
さ ぽ ー と フ ァ イ ル

三重県伊賀市

【説　明　版】

【資料№6－２】



<サポートファイルについて>

<作成にあたって>

<関係機関の方へ>

◎サポートファイルの趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

◎このサポートファイルは、「かかわる機関が変わるごとに、子どもの特徴や生育
歴などをはじめから説明しなければならない。初めてかかわる人にも読んでもらう
だけで子どものことをわかってくれるようなものはできないか。」という保護者の
方々の要望により作成しました。

◎このサポートファイルにお子さんの発達の記録や特性等を記録し提示していただ
くことで、さまざまな関係機関が共通の理解のもと一貫した支援を行うことができ
ます。

◎用紙が足りなくなったときは、市のホームページからダウンロードしてご記入く
ださい。また、市役所の担当窓口でも直接用紙を配布しています。

◎お子さんの成長や変化に伴い、随時内容を書き直してください。書き直した記録
は残しておくことでお子さんの成長を確認することができます。

◎このサポートファイルは、障がいのある子どもさんがその時々の状態に応じ適切
な支援が受けられるよう、支援にかかわる機関と保護者が十分に連携を図り情報を
共有するために作成したものです。

◎サポートファイルには個人情報が含まれていますので、取扱いにはご注意ください。

はじめにお読みください

◎サポートファイルには個人情報が記載されています。所有及び情報提供は必ず保
護者の方が行うようにしてください。

◎サポートファイルのすべての項目を記入する必要はありません。お子さんの状況
に合わせて必要な項目を記入してください。

◎母子手帳や必要に応じて関係機関で渡された資料等を一緒に綴じてください。
（学校の個別支援計画書・診断書・発達検査の記録など）



① 本人プロフィール

② 生育記録

③ 診療記録

④-1 教育・療育の記録

④-2 教育・療育自由記録のページ

⑤ 日常生活のようす

⑥ コミュニケーション

⑦ 行動

⑧ 余暇の過ごしかた

⑨ 情報

⑩ 記録のページ

⑪ 相談機関一覧

記　入　項　目



記入： ○○ 年　○月　○日

○家族構成

○緊急連絡先

自宅

携帯
職場
自宅
携帯
職場
自宅
携帯
職場

持　　　病 アトピー

広汎性発達障害・てんかん

同居・別居

昭和○○年○月○日 同居・別居

同居・別居 特記事項

3

生年月日

昭和○○年△月△日 同居・別居

名　　　前

続柄

父

母

氏名

伊賀　花子

診断名

伊賀　一郎

持病・アレルギー等
の緊急対応方法につ
いて

緊急の場合は、かかりつけの○○病院へ連絡お願いします。
℡0595-○○ｰ△△△△

（ふりがな）

①本人プロフィール

自宅電話

生年月日（年齢）

住　　　所

性別 男・女 呼び名 たー君

Ａ・Ｂ・Ｏ・AB血液型

携帯電話

いが　たろう

伊賀　太郎

平成○年（西暦１９○○年）○月○日生（○○歳）

伊賀市上野丸之内１１６
０５９５ー２２－△△△△

大阪市在住

同居・別居

昭和××年×月×日 同居・別居

同居・別居

優先順位 続柄

母1
０５９５ー２２－△△△△

０９０ー１１１１－△△△△

０５９５ー３２－△△△△
０９０ー２２２２－△△△△

０５９５ー２１－△△△△
０５９５ー２２－△△△△

2 父 伊賀　一郎

伊賀　花子

姉 伊賀　和子

連 絡 先

同居・別居

氏名

同居・別居

記入例

同居・別居

同居・別居

※必要に応じて簡単な説明も記入してください



○手帳取得状況

○手当

備考欄 （日頃から特に気をつけていることや、特に配慮して欲しいことなど）

視覚　・　聴覚　・　言語　・　肢体　・　内部

変更（更新）年月日 　　　　　　　年　　　月　　　日

番　　号 第　　　　　　号 発行

等　　級 　１級　　　　２級　　　　３級　　　　

変更（更新）年月日 　　　　　　　年　　　月　　　日

等　　級 　Ａ１　　Ａ２　　Ｂ１　　Ｂ２　　

変更（更新）年月日 平成△年△月△日

番　　号 第１１１１号 発行 三重県

第　　　　　　号

特別児童扶養手当 有　・　無 児童扶養手当

番　　号 第　　　　　　号 発行

身体障害者手帳

精神保健福祉
手帳

障がい部位

等　　級

障がい部位

等　　級 　１級　　２級　　３級　　４級　　５級　　６級

　１級　　２級　　３級　　４級　　５級　　６級

視覚　・　聴覚　・　言語　・　肢体　・　内部

発行

取得年月日

番　　号

障害児福祉手当 有　・　無 特別障害者手当 有　・　無

有　・　無

　　　　　　　年　　　月　　　日

等　　級 　１級　　　　２級　　　　３級　　　　

取得年月日 　　　　　　　年　　　月　　　日

番　　号 第　　　　　　号 発行

第１１１１号 発行

等　　級 　Ａ１　　Ａ２　　Ｂ１　　Ｂ２　　

取得年月日 平成○年○月○日

番　　号 三重県
療育手帳

疲れすぎると発作を起こすことがあります。
その場合は、かかりつけの病院に連絡してください。



記入： ○○ 年　○月　○日

母乳・人工・混合乳・その他

意味のある言葉（単語）を話す

好きな遊び

△歳▲ヵ月頃　

△歳○ヵ月頃　

指差し

（配慮が必要なこと）無理に外へ連れ出そうとすると嫌がるので、無理
強いはしない。

歳△ヵ月頃　一人立ち

歯のはえ始め

歳△ヵ月頃　

△歳○ヵ月頃　

離乳食の終了

一人歩き

△歳●ヵ月頃　

人見知り

おすわり

首がすわる

歳●ヵ月頃　

歳○ヵ月頃　 寝返り

はいはい 歳●ヵ月頃　

歳○ヵ月頃　

妊娠　○週○日

栄養

出産時体重

その他特記事項

有　・　無

黄疸

妊娠期間

新生児期

△△△△ｇ

保育器の使用

有　・　無　　　有の場合⇒　ふつう　・　強い

つかまり立ち 歳△ヵ月頃　

○乳幼児期のようす

遊
び

（配慮が必要なこと）クレヨンを口に入れることがあるので、見守りが必
要

離乳食の開始 △歳○ヵ月頃　

△歳△ヵ月頃　

△歳○ヵ月頃　２つ以上の言葉を続けて話す

②生育記録

妊娠中

分娩時

お母さんの健康状態について何らかの問題を指摘された場合は記入

つわりがひどかった。

正常分娩・鉗子分娩・吸引分娩・骨盤位・帝王切開・仮死
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

○妊娠中、出産時のようす

苦手な遊び

その他特記事項
（気になったことなど）

　ぬり絵

　外で遊ぶこと

意味のある言葉を話し始めるのが、まわりの子どもより遅かった。

必ず聞かれる項目ですので、なるべく
記入してください。

各項目とも覚えている範囲で記入してください。



○健診の記録

伊賀市

９～１０ヵ月健診

１歳６ヵ月健診

２歳健診

有・無３歳６ヵ月健診
ことばの遅れ。落ち着きがない。児童
相談所を勧められた。

ことばの遅れ。様子観察と言われ
た。

有・無 伊賀市

伊賀市

有・無

伊賀市

答申で特別支援学級を勧められた。

有・無

有・無

有・無

特記事項
（指導事項などあれば記入）

６～７ヵ月健診

健   診
実施機関

（市町村名や病院名）
実施の有無

就学前健診

３～４ヵ月健診 有・無

指摘事項や紹介された
機関名を記入してくだ
さい。



○今までにかかった病気（感染症）

予防接種 病状・合併症など

済・未

済・未

済・未

済・未

○その他今までにかかった病気、ケガ

かかった時期

平成△年△月△歳頃

　　年　　月　　　歳頃

平成△△年△月△歳頃

　　年　　月　　　歳頃

　　年　　月　　　歳頃

　　年　　月　　　歳頃

　　年　　月　　　歳頃

　　年　　月　　　歳頃

○入院歴

主治医 傷病名 入院期間

　　××年××月××日～

津市○○町１１１ ××年××月●●日

　　　　　年　　　月　　日～

　　　　　年　　　月　　日

　　　　　年　　　月　　日～

　　　　　年　　　月　　日

　　　　　年　　　月　　日～

　　　　　年　　　月　　日

　　　　　年　　　月　　日～

　　　　　年　　　月　　日

治療中・治癒・入院（病院名 　　　　　　　　）

℡　　　-　　　-

中耳炎 治療中・治癒・入院（病院名 　　　　　　　　）

治療中・治癒・入院（病院名 　　　　　　　　）

治療中・治癒・入院（病院名 　　　　　　　　）

治療中・治癒・入院（病院名 　　　　　　　　）

●●先生

入院医療機関名

℡０５９-×××-××××
肺炎

病名

てんかん発作

水痘（水ぼうそう）

治療中・治癒・入院（病院名　　　　　△△医院）

　　年　　月　　　歳頃

治療中・治癒・入院（病院名 　　　　　　　　）

おたふくかぜ

風しん（三日はしか）

ぜんそく

アトピー性皮膚炎

　　年　　月　　　歳頃

　　年　　月　　　歳頃

③診療記録
記入：　○○年　○月　○日

治療中・治癒・入院（病院名　　　　○○病院）

既往歴

かかった時期

　平成△年 △月 ○歳頃

　　年　　月　　　歳頃

平成△年　○月　○歳頃

病名

麻しん（はしか）

℡　　　-　　　-

℡　　　-　　　-

○○総合病院

℡　　　-　　　-



○かかりつけの医療機関

担当医 連絡先

○○先生 ℡0595-○○ｰ△△△△

△△先生 ℡0595-○○ｰ△△××

℡　　　　　-　　　　　-

℡　　　　　-　　　　　-

℡　　　　　-　　　　　-

○現在服用している薬

薬名 服用開始 服用時間 飲み方

リボトリール（錠剤） 平成○年○月 食後１日３回 錠剤なので１人で飲めます。

○受診・検査の記録

受診･検査年月

平成○年○月

△歳頃

年　　月

（担当医（者）　　　　） 歳頃

年　　月

（担当医（者）　　　　） 歳頃

年　　月

（担当医（者）　　　　） 歳頃

年　　月

（担当医（者）　　　　） 歳頃

（担当医（者）○○）

○○児童相談所

機関（病院名）

薬の飲ませ方

錠剤　一回分を手渡せば一人で飲むことができます。

粉薬　　粉薬は苦手なので、オブラートで包んで飲ませます。

ｶﾌﾟｾﾙ剤　カプセルは飲み込めないので違うものに変えてもらってください。

△△医院

精神科

診療科

検査名･結果･診断名等

田中ビネー　ＩＱ７２　精神発達遅滞・自閉傾向

何の薬（処方目的・副作用等）

抗てんかん剤

医療機関名

○○病院

皮膚科

可能であれば、結果の写し
も添付してください。

医療機関や服薬している薬を記入する欄が足
りない場合は、ページを増やしてご記入くださ

い。

処方箋や診断書、検査結果等情報提
供書類があれば、フリーポケットを活
用して保管してもらっても結構です。



○通園施設、幼稚園、保育所(園)等

施設名 担任名 備考 施設名 担任名 備考

℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

幼稚園・保育所(園） ○○幼稚園

（　　　　　　　歳） ℡０５９５-××-△△△△ ℡　　　-　　　-

幼稚園・保育所(園）

（　　　　　　　歳） ℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

幼稚園・保育所(園）

（　　　　　　　歳） ℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

幼稚園・保育所(園）

（　　　　　　　歳） ℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

幼稚園・保育所(園）

（　　　　　　　歳） ℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

幼稚園・保育所(園）

（　　　　　　　歳） ℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

（　　　　　　　歳） ℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

卒園年月　（　○○年　３月）

○小学校、特別支援学校 特別支援学級在籍　　有　・　無

学校名 担任名 備考 学校名 担任名 備考

△△小学校

℡０５９５-××-△△△△ ℡　　　-　　　-

△△小学校

℡０５９５-××-△△△△ ℡　　　-　　　-

△△小学校

℡０５９５-××-△△△△ ℡　　　-　　　-

△△小学校 □□小学校

℡０５９５-××-△△△△ ℡０５９５-□□-△△△△

□□小学校

℡０５９５-□□-△△△△ ℡　　　-　　　-

□□小学校

℡０５９５-□□-△△△△ ℡　　　-　　　-

卒業年月　（　　○○年　３月）

○学童保育等

施設名 担任名 備考 施設名 担任名 備考

△△学童保育

℡０５９５-××-△△×× ℡　　　-　　　-

△△学童保育

℡０５９５-××-△△×× ℡　　　-　　　-

△△学童保育

℡０５９５-××-△△×× ℡　　　-　　　-

℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

小学校２年 ●●先生

④教育・療育の記録

小学校２年 □□先生

小学校３年

小学校１年 □□先生

△△先生

小学校１年 ●●先生

●●先生

小学校６年 △△先生

小学校３年 ○△先生

小学校４年 ○△先生

小学校５年

通所療育

▲▲先生

○○先生

各項目とも覚えている範囲
で記入してください。



○中学校、特別支援学校 特別支援学級在籍　　有　・　無

学校名 担任名 備考 学校名 担任名 備考

□□中学校

℡０５９５-×□-△△△△ ℡　　　-　　　-

□□中学校

℡０５９５-×□-△△△△ ℡　　　-　　　-

□□中学校

℡０５９５-×□-△△△△ ℡　　　-　　　-

卒業年月　（　××年　３月）

○高等学校、特別支援学校

学校名 担任名 備考 学校名 担任名 備考

□□学園高等部

℡０５９５ｰ■■-△△△△ ℡　　　-　　　-

□□学園高等部

℡０５９５ｰ■■-△△△△ ℡　　　-　　　-

□□学園高等部

℡０５９５ｰ■■-△△△△ ℡　　　-　　　-

卒業年月　（　■■年　３月）

○大学、専門学校等

学校・施設名 担任名 備考 学校・施設名 担任名 備考

□□専門学校

℡０５９ｰ■■■-△△△△ ℡　　　-　　　-

□□専門学校

℡０５９ｰ■■■-△△△△ ℡　　　-　　　-

℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

℡　　　-　　　- ℡　　　-　　　-

卒業年月　（　　　　　　年　　　　　　月）

○福祉サービス等利用歴

○相談機関利用歴

担当者名

℡０５９５-××-××××

℡　　　-　　　-

℡　　　-　　　-

℡　　　-　　　-

℡　　　-　　　-

開始時期利用事業所名

３年

中学校２年

中学校３年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡０５９５-○○-△△△△

○○園

中学校１年

高校１年

高校２年 □□先生

４年

高校３年

１年

２年 ○○先生

○△先生

□□先生

○○先生

特別支援学校

○△先生

○△先生

□□先生

特別支援学校

特別支援学校

児童ディサービス 　平成○年　○月ごろ

利用サービス名

　平成△△年　△月ごろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡０５９５-××-△△△△

　　　　　年　　　月ごろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　　　-　　　-

△△園
日中一時支援

発達相談 　平成△年○月ごろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　　　-　　　-
　　　　　年　　　月ごろ

△△発達相談支援センター
○○

利用相談機関名 相談内容

　　　　　年　　　月ごろ

　　　　　年　　　月ごろ

開始時期

　　　　　年　　　月ごろ

　　　　　年　　　月ごろ

現在、利用がなくても過去に利用し
た場合はできる限り記入してくださ
い。



保育所(園)・幼稚園・小・中学校（　　　　　　年生）

(例） 友達の輪に入れず、一人でいることが多かった。

保育所(園)・幼稚園・小・中学校（　　1　年生）

(例） 授業中、突然教室から出ていくことがあった。

保育所(園)・幼稚園・小・中学校（　　　　　　年生）

保育所(園)・幼稚園・小・中学校（　　　　　　年生）

保育所(園)・幼稚園・小・中学校（　　　　　　年生）

できごと・様子等

④－２ 教育・療育自由記録のページ
※　保育所(園)・幼稚園・小中学校等の各学年で特に記録しておいた方がよいと思うことがあれば、自由に記載してください。

できごと・様子等

できごと・様子等

できごと・様子等

できごと・様子等



記入： ○○ 年　△月　△日（　○歳　）

○排泄

おむつ使用

その他配慮の
必要なこと

何かに熱中していると、トイレを我慢していることがある。もぞもぞしていたらトイレ
を我慢していると思われるので声をかけてください。

　有の場合⇒有　・　無
常時・昼のみ・夜のみ
取替え　　　時間おき

ガ○ト・和食の○と

　できる・できない（必要な配慮　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　和式　・　洋式　・　どちらも利用可能

　できる・できない（必要な配慮
）

排泄の処理 　できる・できない（必要な配慮　　　　　　　　　　　　確認が必要　）

意思表示

使　　用

ボ タ ン

小　　便

大　　便

　できる・できない（必要な配慮　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　できる・できない（必要な配慮　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ボタンがけはできないので、一人で着替える時はボタンのない服を用意してください。

　できる・できない（必要な配慮
）

　できる・できない（必要な配慮　　　　拭取りが不十分なため確認が必
要）

ファスナー

　できる・できない（必要な配慮　一部介助が必要　）着　　る

脱　　ぐ

○着替え

その他配慮の
必要なこと

自分で使える食具

配慮の必要なこと
（食事の際の環境・

食具の素材等）

一人で食べることはできるが、他の人の分まで手を出すことがある。自分
のものと他人のものがわかるようトレーに置く等の配慮をお願いします。

食事の内容

食　　　欲 　　さかん　・　むらがある　・　少ない　・普通

⑤日常生活のようす

○食事

カレーライス

食　べ　方 ひとりでできる　・　介助が必要（　全介助　・　一部介助　）

はし・スプーン・フォーク・ストロー・その他（　　　　　　　）

食べてはいけないもの
アレルギー等

卵・そば

好きな食べ物

普通食　・　きざみ（粗）食　・　きざみ（細）食　・　流動食　・　そ
の他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

たまに隣の席の人のものを取りに行こうとするので、見守りが必要。

　本人が選択　・　支援者が選択　・　事前に決めておく

カレーライス・とんかつ定食

嫌いな食べ物 生野菜

外
食

好きな店

好きなメニュー

選び方

配慮が必要なこと

服用している薬によって食べ
てはいけないものがある場合
も記入してください。



　　有　・　無 （有の場合⇒　服薬名　　　　　　　　　　　　）

睡眠のようす 　よく寝る　・　　眠りが浅い　・　不眠　・　その他（　　　　　　）

睡眠のための服薬

その他配慮の
必要なこと

寝るときは部屋を暗くしてください。

普段利用して
いる交通手段

○外出・移動

　介助者と利用【家族・ヘルパー・その他（　　　　　　　　　　）】

その他配慮の
必要なこと

一人で公共交通機関を利用することはできません。一人で歩くことはできますが、突然
興味があるものの方へ走りだすことがあるので、注意してください。

　ひとりで利用

寝つき よい　・　よくない　　２２時頃

目覚め よい　・　よくない

　できる・できない（必要な配慮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　できる・できない（必要な配慮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

就寝時間

身だしなみ

歯　磨　き 　できる・できない（必要な配慮　　　　　　　　　　　　一部介助が必要　）

その他配慮の
必要なこと

歯磨きは磨き残しがあるので確認が必要。

○就寝・睡眠

洗髪

　できる・できない（必要な配慮　　　一部介助が必要　　　　　）

　できる・できない（必要な配慮　　一部介助は必要　　　　　　）

　　７時頃

○入浴
洗身

その他配慮の
必要なこと

手の届かないところは介助が必要。
洗髪はすすぎが十分できないので確認が必要。

○整容

起床時間

洗　　　面

徒歩･自転車・自家用車・バス・電車・タクシー
福祉有償運送・障がい福祉サービスでの送迎
その他（　　　　　　　　　　　　　　）

徒歩･自転車・自家用車・バス・電車・タクシー
福祉有償運送・障がい福祉サービスでの送迎
その他（　　　　　　　　　　　　　　）



記入： ○○ 年　△月　△日（　○歳　）

◇本人⇒周囲へ ※必要に応じて具体的に内容を記入

◇周囲⇒本人へ ※必要に応じて具体的に内容を記入

ゼスチャー

文　字 　使える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使えない

絵カード 　示せる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　示せない

　　　　理解できる　　　　　　　　理解できない

　有　効　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　効果なし

文　字

絵カード

注意するとき あとからでは理解できないのでその場ですぐに注意してください。

その他配慮の
必要なこと

早口の言葉は理解しにくいので、ゆっくり話しかけてください。

ほめるとき ○○○してほめるとよろこびます。×××はいやがります。

約束をするとき ひらがなは理解できるので、紙に書いて見せてください。

してほしいとき 実物やイラストを見せて短い言葉で伝えてください。

言　葉 　伝えられる　　　　　　　　　　　　　　　　　伝えられない

表
現
の
手
段

要求のサイン 何かしてほしいことがあると、して欲しい人の手を引っ張りに行きます。

拒否のサイン

その他配慮の
必要なこと

したくないときは「いや」ということができます。

⑥コミュニケーション

自分の意思を言葉でうまく伝えられないので、イラストなどで指し示すことができる
ようにしてもらうと助かります。

　わかる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わからない

伝
達
の
手
段

　　　　有　効　　　　　　　　効果なし

ゼスチャー 　　　　できる　　　　　　　　　　　できない

時　計 　わかる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わからない

言　葉

ひらがな・漢字・カタカナ

アルファベット・数字

イラスト・写真

デジタル・アナログ

ひらがな・漢字・カタカナ

アルファベット・数字

イラスト・写真

単語・二語文・会話



記入： ○○ 年　△月　△日（　○歳　）

行動
（本人の様子）

対応のしかた

きっかけ
（どんなとき・
こと・もの）

きっかけ
（どんなとき・
こと・もの）

(こだわり)
トイレの芳香剤のにおい

行動
（本人の様子）

芳香剤のにおいが好きなので、においをかぎ続けるためにトイレから出なく
なる時があります。

対応のしかた
声をかければ出てきますが、出来れば芳香剤は目につかないところに置い
てください。視界に入らないとこだわる時間も短いです。

⑦行　　動

きっかけ
（どんなとき・
こと・もの）

行動
（本人の様子）

対応のしかた

（パニック）
非常ベル　避難訓練

大声を出して走り回ります。

事前に説明し、ベルが鳴っているときは耳を塞ぐように指導してください。

※　どんなきっかけで、パニックやこだわりなど、普段と違う行動が起こるか、記入してください。



記入： ○○ 年　△月　△日（　○歳 ）

屋内でのようす

屋外でのようす

⑧余暇の過ごしかた

ひとりで

他者と

部屋でゲームをしています。

一人遊びが好きなので他の人と遊ぶことはありません。

その他配慮の
必要なこと

散歩の道順にはこだわりがあるので、その通りに散歩してください。

その他配慮の
必要なこと

好きなゲームは熱中すると１日中続けるので、１時間したら１０分休憩する
よう声をかけてください。

ひとりで 近所の本屋さんに行く程度です。

他者と
基本的に外出は好みませんが、天気のいい日はヘルパーさんと散歩に出
かけます。



記入： ○○ 年　△月　△日（　○歳 ）

ニュース番組

人見知りが激しいので、初対面の人
は苦手です。

アニメ・ＴＶ番組

自分の部屋 初めての場所は苦手です。

音がうるさい物

色・音･におい・光
トイレの芳香剤のにおい

水色・緑色
非常ベルの音

おもちゃ
キャラクター

ゲーム機

お笑い番組

外出の際、突然走り出すことがあるので注意してください。

危険回避

近くにあるものを口に入れることがあるので○○○などは近くに置かないで
ください。

気になる癖 爪をかむ

対人関係
気に入った支援員さんのそばにいま
す。

その他

⑨情報

好き（得意） 嫌い（苦手）

趣味・特技 ゲーム

場所・場面



年 月 日 （　　　　　歳）

年 月 日 （　　　　　歳）

年 月 日 （　　　　　歳）

できごと

⑩記録のページ
※　特に記録しておいた方がよいと思う行動やエピソードがあれば、自由に記載してください。

できごと

できごと



◎発達・療育についての相談

名称 電話 FAX

伊賀市こども発達支援センター 518-8501 伊賀市上野丸之内116 0595-22-9627 0595-22-9646

地域生活支援センターぱれっと 518-0603 名張市西原町字長尾26250595-67-0088 0595-65-8210

◎お子さんの健康や発達・発育について

名称 電話 FAX

伊賀市健康推進課 518-8501 伊賀市上野丸之内116 0595-22-9653 0595-26-0151

島ヶ原支所住民福祉課 519-1711 伊賀市島ヶ原4913 0595-59-2163 0595-59-3196

阿山支所住民福祉課 518-1395 伊賀市馬場1128 0595-43-0332 0595-43-1679

大山田支所住民福祉課 518-1422 伊賀市平田652-1 0595-47-1151 0595-46-1764

いがまち保健福祉センター 519-1413 伊賀市愛田513 0595-45-1015 0595-45-1055

青山保健福祉センター 518-0226 伊賀市阿保1990-31 0595-52-2280 0595-52-4100

三重県伊賀保健福祉事務所 518-0823 伊賀市四十九町2802 0595-24-8076 0595-24-8085

◎子育てについての相談

名称 電話 FAX

伊賀市こども家庭課 518-8501 伊賀市上野丸之内116 0595-22-9654 0595-22-9646

いがまち子育て支援センター
519-1413 伊賀市愛田513（いがま

ち保健福祉センター内） 0595-45-1015 0595-45-1055

島ヶ原子育て支援センター 519-1711 伊賀市島ヶ原4696-9 0595-59-9060 0595-59-9062

あやま子育て支援センター
518-1313 伊賀市馬場1128-1（阿

山保健福祉センター内） 0595-43-2166 0595-43-1679

大山田子育て支援センター
518-1422 伊賀市平田7（大山田西

保育園併設） 0595-47-0088 0595-47-0089

青山子育て支援センター
「さくらんぼ」

518-0226 伊賀市阿保1152（さく
ら保育園内） 0595-53-0711 0595-53-0712

子育て支援センター
「すくすくランド」

518-0856 伊賀市上野徳居町3272-
2（曙保育園内） 0595-21-7393 0595-21-2222

地域子育て支援センター
「おひさま広場」

518-0131 伊賀市ゆめが丘5-14-1
（ゆめが丘保育所内） 0595-22-9955 0595-22-9956

三重県伊賀児童相談所 518-0823 伊賀市四十九町2802 0595-24-8060 0595-24-6310

◎就学・教育についての相談

名称 電話 FAX

伊賀市教育委員会学校教育課 518-8501 伊賀市上野丸之内116 0595-22-9676 0595-22-9691

伊賀市教育研究センター
「ふれあい教室」

518-0814 伊賀市上友生785 0595-24-0783 0595-24-0783

特別支援学校伊賀つばさ学園 518-0616 名張市美旗町南西原229-0595-67-1050 0595-65-9995

所在地

⑪相談機関一覧

所在地

所在地

所在地



◎障がいについての相談

名称 電話 FAX

伊賀市障がい福祉課 518-8501 伊賀市上野丸之内116 0595-22-9656 0595-22-9662

伊賀市障がい者相談支援センター 518-8501 伊賀市上野丸之内116 0595-26-7725 0595-22-9662

伊賀支所住民福祉課 519-1412 伊賀市下柘植728 0595-45-9105 0595-45-9120

島ヶ原支所住民福祉課 519-1711 伊賀市島ヶ原4913 0595-59-2163 0595-59-3196

阿山支所住民福祉課 518-1395 伊賀市馬場1128 0595-43-0332 0595-43-1679

大山田支所住民福祉課 518-1422 伊賀市平田652-1 0595-47-1151 0595-46-1764

青山支所住民福祉課 518-0292 伊賀市阿保1411 0595-52-3228 0595-52-2174

◎福祉についての相談

名称 電話 FAX

うえのふくし相談支援センター
518-0869 伊賀市上野中町2976-1

（上野ふれあいプラザ内） 0595-21-8123 0595-26-0002

いがまちふくし相談支援センター
519-1413 伊賀市愛田513（いがま

ち保健福祉センター内） 0595-45-1123 0595-45-1050

島ヶ原ふくし相談支援センター
519-1711 伊賀市島ヶ原4743

（島ヶ原老人福祉セン
タ 内）

0595-59-3456 0595-59-3145

阿山ふくし相談支援センター
518-1313 伊賀市馬場1128-1（阿

山保健福祉センター内） 0595-43-0234 0595-43-1577

大山田ふくし相談支援センター
518-1422 伊賀市平田656-1（大山

田福祉センター内） 0595-47-1234 0595-46-1165

青山ふくし相談支援センター
518-0226 伊賀市阿保1988-1（青

山福祉センター内） 0595-52-3123 0595-52-3555

所在地

所在地




