
【 取組み報告 】

ペアレント・プログラム
及び

新サポートノートえいぶる
普及状況について

沖縄県発達障がい者支援センターがじゅま～る

2017/10/24

平成２９年度第１回沖縄県発達障害者支援体制整備委員会

例えば・・・周囲から見てわかりにくい様々な発達障害の特性（見通しが立たないことへの不安、感覚過敏、読み
障害、不器用、独り言が出てしまう、言葉が支えて出てこないなど）やそれまで行われていた良い支
援（スケジュール提示、別室対応、拡大文字問題冊子、チェック回答、時間延長など）を、関係者が確
実に引き継ぐための仕組みを整える。

関係条項 ＜情報の共有の促進（9条の２）＞ [新設]

個人情報の保護に十分配慮しつつ、支援に資する情報の共有を促進

正改

地域の身近な場所で受けられる支援

「 改正発達障害者支援法 」３つのポイント

平成28年８月１日から施行！

発達障害者支援法
平成17年に施行された「発達障害者支援法」が、今年、改正されました。

ライフステージを通じた切れ目のない

支援

家族なども含めた、きめ細かな支援
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例えば・・・風邪や虫歯の治療のために通うかかりつけ医や、地域の中でトラブルがあったときに関わる警察官
なども、発達障害について一定の知識を持つことや、専門家にサポートを依頼できるようになるため
の研修等の充実を進める など

新サポートノート
えいぶるの普及

ペアレント・
プログラムの普及

人材育成・
普及啓発活動

例えば・・・診断を受ける前から、保護者（家庭以外の場で育つ子の監護も含める）が、子どもや自分自身の行動
を客観的かつ前向きにとらえることを助ける「ペアレント・プログラム」を普及する など

ペアレントプログラムについて

県内市町村の状況について
『 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 』より

※（ ）内は市町村数

○発達障害者支援について、必要性を感じている支援
多い順に…「就労支援（28）」「社会的スキルの取得（25）」

「家族支援 （21）」

○家族支援として自治体で取り組んでいること；
「家族への説明・社会資源の情報提供（22）」

「早期介入（9）」「家族のレスパイトの提供（9）」

「保護者や兄弟姉妹に対する心理的サポート（9）」

○県内市町村におけるペアトレの実施状況
「実施している」（3）

「具体的な取り組みを検討している」（3）

「必要性を感じているが、運営など具体的手法がわからない（24）
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ペアレント・プログラムとは
○ 子どもの「行動」の客観的な理解の仕方を学び、楽しく

子育てに臨む自信を身につけることを目的としたグループ・
プログラム

○ 子育てに困り感のある保護者を含めた、すべての保護者に
活用することが可能（診断は前提としない）

※ 発達障がいやその傾向の有無にかかわらず有効とされる。

〇 プログラムの実施者は、身近な地域の支援者を想定。
（ 保健師や保育士、教師、福祉事業所職員、子育て支援や

障害児福祉に関わる民間団体等 ）

〇 原則として、隔週で6回を1クールとした3か月間のプログ
ラムを標準とする（1回1時間～1時間半程度）。

○ 保護者の認知の肯定的な変容を目指した内容で、説明」＋
「個人ワーク」＋「ペアワーク」で構成。
保護者の参加人数は10名程度を想定。

ペアレント・トレーニング
親が自分の子どもの行動を冷静に観察して特徴を理解したり、発達障がいの特性
を踏まえた褒め方や叱り方等を学ぶことにより子どもの問題行動を減少させるこ
とを目標とする。トレーナーには専門知識が要求される。

ペアレント・プログラム
地域での普及を図る為に開発された、より簡易なプログラム。子どもの行動修正
までは目指さず、「親の認知を肯定的に修正すること」に焦点を当てている。
発達障がいやその傾向の有無にかかわらず有効とされている。

ペアレントプログラムの目標

※ 地域の支援者の方が、保護者がプログラムに取り組む場に一緒に参加
するなかで、プログラムを実施するノウハウをお伝えし、保護者支援
のコツを「身につける」ことができます。

ペアレント・プログラムの効果
・保護者の抑うつ状態が改善された。
・育てにくさを感じなくなった。
・子どもへの対応を難しく思わなくなった。
・子どもをほめることが増えた。
・子どもを叱ることが減った。



各セッションの概要 ペアプロに参加した保護者の声
（アスぺ・エルデの会）

• 「書き出してみると、そんなに困ったことなどないということが

わかった」

• 「できないことばかりに目がいき、ハードルを高く設定してまし

た。今はできなくても少しずつ成長とともにできるようになる

と希望がもてました」

• 「自分がダメダメな親なのだけど、それでも精一杯やっているの

かなと認めることができたかなと思っています」

• 「当たり前だが叱っているよりほめている方がストレスが少な

い」

• （ペアで話し合ったりすること）「最初はちょっと抵抗を感じま

したが、回が進むにつれて話し合いで共感してもらえたり、

他の参加者も同じ悩みがあったりすることがわかり、話す

ことで皆と楽しく学べたので良かったです」
10

ペアプロに参加した支援者の声
（アスぺ・エルデの会）

• 「お母さん方の中の変化、理解の進み方などがとてもよくわかり

ました。ペアのお母さん同士で助言し合えている場面を拝見する

こともでき、とても勉強になりました」（50代／相談員）

・「実際に保護者がペアプロに参加する様子を見ながら参加型で

学べたのがとても勉強になりよかった。終了後も定期的に学ぶこ

とのできる機会やフォローの機会があると身につきやすいように

思う」（30代／社会福祉士）

• 「お子さんを行動でみることは実際にやってみて難しく感じまし

たが、自分なりに行動で見る経験につながったと思うのでとても

良かったです」（30代／作業療法士）

・「子どもをほめるときに、具体的に〇〇がよかったねというよう

に変化した」（保育士／40代）

・「自分自身の意識改革ができたなと思います」（保育士／40代）
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・前提①：子育てに困り感のある保護者等、すべての保護者を

対象とする（診断は前提としない）。

・前提②：母親が現実的に子どもの行動に対応できるよう、

認知の修正をし、次の地域の資源に繋ぐ。

・前提③：地域の一般的な支援職（保育士、障害児事業所ス

タッフ等）が業務の一環として実施可能。

※保護者支援の「コツ」を身につけることができる。

・前提④；各県の発達障害者支援センターが普及の中心とな

る。

➡ ノウハウの共有にはコストはかからない！

重要なポイントは人材育成！
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平成27年度障害者支援状況等調査研究事業

「ペアレント・プログラム事業化マニュアル」より



今後の展開
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事業実施
市町村地域生活支援事業等
（巡回支援専門員整備事業）

人材育成
都道府県地域生活支援事業等
（発達障害者支援体制整備）

人材育成 発達障害に関する研修や地域の発達障害者支援センター等が

実施する研修等を受講し、適切な専門性の確保を図る。
専門性の確保

平成27年度障害者支援状況等調査研究事業

「ペアレント・プログラム事業化マニュアル」より

県内でのペアプロ普及に向けた取組み

〇圏域別研修事業等での研修会開催を通じた、
ペアプロの啓発

・南部圏域、中部圏域…平成27年度に圏域別研修の中で情報提供。
・北部圏域…平成27年度に圏域別研修事業として研修会開催。
・宮古圏域…平成28年に圏域別研修事業での研修会開催。
・八重山圏域…平成28年八重山圏域障害者自立支援連絡会議

「療育・教育部会」にて情報提供。

〇講師派遣等での支援者向け研修

〇ペアレント・プログラムの実施
・那覇市療育センター（期間：平成28年5月～7月）実施
・北部圏域（期間：平成28年9月～12月）実施
・南部圏域（期間：平成29年5月～7月）実施中
・北部圏域➡名護療育医療センター（期間：平成29年5月～7月）実施中
・八重山圏域（期間：平成29年10月～12月）実施予定

【那覇におけるペアプロ実践】

会場：那覇市療育センター（以下、療育センター）2階ホール

講師：がじゅま～る職員（臨床心理士2名、保育士1名）

対象：①療育センター通所中あるいは通所歴のある保護者12名
②療育センター職員4名（言語聴覚士、臨床心理士、保育士主任2名）

募集方法：募集チラシを療育センター内に掲示
療育センター職員より個別の声かけ

実施期間：平成28年5月11日～7月20日（2週間に1回 全6回）

実施時間：14時～15時30分まで
※ ペアプロ前後に約1時間ずつスタッフミーティング

託児：療育センター1階保育室にて託児を実施
託児スタッフとして、療育センターより保育士5名
保育技術指導者として市町村サポート保育士1名
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結果①
１．質問紙調査（日本版BDI‐Ⅱ）について

BDI-Ⅱは、過去2週間の抑うつ状態を評価する尺度。
ペアプロの効果を検証するために、プレ／ポスト検査を実施。
参加者11名中7名の得点が減少（平均すると約5.4点減）。
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結果②

２．受講者のアンケート結果について
プログラム受講前後での変化についてアンケート調査実施

Q1．子どもとの関わり方について
①養育態度が変化した、②褒めることの大切さに気づいた
③現状把握表で整理することの意義を感じた

Q2．保護者自身の変化について
①考え方や気持ちが変化した
②他の保護者とつながれた、③対応の仕方がわかった

Q3．プログラムで難しかったこと
①動詞で書くことが難しかった、②宿題の量が多かった
③発表が大変だった

考察

1．保護者への効果
ペアプロ実施による保護者への効果（辻井）
①保護者の精神的健康、②保護者の養育スタイルの変容
③地域の支援者とのつながり、④地域の仲間（保護者同士）のつながり
☞アンケート結果から同様の効果が確認

2．支援者への効果
地域の支援者にとってもペアプロへの参加を通じ、
保護者支援技術を身につけることのメリットは大きい
☞療育センター職員のアンケート結果から同様の効果が確認

3．今後の展開
『【新】沖縄県発達障害（児）者支援体制整備計画』に基づき、各圏域や市
町村において支援体制の整備がすすめられているが、家族支援については今
後の更なる取組み充実が望まれている。ペアプロは、地域の支援者や関係機
関等の連携のもと具体的に取り組むことができる有効な手法とされ、本県
でも今後、普及を目指して取組みをすすめていくことは非常に有意義である
と考えられる。 20



北部圏域におけるペアプロ実施に至る経緯

【 平成27年度 】

● 北部圏域障害者自立支援連絡会「療育・教育部会」にて、
どの市町村においても保護者支援の必要性を感じていること、
社会資源不足（親の会等）が課題であること等を確認。

➡ 平成28年度の重点取組みを家族支援の充実とし、
北部圏域としてペアプロを取り組むことが決定。

● 圏域別研修事業にて「家族支援の充実に向けて」を開催し、
管内の支援者向けにペアプロについての啓発研修を実施。

【 平成28年度 】

● 上半期：療育教育部会長を中心に運営や実施体制について検討。
受講者（支援者）選定のポイント：“今後、圏域でのペアプロ
普及と人材育成の中心的役割を担う機関・人”

● 下半期：北部福祉事務所が事務局を担い、がじゅま～る職員が
講師を務め、1クール実施。

北部圏域におけるペアプロ展開の流れ(案)

【 平成28年度 】 展開①

北部圏域療育教育部会の構成員を中心に北部管内市町村の支援者
へ受講案内し、同プログラムを体験してもらう。

（ ＊沖縄県発達障害者支援センターが講師を担い、支援者研修を実施 ）

【 平成29年度 】 展開②

名護療育医療センターに中核の役割（北部圏域の普及の中心）を
担ってもらい、試行的に実施。その際、今後モデル実施を検討できる
市町村の支援者へ受講案内し、同プログラムを体験してもらう。

（ ＊名護療育医療センターが講師を担い、支援者研修を実施 ）

【 平成30年度以降 】

名護療育医療センターを中核に、モデル的に実施できる市町村があ
れば先行して取り組む。その後、モデル市町村以外の自治体に普及。

北部圏域におけるペアプロの展開①
【ねらい】北部圏域療育教育部会の構成員を中心に北部管内市町村の支援者へ

受講案内し、同プログラムを体験してもらい、今後の普及に向けた協力を仰ぐ

●実施期間：平成28年9月29日～12月22日（隔週で全6回）

●実施時間：10時～11時30分まで（90分間）
※ 前後に約1時間ずつスタッフミーティングを実施

●会場：名護療育医療センター（以下、名護療育センター）大会議室

●講師：がじゅま～る職員（臨床心理士1名、社会福祉士1名）

※ サブスタッフとして、がじゅま～る非常勤保育士1名

●対象：名護療育センター通所中の未就学児の保護者10名
※ 支援者研修受講者と関わりがあり、状況等を把握している保護者

●勧奨方法：募集チラシを名護療育センター内に掲示
名護療育センター職員より個別の声かけ

●支援者研修への参加者：名護療育センター（ST、OT、NS）

名護市職員（健康増進課、子ども政策課、子ども家庭課）、北部保健所

北部圏域におけるペアプロの展開②
【ねらい】 名護療育医療センターに基幹の役割（北部圏域の普及の中心）を担って

もらい、試行的に実施。その際、今後モデル実施を検討できる市町村の
支援者へ受講案内し、同プログラムを体験してもらう。

●実施期間：平成29年5月18日～8月3日（隔週で全6回）

●実施時間：10時～11時30分まで（90分間）
※ 事後に約1時間スタッフミーティングを実施

●会場：名護療育医療センター（以下、名護療育センター）大会議室

●講師：名護療育センター（ST、OT）
※ サブスタッフとして、名護療育センターNS1名

がじゅま～るは、名護療育センターのバックアップ役で関与

●対象：名護療育センター通所中の幼稚園～小学校低学年の保護者10名

●勧奨方法：名護療育センター職員より個別の声かけ

●支援者研修への参加者：名護療育センター（NS、CP）

大宜味村（保健師、村立保育所長2名）



子育てに難しさを感じる親への早期支援体制の整備
～ペアレント・プログラムの圏域普及に向けて
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平成28年度

南部保健所資料 一部改編 26

八重山圏域におけるペアレント・プログラム実施体制

今期 次期 次々期以降

がじゅま～る

中核支援者

中核支援者

地域の保育士・

保健師等

地域の

保育士・

保健師等

保護者 保護者 保護者

プログラム実施 プログラム実施 プログラム実施

・

・

・

・

・

・

圏域内での普及

平成29年度第1回八重山圏域障害者自立支援連絡会議「療育・教育部会」資料一部改編

関係資料等

○『楽しい子育てのためのペアレント・プログラム

マニュアル』
（厚労省平成25年度障害者総合福祉推進事業/家族支援体制整備事業の

検証と家族支援の今後の方向性について）

○『市町村で実施するペアレントトレーニングに

関する調査について』
（平成26年度 障害者総合福祉推進事業）

○『ペアレント・プログラム事業化マニュアル』
（平成27年度 障害者支援状況等調査研究事業）
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新サポートノートえいぶるについて

沖縄県



もらったはずの大事な
資料が見当たらない…

支援が持続しないで
困っています

発達障害のある子どもの保護者を
取りまく現状は…

【県内の保護者の声（発達障害者支援センター主催 懇話会より 一部抜粋）】

・移行期に毎回同じ説明を繰りかえすことがなく、ファイルを基に情報を共有する
ことが可能になればと願っている

・ライフステージごとの移行支援の補助として有効だと思う

・医療機関受診の必要が出たときや、障害年金申請を行う際などに役立つ

・「こんな時こうしたらうまくいくかも」という情報を学校側も共有したいのでは…

・ファイルは重要だが、個人情報の不適切な流出につながらないような配慮も必要

相談のたびに
同じ話の繰り返しで・・・

何をどう伝えればいいか
まとめられない

緊急時、他の人にどう
つたえたらいいのか…

（あの時、どんな説明を
受けたっけ…）

一貫した相談支援体制の整備に向けた取組みが必要

➜ 発達障がい・発達が気になる方を対象に

新「サポートノート えいぶる」 を作成
（ 作成：沖縄県障害者自立支援協議会「療育・教育部会」

支援ファイルワーキング ）

労働

福祉教育

保健
医療

発達経過・生活の様子、支援の方法、相談支援の履歴

目的：
ご本人のプロフィールや支援の経過などの記録を
一冊にまとめ、必要な情報をつづるオリジナルファ
イルです。各ライフステージにおいてスムーズな
情報の引きつぎ・共有が図られることで、一貫した
よりよいサポートが受けやすくなることを目的に
作成されました。

対象：
主として、発達障害のある方もしくは発達の
気になる方やそのご家族を対象としています。
お子さんの成長や子育てなどに不安のある
保護者の方にも、お使いいただけます。

新「サポートノートえいぶる」とは…

１．プロフィール

２．所属歴（保育・学校等）

３．現在の様子シート

４．日常生活動作詳細シート

５．こんな支援が助かります！シート

６．まんなかマップ

７．緊急時サポートシート

８．記録のシート

９．その他資料つづり

１０．相談窓口・情報のシート

１１．市町村問合せ窓口一覧

１２．おわりに

新「サポートノートえいぶる」の構成

これまでの経過や

生活の様子を書き込んで、
みんなで共有できるんだね

ガオー！



新「サポートノートえいぶる」活用によって

１.保護者が主体となり管理できる（個人情報管理）

２.関係機関の円滑な連携と情報共有が可能に

３.支援の継続と一貫性を図ることができる

えいぶるの各シートは、沖縄県 子ども生活福祉部
障害福祉課ホームページからダウンロードして
入手できます。「スペースが狭くて記入しづらい、
アレンジしたい」という方には、Word版の
ファイル様式も掲載されていますので、
是非ご活用ください！

新「サポートノートえいぶる」の
ダウンロードは・・・

で検索！

沖縄県 障害福祉課 えいぶる

今後の展開
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〇発達障害者支援センターより送付済み（Ｈ2９.3月末時点）

・市町村（障害福祉課／母子保健主管課／学校教育課／児童家
庭主管課）
・県関係部署（青少年・子ども家庭課／健康長寿課／総務私学
課／県立学校教育課／義務教育課／雇用政策課／県立病院課）
・県出先機関等（各保健所・福祉事務所／各児童相談所／精神
保健センター／知更相／教育センター／各教育事務所）
・特別支援学校、小・中学校・高等学校
・その他（医療機関リスト掲載機関／親子通園／親の会・当事
者団体／センター連絡協議会委員／県体制整備委員／障害児等
療育支援事業所／各障害者就業・生活支援センター／職業セン
ター／各公共職業安定所／sorae／サポステ／パーソナルサ
ポートセンター／小児保健協会／児童養護施設等／学童保育支
援センター／保育士・保育所総合支援センター／委託相談／障
害児計画相談／保育所等支援事業）
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〇今後の送付について
・市町村においては、７月ごろを目途に、昨年と同数程度の

発送を予定しております。
・公立保育所、認定こども園、認可保育園、無認可保育園、

幼稚園、大学、短期大学、専修学校等、児童発達支援事業
所、

放課後等デイサービス事業所に関しては、見本版を数冊送付
予定です。

〇送付部数について
・課および自治体規模ごとに、送付部数に差があります。

※保護者への配布で追加送付が必要な際はお問合せくださ
い。
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〇主催研修会
・支援者向け研修会
「子育てに寄り添う発達支援 ～支援者にいま伝えたいこと～」

・支援者向け研修会（北部圏域）
「 新サポートノートえいぶる 」研修会

○講師派遣等
・南部圏域障害者自立支援連絡会「療育教育部会」
・那覇市子どもワーキング
・宮古島市特別支援教育担当者連絡会
・平成29年度スクールカウンセラー等連絡協議会
・平成29年度就学支援スキルアップ研修（5圏域）他

※現在、多良間村・中部圏域等での研修に向け
調整中です。

ご清聴 ありがとうございました

沖縄県発達障がい者支援センター がじゅま～る

沖縄市比屋根 5ｰ2ｰ17（ 沖縄中部療育医療センター内 ）

TEL：０９８－９８２－２１１３

E-MAIL：gajyumaru@shoni.or.jp

URL：http://www.shoni.or.jp

ご協力
宜しくお願いいたします！

発達障害児者支援の
充実に向けて


