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はじめに

発達障害について
知ろう

　「うちの子、ほかの子とちょっと違う」「みんなと同じように遊べない」…
周りの子と比べて、子どもの発達について心配をかかえていませんか?　
こうした発達の偏り、ちょっとデコボコしていることは、一種の個性でもあ
りますが、適切な支援も必要です。
　「困らせる子ども」は、「困っている子ども」かもしれません。適切なサポー
トをしてあげることで、子どもは困難への対処法を身につけ、本来持って
いる能力をぐんぐんと伸ばしていくことができます。こうして得られた自信
は、将来の「自立」へとつながっていきます。
　子どもを取り巻くすべての人が発達障害について正しく理解し、サポート
する方法を知り、実践していくことがとても大切です。

　甲府市では、『こども最優先のまち』を基本理念に、子育て家庭を支援するまちづくり
に取り組んでいます。
　この発達障がい児（者）等支援ガイドブックは、子どもの個性を尊重し、すべての子ど
もたちが夢に向かってたくましく育つことを応援したいという視点で、作成いたしました。
　子どもの健全な育ちには、保護者の方の手助けが重要です。「目の前の子どもの心と行
動の意味を理解し、適切に関わるにはどうしたらいいのか」「市にはどんな支援や制度が
あるのか」について、保護者の方に知っていただくために、情報をわかりやすくまとめま
した。子どもたちと、保護者の皆さまの一助となれば幸いです。

支援を必要としている子どもがたくさんいます
　2012年に文部科学省が行った調査では、全国の小中学校の普通クラス
には、発達障害の可能性のある子（知的な遅れはないものの、学習面や行
動面で困難をかかえている）が6.5％いると報告されています。40人学級
で考えると、1クラスに平均2～3人いることになります。
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　おもに以下の３種類がありますが、い
くつかの発達障害（特性）を重複して持
っていることも少なくありません。

どんな種類が
あるの?

自閉スペクトラム症
（ASD）

脳機能に
障害があると・・・

情報の
受け取り方が
通常と異なる、

上手に処理できない
対人関係やコミュニケーショ
ンに問題が起こりやすい、こ
だわりが強い

　人は、ひとりひとり違う個性を持っています。発達障害の人
の場合も、同じ障害名でも同じ特性があらわれるとはかぎりま
せん。特性の強さも、それぞれ違います。
　発達障害の共通した特性は、「ひときわ大きい個性」とも言
えます。その「個性」をしっかり見つめて、「どうすれば生きや
すくなるか」を考えて、見守り・支援していきましょう。

注意欠如・多動症
（ADHD）

多動で落ち着きがない、不注
意で、もの忘れが多い

学習障害
（LD）

知的な遅れはないのに、特定
の学習（読む、書く、計算す
るなど）が極端に苦手

発達障害の「特性」のあらわれ方は十人十色

　発達障害の原因は、まだよくわかっていないのが現状
ですが、「生まれつき脳の機能が通常と違う」と考えられ
ています。そのため、周りの人とは違う反応をしてしまう
のです。親の育て方（しつけ不足）、愛情の注ぎ方など
が原因ではありません。また、心の病気でもありません。

わたしたちの脳の中では、140億個以上の神経細胞が情報を伝え合
うことで、感情や思考、判断、記憶、運動などのさまざまな活動を
コントロールしています。

原因は?

　脳の機能障害そのものを根本的に治すことはできませ
ん。しかし、特性を早期に正しく理解して、早期に適切
な支援を始めることで、子どもの生きづらさをやわらげ
て、成長をうながすことができます。

治るの?

生活・学習面に
問題が起こる

発 達 障 害 と は

（自閉症、高機能自閉症、
   アスペルガー症候群など）
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どうやって
付き合って
いく？

どうやって
付き合って
いく？

≪優れているところを伸ばす≫ 
　言動がなかなか周囲に理解してもらえず、家族や先生からしかられ
たり、友だちからいやなことを言われたりすることが多く、ストレス
を抱えやすいといえます。
　周囲がその子の特性を受け入れて、いいところをほめながら社会適
応力を伸ばしていきましょう。場面ごとにどんな行動をとったらいい
かを根気よく教えます。

自閉スペクトラム症 (ASD）自閉スペクトラム症 (ASD）
対人関係は苦手ですが、好きなことには人一倍の集中力を発揮します。
個別や小さな集団で過ごすことで、適応力を伸ばすことが期待できます。

▶2、3歳ごろから
•お母さんと目を合わせない
•会話が続かない
•自分の言いたいことだけ言う
•一人遊びが多い
•自分勝手なことをする
•気に入らないことがあると大騒ぎする
•くせ、こだわりのような行動がみられる  　

どうして
みんなといっしょに
できないのかしら？

よくみられる特徴

♦指さしで興味のあるものを伝えない
♦人の目を見ることが少ない
♦ほかの子どもに関心がない
♦言葉の遅れ
♦はじめてのことが苦手
♦予定の変更に対応できない
♦感覚が過敏・感覚が鈍い

どんなときに気づく？

人や周りの状況に無
関心、マイペースの
ことが多いです。

電車の絵本が
みたいの！

　発達障害の診断は専門の医師でも難しいもの。「様子を・・・」は、「今は判断
できないが、気になるところがある」という意味です。どんな点に注意して様子
を見るのか確認しておきましょう。健診では、専門医の診察や療育センターなど
の施設を紹介されることもあります。不安がらずによく話を聞いてみましょう。

健診で「様子をみましょう」と言われた。どうしたらいい?

 　発達障害の特性は、生後すぐには確認できま
せん。「言われてみれば、そうだったかも」という
程度です。しかし、年齢に応じて何らかのサイン
があらわれることが多いようです。

■１歳６か月児健診
　赤ちゃんを卒業する節目の健診です。行動
からは判断しづらいため、言葉の面から、話
しかける言葉を理解しているか、意思が通じ
るかをみます。

　発達障害の特性は、乳児期にはほと
んど確認できません。「おかしいな」と
感じたら、気になる様子をメモしておき
ましょう。

　こだわりが強い、やりとり遊びが苦
手、感覚過敏がある…。
ASD（自閉スペクトラム症）かも!?
➡詳しくは７ページへ

集中力がない、じっとしていられない
…。
ADHD（注意欠如・多動症）かも!?
➡詳しくは８ページへ

読む、書く、計算などが極端に遅い
し、よく間違える…。
LD（学習障害）かも!?
➡詳しくは９ページへ

■３歳児健診
　生活習慣の自立や社会性など、集団生活に
入る準備が整い始めているかどうかをみます。

■就学時健診
　コミュニケーション能力や集中力などをみま
す。結果により、療育センターで検査を受け
ることをすすめられる場合があります。

子どもの年齢と
発達障害のサイン

健診でのチェック 発達障害のサイン気づきやすい
年齢

０歳

１歳

２歳

４歳

５歳

6歳
（入学後）

３歳
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どうやって
付き合って
いく？

どうやって
付き合って
いく？

≪治すより、生きやすくする≫ 
　多動性は、一般的には成長とともに軽くなる場合が多いですが、不注
意や衝動性は大人になるまで続くことがあります。
　幼児期から小学生くらいまでに診断された場合には、効果的な対応方
法があります。脳にはたらきかける薬の服用と集中しやすい環境づくり、
適切な行動をとる指導をセットで行います。

どうやって
付き合って
いく？

どうやって
付き合って
いく？

≪つまずきを補うサポートが必要≫ 
　本人は一生懸命に取り組んでいるのに、周囲から「やる気がない」「努
力が足りない」と責められてしまうことが多く、そのせいでやる気や
自信を失ってしまいます。通常のくり返して覚える学習方法とは異な
り、大きな文字を指でなぞりながら読む、大きなマス目のノートを
使って学習するなどの方法があります。家庭と学校、支援機関が情報
を共有しながらサポートします。

注意欠如・多動症（ADHD）注意欠如・多動症（ADHD） 学習障害（ LD）学習障害（ LD）
うっかりミス、落ち着きのなさ、友だちとのトラブルなどがみられます。

薬による治療、環境の調整、行動療法に取り組むことで高い効果が得られます。
知的発達は遅れがないのに、読み、書き、計算などの習得が極端に遅く、よく間違えます。

早めに気づき、適切な指導を受けることで改善が期待できます。

▶小学校入学前
•言葉の発達が少し遅い
•大人の言っていることがピンとこない
•ルールの理解が遅い　
•文字に興味がない
•しりとりができない

よくみられる特徴

♦音読、黙読が不得意
♦文字を正しく書けない
♦文章問題が解けない
♦図形の理解が難しい
♦計算が苦手

どんなときに気づく？

▶4、5歳ごろから
•ぼーっとしている
•じっとしていられずに動きまわる
•友だちとのトラブルが多発する　など

大人からしかられたり、
友だちから敬遠されることが多い

よくみられる特徴

不注意 ♦忘れっぽい
　　　♦集中力が続かない

多動性 ♦落ち着きがない
　　　♦待つことが苦手

衝動性 ♦考えてから行動できない
　　　♦かんしゃくを起こしやすい

どんなときに気づく？

漢字のテストで
０点とか、
ありえない！

お子さんの努力不足で
はありません。特別な
勉強法が必要です。

落ち着ける場所で
クールダウンを待
ちましょう。

こうなると、
手が

つけられない

「イヤ」が
止まらなく
なっちゃった

先生の言うとおり、
10回ずつ
練習したのに

ちゃんと書けない…

▶小学校入学後
学習困難が明らかになることが多い
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まずは、視点を変えてみよう

（例）すぐ「かんしゃく」を起こす子どもの場合

子どもの行動だけを見ている場合

　すぐに怒りだす子、ぼーっとしている子、落ち着きのない子、予定を変更するととまどってしま
う子…。手がかかり、困らせる子どもに映ります。
　しかし、子どもは必死にSOSを発信しています。子どもは、自分の状況をうまく説明すること
ができません。周囲の大人が、理解する「まなざし」を持つことが必要です。

上手に子どもをほめよう
　ほめ言葉は、毎日くり返すほど効果があります。たまにほめられても、子どもはすぐに忘れてし
まいます。毎日ほめられていれば、子どもはよい行動はほめられるんだと、実感できるようになっ
ていきます。そして、望ましい行動が増えていきます。

「しかる」より「ほめる」ことが大切
　発達障害の子どもは、相手の言葉の意図をくみ取りにくいため、「ダメでしょ!」としかるだけで
は、どうすればいいのかわかりません。ほめられるような「よい行動」とはどういうものなのかを
具体的に伝えていく必要があります。

　「いいところノート」とは、お子さんの「すごい」とか、「頑張った」「こういうところ、イイよね♪」
と肯定的な発見をした時に、それをメモするノートのことです。昨日と同じことを、やっぱり「いいな
～」と思って、連続して書いてもOK。このノートを書くことで、子どものいいところを自然と発見でき
るようになります。
　子育ては理想どおりにはいきません。「やさしく言い聞かせなければいけない」「気長に成長を待た
なければいけない」・・・頭ではわかっていても、ついイライラしてしまう、声を荒らげてしまう・・・
発達障害かどうかに関係なく、子育てしていれば誰もが経験することです。あれこれ努力してもうまく
いかないと感じてしまうこともあるでしょう。
　そんなとき、このノートを見返すと心がポッとあたたかくなって、「子どものありのままの姿を認めよ
う」と前向きな気持ちがわいてきます。
　また、子どもがこのノートを読めば、「自分は大切に思われている。うれしいな!」と思い、自信が持
てるようになります。自信は子どものやる気、成長の原動力です。
　「ほめるのが苦手」「いいところを見つけられない」という方には、ぜひ、書くことをおすすめします！

子育てで「大切なこと」

手のかかる「困らせる子ども」

その子の気持ちを考えた場合 理解と支援が必要な「困っている子ども」

●しかる →わからない
●罰する →特性は改善しない

「どうせ自分はダメな子」
「自分には価値がない」

ダメでしょ！

注意するときのポイント

しかられた。
どうして?

わからない

自信を失う

●短い言葉で、具体的な方法を示す

よい行動が増えて、ほめられる

水を止め
ようね

今度は、
止めよう!

えらいねありがとう

わかった!

自信がつく

子どもの心に届く２つのほめ方
♥わかりやすい言葉で、すぐほめる ♥些細なことでもほめる

「いいところノート」をつけてみませんか?

5／5　 ○○は絵が本当に上手だね!

5／7　 お箸を出してくれて、ありがとう!

5／10　大きな声で、あいさつできたね!!

5／15　○○の「いってらっしゃい」の声を聞くと、元気が出るよ!
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発達障害に早めに気づき、
自立に向けた支援を始めよう

お悩み別INDEX

「何かおかしい」と気づいたら早めに相談し、
適切なかかわり方を学びましょう。
●発達に不安がある
●相談したい
●子どもへのかかわり方を知りたい
●適切な支援を受けたい

　
P16～

　
P18～

…………………………………　　　
…………………………………………　　　

………………　　　
………………………………　　

乳
幼
児
期

わが子にどんな教育環境が合うのか、
よく考えましょう。
●就学時健康診断って何をするの?
●どんな学校が子どもに適しているか分からない・・・
●希望した学校に入れるの?

　
P20～

　

…………………　

…………………………　

学
齢
期

生活技術を身につけ、経済的な自立を目指しましょう。
●発達障害と診断されたが、どこに相談すればいい?
●就労をサポートしてほしい

P22　
P22～…………………………　　 

青
年
期
・
成
人
期

　何となく、ほかの子どもとは異なる点に気がついていても、それが「発達障害かもしれな
い」と思いたくないという気持ちがあるかもしれません。しかし、子どもは「気づいてほし
い」と思っているのではないでしょうか。発達において障害があることに気づいてもらえる
ことで、適した支援の仕方があります。早めに相談しましょう。

できるだけ早い「気づき」と「支援」を

●適切な働きかけでサポート
●療育などをスタート

相談、診断

●「できない子」「困った子」として
　見てしまいがち
●しかるなどの間違ったしつけを
　行いがち

相談しない

生きづらさがやわらいで、
成長が促され、自信がつく

発
達
障
害「
未
来
予
想
図
」

●安定した状態で、社会生活をス
ムーズに送れる。

●よい面を伸ばして、特性に合っ
た進路を選んでいくことができ
る。

無理解や誤解の中で過ごし、
心が傷つき、自信を失う

●意欲や関心が薄れ、本来持って
いる力を十分に発揮できない。

●生活や人間関係に行き詰まり、
強い劣等感・うつ・非行・不登
校に陥る危険がある。

気軽に相談してみる

健診で気づく 保育所（園）・幼稚園・学校
などの先生が気づく保護者が気づく

甲府市でのライフステージに応じた支援は…

乳幼児期
P16～

学齢期
P20～

青年期・成人期
P22～
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母子保健課

健康増進課

子ども支援課

子ども保育課

学事課

学校教育課

障がい福祉課

雇用創生課

支
え
方
や
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
年
代
別
で
変
化
し
て
い
き
ま
す

お
子
さ
ん
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
し
て
も
、
乳
幼
児
期
か
ら
成
人
期

ま
で
一
貫
し
て
適
切
な
支
援
が
継
続
さ
れ
る
よ
う
、
保
護
者
の
み
な
さ

ま
と
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

サ
ポ
ー
ト
ナ
ビ

乳幼児期
（保護者への支援を含む）

学齢期 青年期・
成人期～

担当課

養育支援訪問　P18

ママのすこやか相談（臨床心理士による相談） P17

甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」相談支援窓口　P19

障害福祉サービス給付事業　P19・23

手当や医療費などのサービス　P19

子ども相談センター「おひさま」子育て総合相談窓口　P17

子育て相談　P16

乳幼児すこやか発達支援事業（すこやか相談・すこやか教室)  P16

乳幼児健康相談　P18

育児相談　P17

保育所等への入所相談　P18

地域子育て支援センター　P17

就学時健康診断　P20

就学相談　P20

甲府市教育支援委員会による指導助言　P20

健康相談・訪問指導　P22

ワークプラザ甲府での就労支援　P22

乳幼児健康診査（３か月、１歳６か月、２歳、３歳） P16

子育て世代包括支援センター　P16

マイ保健師による相談･支援　P16

母子健康手帳の交付　P16
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乳幼児期
「何かおかしい」と気づいたら早めに相談し、
適切なかかわり方を学びましょう。

発達障害に気づくきっかけ

子どもの発達が気になる

■乳幼児健康診査

母子保健課　☎237-8950お問合せ

3か月、1歳6か月、2歳、3歳のお子さんを対象に、健康状態の診察や発達の確認を行います。
疾病や障害の早期発見、早期支援につなげます。発達についての相談も行います。

■子育て相談

母子保健課　☎237-8950お問合せ

乳幼児健診時に、お子さんの発達に不安のある方を対象に、心理相談員が相談に応じます。「マイ保
健師」と連携し必要な支援を行います。

■ママのすこやか相談

母子保健課　☎237-8950お問合せ

子どもの発達に不安のあるママを対象に、臨床心理士が相談に応じます。

■乳幼児すこやか発達支援事業（すこやか相談・すこやか教室）

母子保健課　☎237-8950お問合せ

言葉の遅れ、落ち着きがない、こだわりがあるなど、子どもの発達面に心配のある方や、子育てがつ
らいと感じている保護者に、臨床心理士、保健師等が相談に応じます。相談結果に基づき、集団の教
室も行っています。

■子ども相談センター「おひさま」

子育てに関するさまざまな質問や悩みを相談できる総
合相談窓口です。

■子育て世代包括支援センター【母子健康手帳の交付・マイ保健師】

母子保健課　☎237-8950お問合せ

母子健康手帳の交付時に、すべての妊産婦等に対し担当の保健師「マイ保健師」を配置しています。
「マイ保健師」が子育てに関するさまざまな相談に応じ、保護者をサポートします。

子育てについて相談する

■育児相談
お問合せ

公立5保育所・子育て支援センター「ひなたぼっこ」（中央保育所内）で相談に応じています。電話相
談にも対応しています。

北 新 保 育 所　☎252-3983
中 央 保 育 所　☎233-2896
甲運第一保育所　☎233-3851
玉 諸 保 育 所　☎233-9044
中 道 保 育 所　☎266-4037

お問合せ 子ども保育課　☎298-4473
　　　　　　　☎237-5669

■地域子育て支援センター

市内の保育所等（私立15／公立１）を活用して実施しています。
甲府市　子育てガイドブック参照　 

子ども支援課　☎237-5917お問合せ
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福祉制度を利用する

■通所などのサービス

障がいのある子どもが安心して暮らせるために、下記のような障害福祉サービスがあります。

◆「身体障害者手帳」「療育手帳」を取得した方へのサービス
◆精神障害者などで通院治療が必要な方へのサービス
  （手帳の有無は関係ない）

■乳幼児健康相談
お問合せ

育児・食事などについて、保健師・管理栄養士が相談を受けています。

■利用者支援事業（保育所等への入所相談）
お問合せ

保育所等への入所等についての相談に応じます。

■手当や医療費などのサービス

障がい福祉課お問合せ

障がい福祉課お問合せ

■養育支援訪問

母子保健課　☎237-8950お問合せ

乳幼児または保護者に発達障害等がある場合など、養育支援が必要な家庭を対象に、「マイ保健師」
が家庭を訪問し、子育てに関する指導やアドバイスを行います。

お問合せ

甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」
甲府市東光寺1-10-25 甲府市障害者センター内

母子保健課　☎237-8950

子ども保育課　☎298-4473・237-5669

障害児通所
サービス

●児童発達支援　●放課後等デイサービス（就学中）
●保育所等訪問支援 等

・医療支援係　☎237-5642　・相談支援係　☎237-5240

・サービス支援係　☎237-5654
・相談支援係　☎237-5240　

障害福祉
サービス

●居宅介護（ホームヘルプ）
●行動援護　●短期入所 等

地域生活
支援事業

相談支援
窓口

●日中一時支援 等

☎221-1233
【相 談  方  法】来所・電話など
【開所日・時間】月～土（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　 8：30～17：30（水のみ19：30まで）

上記についての詳細は、甲府市　子育てガイドブック参照
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学齢期
わが子にどんな教育環境が合うのか、
よく考えましょう。

発達障害に気づくきっかけ

小学１年生になる子どもを対象に、心身の状況を把握し、保健上必要な助言等を行っています。特別
な支援が必要な場合は、「就学相談」を受けることができます。

お問合せ 学事課　☎223-7322
→16ページ参照

→17ページ参照

→18ページ参照

子どもの発達が気になる

■子育て世代包括支援センター
「マイ保健師」が相談に応じます。

■子ども相談センター「おひさま」
子育ての総合相談窓口です。

→17ページ参照

■ママのすこやか相談
子どもの発達に不安のあるママを対象に、臨床心理士が相談に応じます。

■就学時健康診断

子育てについて相談する

子どもまたは保護者に発達障害等がある家庭を対象に、「マイ保健師」が指導やアドバイスを行います。

■養育支援訪問

→19ページ参照

福祉制度を利用する
障がいのある子どもが安心して暮らせるための福祉サービスがあります。

就学支援を活用する

発達障害を含む障がいのある（またはその疑いのある）子どもと保護者が対象です。保護者の願い、
子どもの発達検査や行動観察、専門家の意見などを踏まえたうえで、望ましい就学先（通常の学級、
通級指導教室の利用、特別支援学級、特別支援学校）について検討していきます。

お問合せ 学校教育課　☎223-7321

■就学相談

就学相談においても就学先の決定が難しい場合などは、教育学・医学・心理学の専門家等で構成される
教育支援委員会から、就学（転学）や特別支援学級入級などについて指導・助言をもらうことができます。

お問合せ 学校教育課　☎223-7321

■甲府市教育支援委員会による指導助言
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青年期・成人期
生活技術を身につけ、経済的な自立を目指しましょう。

自立をサポートしてほしい

■甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」
どこに相談したらいいかわからない場合に相談できる窓口です。本人または家族が、年齢を問わず相
談できます。

→19ページ参照

福祉制度を利用する

■障害者総合支援法によるサービス

◆就労移行支援■健康相談・訪問指導
お問合せ

本人や家族を対象に、不安の軽減や専門機関等の情報提供などを、電話や来所、家庭訪問により行い
ます。

健康増進課　☎237-2505

お問合せ

65歳未満の方を対象に、就労に必要な知識・能力向上を目指した訓練を行います。

◆就労継続支援（雇用型・非雇用型）
・雇用型：雇用による就労が可能な65歳未満の方を対象に、就労に必要な知識・能力向上を目指した
訓練を行います。
・非雇用型：就労移行支援などで雇用に結びつかなかった方を対象に、働く場を提供し、就労に必要
な知識・能力向上を目指した訓練を行います。

◆就労定着支援
就労された方を対象に、就労の継続支援を行います。

障がい福祉課

■ワークプラザ甲府での就労支援
お問合せ

甲府市と山梨労働局、ハローワーク甲府の三者が連携し、市が行う福祉に関する生活相談と、ハロー
ワークが行う無料の就労相談を、甲府市役所本庁舎内で一体的に行う就労支援のための相談窓口で
す。お気軽にご利用ください。

雇用創生課　☎237-5736

・サービス支援係　☎237-5654　
・相談支援係　☎237-5240
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