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　本ガイドは、発達障害を抱える当事者や、その保護者の方が、「ど
んな悩み」で「どこに相談」し、「どこで支援を受けられるか」をまとめ
たガイドブックです。 

　 本ガイドの利用により「必要な時に」、「必要な方に」、「必要な支
援」が行き渡ることを願い作成しました。 
　 また、支援者の方々におきましても本ガイドブックに目を通してい
ただき、支援に役立てていただくよう、お願い申し上げます。 



～～～「発達障害の診断基準、呼び方について（自閉症？自閉スペクトラム症？）」～～～  

自閉症、アスペルガー障害、広汎性発達障害等

注意欠陥多動性障害

学習障害

【具体例】 

2

【特徴】 

【具体例】 【特徴】 

【具体例】 
【特徴】 

発達障害の診断基準・呼び方は、国際疾病分類（ＩＣＤ-１０）と米国精神医学会分類（ＤＳＭ-Ⅴ）で異なります。ＤＳＭ-Ⅴでは、
自閉症、アスペルガー障害、広汎性発達障害は「自閉スペクトラム症」に、学習障害は「限局性学習症」に、注意欠陥多動性障害は
「注意欠如・多動症」に改められています。 

　発達障害とは、発達障害者支援法の中で「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発
達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状
が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
　発達障害は、以下のような特徴があり、人との関わりや学習面、生活面等で困難を生じる
ことがありますが、本人への適切な支援や、周囲の理解、サポートにより、一般的な社会
生活を送ることが十分に可能です。
　ここでは代表的な発達障害を御紹介します。 

1



◎上記の相談の他、こどもの発達上気になるところ（言葉やコミュニケーション、行動など）に
ついては、保育所や幼稚園、こども園等でも相談に対応しています。詳しくは通園中（通園予
定）の各保育所、幼稚園、こども園等にお問い合わせください。 

⑤こどもが発達障害の診断等
を受けており、福祉サービス等
を利用したい。 

②発達障害かどうか知りた
い。（健診等で発達の遅れを
指摘された） 

③発達障害全般についての専
門的相談をしたい。 

④幼稚園・保育所・就学に関す
ることを相談したい。 

①発達の遅れがある（気にな
る）子の子育てについて相談
したい。 
※すでにお子さんが保育所、幼稚
園、こども園に通園中の方は、この
ページの下の囲みもご覧ください。 

《市町村保健センター》
○乳幼児期の、総合的な子育ての相談に対応
しています。

《市町村こども発達支援センター等》
※前橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、安中
○発達の気になる子や発達障害児、保護者の
相談に対応しています。

《県総合教育センター》
○子ども教育相談室にて、乳幼児から高校生
までの教育や子育てに関するあらゆる相談に
対応しています。

《県発達障害者支援センター》
○保健、医療、福祉等の関係機関と連携し、発
達障害のあるこどもの家族からの様々な相談
に応じています。

《市町村相談支援事業所》
○障害のある人が自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう身近な市町村を
中心とした相談に対応しています。

《児童相談所》
○児童の精神保健上の問題に関する相談や
指導、虐待等に対応しています。

《医療機関》
○主に小児科等で乳幼児の診察、治療等を実
施しています。

《市町村保健センター（こども発達
支援センター）》

《子育て支援センター》
《県総合教育センター》《児童相談所》
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～～～「マザー＆チャイルド、コンサルテーションとは？」～～～ 
・群馬県では、発達の気になるこどもとその保護者を対象としたサービスを提供しています。具体的には、マザー＆チャイルド（遊
びを通じた親子支援）、コンサルテーション（保育士等への専門的技術支援）等を実施しています。詳しくは市町村保健センター、
県保健福祉事務所等にお問い合わせください。 

○まだ不安が残る・・・ 
⇒

⇒

再度、市町村（保健センター等）に相談し
てみてください。
発達障害の、より専門的な相談は発達障害
者支援センターに相談してみてください。

【相談の結果・・・】
・随時、相談を受け付けています。また、１才６ヶ月児
健康診査などの健康診査でもお子さんの相談ができ
ます
・親子教室、子育て相談等を実施しています。
・マザー＆チャイルド等利用の窓口になっています。 

※設置市によって、支援内容が異なります。
・乳幼児の発達相談や、専門的個別相談に応じます。
・保育所や幼稚園への巡回相談を実施している場合も
あります。

・日常生活、地域生活での困りごとに関する相談支援
を実施しています。
・福祉サービス等利用のための支援計画を作成してい
ます。

・来所相談、電話相談を実施しています。
・相談に来ている子の幼稚園、学校等からの依頼によ
り、訪問相談を実施します。

・医療機関（精神科、小児科等）において、鑑別診断等
を実施しています。（※一部実施していない医療機関
もあるため、お問い合わせください）

・発達障害に関する相談、検査等を行っています。
・地域の相談窓口で対応できないケースや、より専門
性の高い支援が必要なケースに対応しています。

・児童及び家庭について心理的判定と指導を実施し
ています。

・こどもの状態を把握してもらい、どんなことを考えて
いけばよいか相談できます。

★出生から小学校入学前までの発達障害（気になる子を含む）に関する相談窓口です。 
★お住まいの市町村によっては、若干名称や、対応部署が異なる場合もあります。
★各機関等の連絡先については８ページ以降を御確認ください。 

（例）・継続的に相談できる場が見つかった。 
・療育機関が見つかった。 
・保育所や幼稚園で対応してもらえるよ
　うになった。 
・納得できる就学先を選択できた。 

○相談、療育機関等につながった！

（例）・関わり方のアドバイスがもらえた。
・こどもの特徴がわかった。
・診断がついた。 

○相談したいことは解決できた！ 
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①発達の遅れがある（気にな
る）児童生徒の生活や教育に
ついて相談したい。  

②発達障害かどうか知りた
い。（学校等で発達の遅れを
指摘された） 

◎上記の相談の他、こどもの発達上気になるところ（言葉やコミュニケーション、行動など）に
ついては、各学校でも相談に対応しています。小・中学校では、通常学級の他に通級指導教室や
特別支援学級が設置されている学校があります。特別支援学校も含め、現在の子どもの状態に応
じて、適切な指導・支援が行えるよう、多様な学び場の整備を進めています。詳しくは通学中（
通学予定）の各学校等にお問い合わせください。 

④児童生徒が発達障害の診断
等を受けており、福祉サービス
等を利用したい。 

発達障害全般についての専
門的相談をしたい。 

《市町村こども発達支援センター等》
※前橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、安中
○発達の気になる子や発達障害児、保護者の
相談に対応しています。

《小、中、高等、特別支援学校等》
○気になる児童生徒の学校生活等についての
相談に対応しています。
※市町村教育委員会でも学校生活等に関する
各種相談に対応しています。

《児童相談所》
○児童の心や家庭の問題に関する相談及び
指導、虐待等に対応しています。

《医療機関》
○主に小児科等で児童生徒の診察、治療等を
実施しています。

《県総合教育センター》
○こども教育相談室にて、乳幼児から高校生
までの教育や子育てに関するあらゆる相談に
対応しています。

《県発達障害者支援センター》
○学校等と連携を図り、発達障害のある児童
やその家族からの、学校生活や日常生活上の
相談に対応しています。

《市町村相談支援事業所》
○障害のある人が自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう身近な市町村を
中心とした相談に対応しています。
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※設置市によって、支援内容が異なります。 
・こどもの発達相談や、専門的個別相談に応じます。 
・保育所や幼稚園への巡回相談を実施している場合も
あります。  

★小学校入学から高校卒業程度の発達障害（気になる子を含む）に関する相談窓口です。 
★お住まいの市町村によっては、若干名称や、対応部署が異なる場合もあります。
★各機関等の連絡先については８ページ以降を御確認ください。 

～～～「教育委員会の専門家について」～～～  
・群馬県教育委員会では、各学校・園等に在籍する特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒への指導について、先生方の相談に
応じています。 
・具体的には、各教育事務所に配置された専門相談員、特別支援学校の専門アドバイザーが、各学校・園からの依頼を受け、直接訪
問して相談支援を行います。 

（例）・関わり方のアドバイスがもらえた。
・こどもの特徴がわかった。
・診断がついた。 

○相談したいことは解決できた！ 

（例）・継続的に相談できる場が見つかった。
・学校内で工夫して対応してもらえた。 
・療育機関が見つかった。 

○相談、療育機関等につながった！

○まだ不安が残る・・・ 
⇒

⇒

⇒

学校生活については、学校（担任、スクー
ルカウンセラー、校長、教頭など）に相談
してみてください。
学校以外で相談したい場合は、市町村（教  
育委員会、子育て所管課、障害福祉所管  
課）や児童相談所に相談し、適切な機関を  
紹介してもらいましょう。
発達障害の、より専門的な相談は発達障害
者支援センターに相談してみてください。  

【相談の結果・・・】※設置市によって、支援内容が異なります。 
・こどもの発達相談や、専門的個別相談に応じます。 
・保育所や幼稚園への巡回相談を実施している場合も
あります。  

・来所相談、電話相談を実施しています。
・相談に来ている子の幼稚園、学校等からの依頼によ
り、訪問相談を実施します。

・担任教諭や、特別支援教育コーディネーター、スクー
ルカウンセラー、通級指導教室担当教諭、専門相談
員、専門アドバイザー等が相談に対応しています。
※詳しくは通学中（通学予定）の各学校や、市町村教
育委員会にお問い合わせください。

・児童及び家庭について心理的判定と指導を実施し
ています。

・医療機関（精神科、小児科等）において、鑑別診断等
を実施しています。（※一部実施していない医療機関
もあるため、お問い合わせください。）

・発達障害に関する相談、検査等を行っています。
・関係機関との調整を行うこともあります。
・地域の相談窓口で対応できないケースや、より専門
性の高い支援が必要なケースに対応しています。

・日常生活、地域生活での困りごとに関する相談支援
を実施しています。
・福祉サービス等利用のための支援計画を作成してい
ます。
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《群馬障害者職業センター》  

《医療機関》
○主に精神科等で精神症状に関する診察、
治療等を実施しています。 

《ハローワーク》
○地域の総合的雇用サービス機関として、職
業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一
体的に実施しています。 

○障害のある方等への就職、就業に関する
相談に対応しています。 

《市町村障害福祉窓口》 
○各種障害福祉制度の御案内や手続き等に
対応しています。 

《障害者就業・生活支援センター》
○障害者の身近な地域において、就業面及
び生活面における一体的な相談支援を実施
します。 

《市町村相談支援事業所》 
○障害のある人が自立した日常生活又は社
会生活を営むことができるよう身近な市町村
を中心として相談に対応しています。 

《県発達障害者支援センター》 
○保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機
関と連携し、発達障害のある方からの相談に
対応しています。 

◎上記の相談の他、コミュニケーションが苦手な方等の就業については、地域
若者サポートステーション、ジョブカフェ等でも相談に応じています。 

②発達障害（疑い含む）のた
め、就職もしくは就業上の悩み
がある。 

③発達障害（疑い含む）のた
め、生活に関する悩みがある 

①発達障害かどうか知りたい。

④福祉サービスを利用したい。
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★主に学校卒業後の成人期の発達障害（疑いを含む）に関する相談窓口です。 
★お住まいの市町村によっては、若干名称や、対応部署が異なる場合もあります。 
★各機関等の連絡先については８ページ以降を御確認ください。 

・障害者雇用を実施している企業等を紹介します。

～～～コラム「地域若者サポートステーション、ジョブカフェとは？」～～～ 
・地域若者サポートステーション（通称サポステ）とは、働くことに踏み出せない若者を対象に、就労相談、情報提供、就労支
援、就労定着支援等によるサポートを行っています。
・ジョブカフェとは、若者のためのワンストップ型就職支援センターで、職業情報の紹介からカウンセリング、職業紹介まで「仕
事」探しをサポートしています。
・詳しくは、９ページを参考に、直接お問合せください。 

・発達障害に関する相談、検査等を行っています。
・関係機関との調整を行うこともあります。 
・地域の相談窓口で対応できないケースや、より専門
性の高い支援が必要なケースに対応しています。

・医療機関（精神科等）において、鑑別診断の実施や
カウンセリング、デイケア等が利用できる場合があり
ます。（※医療機関により提供状況が異なるため、お
問い合わせください。） 

・就職に向けての相談、職業能力等の評価、就職前の
支援から就職後の職場適応のための援助、職場復帰
の支援等、個々の障害状況に応じた継続的な支援を
行っています。

・本人の希望や障害特性に応じ、就職に向けた支援の
方向性を検討し、職場見学や職場実習の支援、就職
に向けた生活面の指導のほか、就職後は、本人との面
接等により、職場定着に向けた支援を行います。 

 ・市町村障害福祉等の窓口では精神障害者福祉手帳
や障害福祉サービス利用等に関する御相談やお手続
きに対応しています。

・日常生活、地域生活での困りごとに関する相談支援
を実施しています。
・障害福祉サービス利用のための支援計画を作成して
います。 
・特に発達障害相談支援サポーターは、各地域の発達
障害に関する相談支援の中心的窓口として、発達障
害者支援センターと連携のもと、一般相談等に対応し
ています。 

・自分の特徴がわかった。 
・診断がついた。
・生活や仕事場面での工夫の仕方がわかった。 

・継続的に相談できる場が見つかった。
・地域の福祉支援機関につながった。
・年金制度や手帳制度などが利用できるよう
　になった。 

○相談したいことは解決できた！ 

○相談、支援機関等につながった！

○まだ不安が残る・・・ 
⇒

⇒

地域で支援してくれる機関については、市
町村（障害福祉担当課、保健センター等）
に連絡し、適切な機関を案内してもらいま
しょう。
発達障害の、より専門的な相談は発達障害
者支援センターに相談してみてください。 

【相談の結果・・・】
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5-696

702

【障害者就業・生活支援センター】  
5-

-20

-084

7- 0

-75

0-479

47

0 -40

【地域若者サポートステーション】  
F-5-2

88-2

【ジョブカフェぐんま】  
)(5-4

62276

)4244

主に成人期に関係する機関  

【こども発達支援センター等】 
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- 2 027-254-5 80

【相談支援事業所】

【県発達障害者支援センター】  

【医療機関】  

ライフステージを通じて関係する機関

【市町村障害福祉担当窓口】  
75-022-7207-6-

-2-720-5

-64-7720-

5-42-072004-2

-74-67205-2

2-2-872004-08

4-27-6720-

2-22-972008

2-22-472072

5-26-4720-064

-28-720-2-

2-67-77202592

22-45-9720-097

-45-9720065

902-95-4720-06

2-85-4720-724

2-28-4720286

02-78-4720890

-47-4720-6

2-57-972090

4422-28-9720-66

50-69-97200

000-88-972082

2-6-9720-6582

2-86-9720-495

2-85-8720-769

2-25-87202-092

5-42-872088

2-26-87208

52-56-072002

-28-67207602

-48-6720-052

2-68-6720-598

62-55-67205642

55-88-6720-0752

【障害者職業センター】 
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