 

障害基礎年金 
初診日が20 歳前の方（20 歳前障害） 
20 歳前に初診日があることを診断書などで証明できる場合
は、20 歳になった日が「障害認定日」となり、それ以降、障
害基礎年金の申請ができるようになります。 
初診日が20 歳以上の方 
障害基礎年金申請の要件があります。 
●初診日に国民年金に加入していること 
●初診日の前々月までの被保険者期間（免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例
期間を含む）のうち、保険料を 3 分の 2 以上納付しているか、初診日の前日において、
初診日の前々月までの1 年間に保険料の滞納がないこと。 

 
まずはご相談ください 
 
◆初診日が20 歳前か国民年金加入中の方 
市民課（国民年金担当） 
☎２９９８－９0９５ 
 
◆初診日が厚生年金保険加入中や国民年金（専
業主婦など第３号被保険者）加入中の方 
所沢年金事務所 
☎２９９２－０１７０（音声案内） 
 
◆初診日が共済組合加入中の方 
それぞれの共済組合にお問い合わせください。 
 
相談時に必要なもの 
●年金手帳または基礎年金番号通知書 
●初診日を確認できるもの 
 ・領収書 
 ・診断書 
 ・検査結果 
 ・診察カードなど  
●障害者手帳（所持している場合） 
 
初診日が分からない場合 
初診日から長期間過ぎている場合や、20 歳前
に受診した医療機関の閉鎖やカルテの廃棄な
どで、初診日を証明することができない場合が
あります。そのような場合は、「受診状況等証
明書が添付できない理由書」を提出することで
申請できる場合があります。 
まずはご相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害認定日とは？ 
初診日から1 年6 か月が
経過した日に障害状態が
あることで、障害は認定
されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

障害厚生（共済）年金 
厚生年金や共済年金に加入している間に初診日がある場合、障害基礎年金の1 級または
2 級に該当する場合は、上乗せして障害厚生（共済）障害年金が支給されます。 
また、2 級に該当しない障害の程度で３級の障害厚生（共済）年金が支給されることが
あります。 
保険料を納付していることが必要です 
障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。 
 

障害年金の等級と年金額 
障害の等級 障害の状態 障害厚生（共済）年金 障害基礎年金 

１級 

発達障害があり、社会性やコミュニケー
ション能力が欠如しており、かつ、著し
く不適応な行動が見られるため、日常生
活への適応が困難で常時援助を必要とす
るもの 

障害厚生（共済）年金 
＋障害基礎年金 

障害基礎年金 
※年額974,125 円 

２級 

発達障害があり、社会性やコミュニケー
ション能力が乏しく、かつ、不適応な行
動が見られるため、日常生活への適応に
あたって援助が必要なもの 

障害厚生（共済）年金 
＋障害基礎年金 

障害基礎年金 
※年額779,300 円 

３級 

発達障害があり、社会性やコミュニケー
ション能力が不十分で、かつ、社会行動
に問題が見られるため、労働が著しく制
限を受けるもの 

障害厚生年金 なし 

該当せず  一時金で1,178,400 円 なし 

※参考、平成30 年4 月分から平成31 年3 月分の年金額 
 

生活保護 
生活保護は、生活に困窮する人に対してその困窮の程度に応じて保護を行い、人として
最低限の生活を保障し、自分自身の力で生活できるように援助する制度です。 
【手続き】 
①生活福祉課にご相談ください。 
②家庭の事情や状況をお聞きします。 
③生活保護申請書など必要な書類を提出する。 
④自宅を訪問するなど調査を行います。 
⑤書面にて受給の可否をお知らせします。 
【保護を受けるために必要なこと】 
家族の中で働ける人がいれば働く。 
世帯の収入・資産など利用できるものはすべて生活のために 
利用する。 
親子、兄弟、姉妹から援助が受けられる場合は援助を受ける。 
利用できる制度があれば利用する。 
【問い合わせ】 
生活福祉課 ☎２９９８－９２０１ 

 
 
 
 
 
国民年金保険料を未納にしない 
国民年金保険料を未納のままにしている
と、年金を受給する際に必要な受給資格
期間を満たせない、障害年金を受給する
際に必要な納付要件を満たせないなど、
将来年金を受給できない事態が生じます。
年金保険料を納めるのが経済的に難しい
場合は、申請により保険料の免除や納付
猶予される制度があります。未納のまま
にせず、必ず手続きしておきましょう。 
 
 
 
 
国民年金保険料免除制度 
保険料を納めることが経済的に困難 
（一定所得以下）な場合、支払いを免除さ
れる制度です。所得に応じて、免除の割合
が異なります。 
 
若年者納付猶予制度 
30 歳未満の人で、本人と配偶者の所得が
一定所得以下の場合、保険料の納付が猶
予される制度です。 
 
学生納付特例制度 
大学・専門学校などに在学する学生で、所
得が一定以下の場合、保険料の納付が猶
予される制度です。 
 
この他にも、免除・猶予の対象となること
があるので、保険料を納めることが難し
い場合は国保年金課にご相談ください。 
【問い合わせ】 
市民課年金担当 ☎２９９８－９０９５ 

ワンポイント 



 

 

 

 

長い人生には、いろいろなことが起こります 

 

困ったときのために 
発達障害の人はトラブルに巻き込まれやすい傾向があります。 
いざという時には、一人で悩まずに相談しましょう。 
 

身近にある相談支援・サポート 
●通院先の主治医、ソーシャルワーカー、施設の職員、市の職員、友人・・ 
困ったことや心配なことがあったら、まずは「あなたの良く知る人」に相談してくださ
い。早めに相談することで、不安を軽くすることや速やかに対処することができます。 
いざというときに備えて、日ごろから、誰かとつながりを持つようにしましょう。 
●相談支援事業所 
障害のある方とそのご家族からの相談に応じます。悩みや心配、日々のちょっとした困
りごとなど、何でもご相談ください。市内には5 つの相談事業所があります。 
詳しくはP49 をご覧ください。 
●民生委員 
地域で援助を必要とする方の相談に応じ援助を行っています。 
お住まいの地域の民生委員についてはお問い合わせください。 
福祉総務課 ☎２９９８－９１１３ 
●あんしんサポートねっと 
判断能力の不十分な方が安心して生活できるように、「生活支援員」が福祉サービス利用
の援助や暮らしに必要なお金の出し入れをお手伝いします。 

 
【問い合わせ】 
所沢市社会福祉協議会 相談支援課 
☎２９２９－１７１１ 
 

市役所で専門家に相談する 
市民相談窓口 

司法書士法律相談 
登記・多重債務・成年後見・民事紛争（簡易裁判所で取り扱う内容）につい
ての相談。 

法律相談 
弁護士が、金銭の賃借、相続など法律に関する問題についてアドバイスし
ます。 

人権相談 いじめや差別など、くらしの中で起きる問題について相談にのります。 
行政相談 行政に関する要望、苦情などをお聞きし、解決に向けてお手伝いします。 
税務相談 税理士が、相続税、譲渡所得税等の税金に関して相談に応じます。 

保険・年金相談 
社会保険労務士が、年金・労働・雇用などの問題について相談をお受けし
ます。 

【問い合わせ】 
市民相談課 ☎２９９８－９０９２ 
 

 
 
発達障害のある方やご家族の相談 
埼玉県発達障害者支援センターまほろば 
発達障害に関する相談、就労や福祉制度に関す
る相談など、様々な相談をお受けします。 
電話やメールでの相談も可能です。面接相談を
ご希望の方は事前にご連絡ください。 
☎０４９－２３９－３５５３ 
平日9:00～12:00/13:00～17:00 
autism.s.c.keyaki@ninus.ocn.ne.jp 
西武新宿線「本川越」駅バス40 分 
 
災害時はどうする？ 
所沢市災害時要援護者支援事業 
日常的に支援を受けていない軽度の障害の方
は、支援が必要であることを行政や地域が把握
できていないことがあります。災害時に家族だ
けでは避難が難しい方、または家族の支援を受
けられない方は、「災害時要援護者支援事業登
録申請書」を提出してください。自治会や町内
会、自主防災会、民生委員などで情報を共有し
て、災害時の支援に活かします。 
【登録受付窓口】 
危機管理課・障害福祉課・こども福祉課・ここ
ろの健康支援室・まちづくりセンターなど 
【問い合わせ】 
危機管理課 ☎２９９８－９３９９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【内容】 
●福祉サービス利用援助 
●日常生活上の手続き援助 
●日常的金銭管理 

【利用料】 
日常金銭管理で通帳をお預かりする場合、 
１回（1 時間まで）1,200 円 
以降30 分ごとに400 円加算 
金融機関において代理援助を行う場合は、 
１回（１時間まで）1,600 円 
●書類等預かりサービス 
基本料（年額）2,000 円 
利用料（月額）500 円 

mailto:autism.s.c.keyaki@ninus.ocn.ne.jp


 

 

 

 
 
 
 

トラブルに巻き込まれたら 
消費生活センター 
契約上のトラブルや悪徳商法、架空請求、多重債務など、消費生活に関することで困っ
たり不安になったりしたときは、相談してください。問題解決のために、アドバイスや
情報提供を行っています。 
☎２９９８－９２０４ 
平日10:00～11:30/13:00～15:30 
 
全国消費生活相談員協会「週末電話相談」 
☎０３－５６１４－０１８９ 
年末年始を除く 土・日のみ 10:00～12:00/13:00～16:00 
 
法テラス（日本司法支援センター） 
法的トラブルに巻き込まれて困ったときは、迷わずお電話ください。法的トラブルかど
うか分からない方もお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ内容に応じて、法制
度や手続きの説明、相談機関・団体などを紹介します。 
☎０５７０－０７８３７４  
PHS・IP 電話からは０３－６７４５－５６００ 
平日9:00～21:00 土曜日9:00～17:00 
 
犯罪被害者支援ダイヤル 
☎０５７０－０７９７１４ 
PHP・IP 電話からは０３－６７４５－５６０１ 
平日9:00～21:00 土曜日9:00～17:00 
 
獨協大学 地域と子どもリーガルサービスセンター 
子どもに関する相談を、一緒に考えながら解決・改善のための支援を行っています。子
どもからの相談はもちろんのこと、子どものことや子どもの保育園・幼稚園・学校での
ことなど、大人からの相談も受け付けています。 
☎０４８－９４６－１７８１（平日9:00～17:00） 
ＦＡＸ０４８－９４６－１７８２（終日受付） 
メールkodomolc@dokkyo.ac.jp（終日受付） 
東武スカイツリーライン「独協大学前」駅 （西口徒歩4 分） 
 

成年後見制度 
発達障害などで判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。本人の判断
能力のレベルによって支援者の権限が「後見」「保佐」「補助」の3 つのレベルに分かれ
ています。支援者は、本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取
り消したりできます。本人の権利を制限することになるため、この制度を利用するには
家庭裁判所の審判が必要です。 
【成年後見制度全般についての問い合わせ】 
所沢市こどもと福祉の未来館 
福祉の相談窓口☎２９４１－６３６６ 

 
 
 
 
 
成年後見制度について 
「補助」とは？ 
対象は判断能力が不十分な方 
「特定の契約や財産管理について判断の手伝
いをしてくれる人が欲しい」 
本人の同意が必要です。 
 
「保佐」とは？ 
対象は判断能力が著しく不十分な方 
「重大な契約や財産管理を代わりにしてくれ
る人、判断の確認をしてくれる人が欲しい」 
原則として本人の同意が必要です。 
 
「後見」とは？ 
対象は判断能力が欠けている方 
「契約や財産管理全般を代わりにしてくれる
人が欲しい」 
本人の同意は不要です。 
 
「任意後見制度」とは？ 
対象は親亡きあとの生活に不安がある方 
「親亡きあとの見守りや財産管理など、誰に何
を頼むか決めておきたい」 
本人が契約を結びます。 
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