―資料編―

１．おもな相談機関
発達障害に関する知識や支援に関する情報などの相談の窓口です。

発達障害者支援センター
機

関

名

連 絡 先 等

島根県東部発達障害者支援センター
“ウィッシュ”

島根県西部発達障害者支援センター
“ウィンド”

住 所：〒699-0822 出雲市神西沖町 2534-2
「さざなみ学園」内
電 話：050-3387-8699
ＦＡＸ：0853-43-2256
E-Mail：wish@sazanami-g.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.futabaen.or.jp/senta1.htm
所管区域：松江市、出雲市、安来市、雲南市、
仁多郡、隠岐郡
住 所：〒697-0005 浜田市上府町イ 2589
「こくぶ学園」内
電 話：0855-28-0208
ＦＡＸ：0855-28-0217
E-Mail：wind1841@rhythm.ocn.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.iwami-wind.org/index.php
所管区域：浜田市、益田市、大田市、江津市、
邑智郡、鹿足郡

市町村母子保健担当課
○乳幼児健診や、子どもの発達に関わる相談等
機 関 名

電話番号

住

所

松江市 保健センター

0852-60-8154

〒690-0045 松江市乃白町 32-2

浜田市 子育て支援課

0855-25-9331

〒697-8501 浜田市殿町１

出雲市 健康増進課

0853-21-6981(母子)
0853-21-6979(発達)
0856-31-1977

〒693-8530 出雲市今市町 70

0854-82-1600㈹

〒698-0024 益田市駅前町 17-1
駅前ビル EAGA2 階
〒694-0064 大田市大田町大田ロ 1111

0854-23-3209

〒692-0404 安来市広瀬町広瀬 1930-1

江津市 子育て支援課

0855-52-2501㈹

〒695-0011 江津市江津町 1525

雲南市 健康推進課

0854-40-1045

〒699-1392 雲南市木次町木次 1013-1

奥出雲町 健康づくり
推進室
飯南町 保健福祉課

0854-54-2783

〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成 1622-2

0854-72-1770

川本町 健康福祉課

0855-72-0633

〒690-3207 飯石郡飯南町頓原 2064
飯南町保健福祉センター
〒696-0001 邑智郡川本町大字川本 545-1

美郷町 健康福祉課

0855-75-1932

〒699-4621 邑智郡美郷町粕淵 168

邑南町 保健課

0855-83-1123

〒696-0393 邑智郡邑南町淀原 153-1

津和野町 健康福祉課

0856-72-0651

吉賀町 保健福祉課

0856-77-1165

〒699-5605 鹿足郡津和野町後田ロ 64-6
津和野庁舎
〒699-5513 鹿足郡吉賀町六日市 750

益田市 子育てあんし
ん相談室
大田市 健康保険年金
課
安来市 子ども未来課
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機 関 名

電話番号

住

所

海士町 健康福祉課

08514-2-1822

〒684-0403 隠岐郡海士町大字海士 1490

西ノ島町 健康福祉課

08514-6-0104

〒684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷 534

知夫村 村民福祉課

08514-8-2211

〒684-0100 隠岐郡知夫村 1065

隠岐の島町 保健課

08512-2-8562

〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町 1

市町村障がい福祉担当課
○障がいに関する相談や福祉サービスの利用に関する相談等
機 関 名

電話番号

住

所

松江市 障がい者福祉課

0852-55-5304

〒690-8540 松江市末次町 86

浜田市 高齢障がい課

0855-25-9322

〒697-8501 浜田市殿町１

出雲市 福祉推進課

0853-21-6905

〒693-8530 出雲市今市町 70

益田市 生活福祉課

0856-31-0251

〒698-8650 益田市常磐町 1-1

大田市 社会福祉課

0854-82-1600㈹

〒694-0064 大田市大田町大田ロ 1111

安来市 福祉課

0854-23-3216

〒692-0404 安来市広瀬町広瀬 703

江津市 社会福祉課

0855-52-2501㈹

〒695-8501 江津市江津町 1525

雲南市 長寿障がい課

0854-40-1042

〒699-1392 雲南市木次町木次 1013-1

奥出雲町 福祉事務所

0854-54-2541

〒699-1592 仁多郡奥出雲町三成 358-1

飯南町 保健福祉課

0854-72-1770

〒690-3207 飯石郡飯南町頓原 2064

川本町 健康福祉課

0855-72-0633

〒696-8501 邑智郡川本町大字川本 545-1

美郷町 健康福祉課

0855-75-1932

〒699-4692 邑智郡美郷町粕淵 168

邑南町 福祉課

0855-95-1115

〒696-0192 邑智郡邑南町矢上 6000

津和野町 健康福祉課

0856-72-0673

吉賀町 保健福祉課

0856-77-1165

〒699-5605 鹿足郡津和野町後田ロ 64-6
津和野庁舎
〒699-5513 鹿足郡吉賀町六日市 750

海士町 健康福祉課

08514-2-1823

〒684-0403 隠岐郡海士町大字海士 1490

西ノ島町 健康福祉課

08514-6-0104

〒684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷 534

知夫村 村民福祉課

08514-8-2211

〒684-0102 隠岐郡知夫村 1065

隠岐の島町 福祉課

08512-2-8561

〒685-8585 隠岐郡隠岐の島町城北町 1

保健所・児童相談所等
機 関 名

電話番号

住

所

松江保健所

0852-23-1316

〒690-0011 松江市東津田町 1741-3

雲南保健所

0854-42-9642

〒699-1396 雲南市木次町里方 531-1

出雲保健所

0853-21-1653

〒693-0021 出雲市塩冶町 223-1

県央保健所

0854-84-9820

〒694-0041 大田市長久町ハ 7-1

浜田保健所

0855-29-5552

〒697-0041 浜田市片庭町 254

益田保健所

0856-31-9547

〒698-0007 益田市昭和町 13-1

隠岐保健所

08512-2-9710

〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24

隠岐保健所
島前保健環境課
中央児童相談所

08514-7-8121

〒684-0302 隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田 56-17

0852-21-3168

〒690-0823 松江市西川津町 3090-1
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機 関 名

電話番号

住

所

中央児童相談所
隠岐相談室
出雲児童相談所

08512-2-9810

〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24

0853-21-0007

〒693-0051 出雲市小山町 70

浜田児童相談所

0855-28-3560

〒697-0005 浜田市上府町イ 2591

益田児童相談所

0856-22-0083

〒698-0041 益田市高津 4 丁目 7 番 47 号

心と体の相談センター

0852-32-5905

〒690-0011 松江市東津田町 1741-3

子どもに関する総合相談
○困難を抱える子ども、保護者からの悩みも相談に応じます。
機 関 名

電話番号

備

松江市青少年支援センター

0800-200-2700

出雲市子ども・若者支援センター

0120-84-7867

浜田市青少年サポートセンター

0120-783-419

益田市子ども・若者支援センター

0800-600-4357

考

月～金曜日 9:00～17:00
（祝休日・年末年始を除く）
月～金曜日 8:30～17:00
土曜日 事前予約による面接相談のみ
（日曜・祝日・年末年始を除く）
月～金曜日 8:30～17:15
（祝休日・年末年始を除く）
月～金曜日 8:30～17:00
（祝休日・年末年始を除く）

２．おもな教育機関が行っている教育相談等
各市町村教育委員会
○相談支援のためのチームが設置されている教育委員会もありますので、就学担当にお問い合
わせ下さい。
○７月～８月に巡回就学相談会を実施します。
機 関 名

電話番号

住

所

0854-23-3310

松江市乃白町 32-2
松江市保健福祉総合ｾﾝﾀｰ内
〒692-0207 安来市伯太町東母里 580

出雲市教育委員会

0853-21-6324

〒693-8531 出雲市今市町 70

雲南市教育委員会

0854-40-1072

〒699-1392 雲南市木次町木次 1013-1

奥出雲町教育委員会

0854-52-2680

〒699-1832 仁多郡奥出雲町横田 1037

飯南町教育委員会

0854-72-0301

〒690-3207 飯石郡飯南町頓原 2084-4

浜田市教育委員会

0855-22-2612

〒697-8501 浜田市殿町 1

大田市教育委員会

0854-82-1600

〒694-0064 大田市大田町大田ロ 1111

江津市教育委員会

0855-52-2501

〒695-8501 江津市江津町 1525

川本町教育委員会

0855-72-0704

〒696-0001 邑智郡川本町川本 332-15

美郷町教育委員会

0855-75-1217

〒699-4692 邑智郡美郷町粕淵 168

邑南町教育委員会

0855-83-1126

〒696-0317 邑智郡邑南町淀原 153-1

益田市教育委員会

0856-31-0441

〒698-8650 益田市常磐町 1-1

津和野町教育委員会

0856-72-0650

〒699-5605 鹿足郡津和野町後田ロ 64-6

松江市教育委員会
(発達・教育相談支援センター「エスコ」)
安来市教育委員会

0852-55-5420

〒690-0045
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機 関 名

電話番号

住

所

吉賀町教育委員会

0856-77-1285

〒699-5513 鹿足郡吉賀町六日市 648

海士町教育委員会

08514-2-1222

〒684-0403 隠岐郡海士町海士 1490

西ノ島町教育委員会

08514-6-0171

〒684-0211 隠岐郡西ノ島町浦郷 544-38

知夫村教育委員会

08514-8-2301

〒684-0102 隠岐郡知夫村 1065

隠岐の島町教育委員会

08512-2-2206

〒685-0011 隠岐郡隠岐の島町今津 346

各教育事務所
○「専門家チーム・巡回相談員」が設置されています。特別支援教育担当指導主事にお問い合
わせ下さい。
機 関 名

電話番号

住

所

備 考

松江教育事務所

0852-32-5772

〒690-0011 松江市東津田町 1741-1

出雲教育事務所

0853-30-5682

〒693-8511 出雲市大津町 1139

浜田教育事務所

0855-29-5706

〒697-0041 浜田市片庭町 254

益田教育事務所

0856-31-9673

〒698-0007 益田市昭和町 13-1

隠岐教育事務所

08512-2-9775

〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24

県立教育センター
○予約や詳細については電話でお問い合わせください。
機 関 名

電話番号

島根県教育センター 0852-22-6466
教育相談スタッフ
特別支援教育セクシ
ョン
島根県教育センター 0855-23-6784
浜田教育センター
研修・相談スタッフ

住

所

備

〒690-0873
松江市内中原町 255-1

考

毎週水曜日・金曜日
(対象)
幼児児童生徒及び保護者、
共 教職員等
(内容)
通 発達や教育に関する相談、
各種心理検査の実施、コン
サルテーション
毎週月～金曜日
（水曜日は午後のみ）
(受付時間)
月～木曜日 10:00～16:30
(対象)
子どもやその保護者、教職員

〒697-0023
浜田市長沢町 1550-1

“こころ・発達”教育相 0800-200-1556 〒693-0032
談室
(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)
出雲市下古志町 1574-4
出雲市立神戸川小学校・
河南中学校 若松分校内

県立特別支援学校
○各学校では、専門性をいかして、乳幼児及び児童生徒やその保護者、先生方の教育相談に応
じています。詳細は各学校に電話等でお問い合わせ下さい。
学校名

電話番号

住

所

盲学校

0852-36-8221 〒690-0122 松江市西浜佐陀町 468

松江ろう学校

0852-36-7222 〒690-0121 松江市古志町 191-6

浜田ろう学校

0855-28-0146 〒697-0003 浜田市国分町 342-2

松江養護学校

0852-26-6880 〒690-0823 松江市西川津町 31

松江養護学校安来分教室

0854-22-2680 〒692-0031 安来市佐久保町 115 安来高校内
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学校名

電話番号

住

所

0853-43-2260 〒699-0822 出雲市神西沖町 2485

出雲養護学校

〒699-0822 出雲市神西沖町 2534-2

出雲養護学校みらい分教室
出雲養護学校大田分教室

0854-84-0213 〒694-0052 大田市久手町刺鹿 522-1 大田二中内

出雲養護学校邇摩分教室

0854-88-9060 〒699-2301 大田市仁摩町仁万 907 邇摩高校内

石見養護学校

0855-95-0319 〒696-0102 邑智郡邑南町中野 2384-18

浜田養護学校

0855-28-2200 〒697-0003 浜田市国分町 342-2

益田養護学校

0856-31-5111

隠岐養護学校

08512-2-3593 〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町 363

松江清心養護学校

0852-36-8720 〒690-0864 松江市東生馬町 11

江津清和養護学校

0855-52-2613 〒695-0001 江津市渡津町 772

松江緑が丘養護学校

0852-23-9500 〒690-0015 松江市上乃木 5-18-1

〒699-5132 益田市横田町 2120-1

通級指導教室設置校
市町村

学校名

電話番号

住

所

松江市立母衣小学校

0852-21-2128

〒690-0883 松江市北田町 273

松江市立中央小学校

0852-27-2700

〒690-0002 松江市大正町 398

松江市立古志原小学校

0852-23-9511

〒690-0012 松江市古志原 4-6-1

松江市立古江小学校

0852-36-8752

〒690-0151 松江市古曽志町 1759

松江市立第二中学校

0852-21-0303

〒690-0823 松江市西川津町 3402-1

松江市立第三中学校

0852-21-0531

〒690-0001 松江市東朝日町 14

松江市立第四中学校

0852-21-2734

〒690-0017 松江市西津田 10-20-1

安来市立十神小学校

0854-22-2010

〒692-0011 安来市安来町 843-3

安来市立南小学校

0854-22-2807

〒692-0035 安来市清瀬町 230

安来市立第三中学校

0854-28-8534

〒692-0003 安来市西赤江町 395

雲南市立大東小学校

0854-43-6330

〒699-1252 雲南市大東町田中 43-4

雲南市立木次小学校

0854-42-1113

〒699-1332 雲南市木次町木次 1001-1

雲南市立木次中学校

0854-42-1411

〒699-1334 雲南市木次町新市 421

奥出雲町立三成小学校

0854-54-1015

〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成 348

奥出雲町立仁多中学校

0854-54-1125

〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成 1634-7

飯南

飯南町立来島小学校

0854-76-2342

〒690-3401 飯石郡飯南町野萱 1948

出雲

出雲市立今市小学校

0853-21-2544

〒693-0002 出雲市今市町北本町 2-1

出雲市立神戸川小学校

0853-21-1126

〒693-0032 出雲市下古志町 808

出雲市立神西小学校

0853-43-1424

〒699-0822 出雲市神西沖町 1090

出雲市立平田小学校

0853-63-3155

〒691-0002 出雲市西平田町 1

出雲市立大社小学校

0853-53-2156

〒699-0711 出雲市大社町杵築南 900-1

出雲市立中部小学校

0853-72-0515

〒699-0631 出雲市斐川町直江町 4243

出雲市立第三中学校

0853-21-0559

〒693-0063 出雲市大塚町 1184

出雲市立浜山中学校

0853-23-2717

〒693-0052 出雲市松寄下町 1674

出雲市立平田中学校

0853-63-3050

〒691-0001 出雲市平田町 2950-1

出雲市立湖陵中学校

0853-43-1022

〒699-0813 出雲市湖陵町三部 1183

松江

安来

雲南

奥出雲
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市町村

学校名

電話番号

住

所

出雲

出雲市立斐川西中学校

0853-72-0136

〒699-0631 出雲市斐川町直江 4083

大田

大田市立久手小学校

0854-82-8324

〒694-0052 大田市久手町刺鹿 2585

大田市立仁摩小学校

0854-88-2629

〒699-2301 大田市仁摩町仁万 176-2

大田市立第二中学校

0854-82-8424

〒694-0052 大田市久手町刺鹿 522-1

江津市立津宮小学校

0855-53-0017

〒695-0021 江津市都野津町 2110-1

江津市立青陵中学校

0855-54-3700

〒695-0024 江津市二宮町神主 1964-8

川本

川本町立川本小学校

0855-72-0329

〒696-0001 邑智郡川本町川本 426

邑南

邑南町立瑞穂小学校

0855-83-0107

〒696-0222 邑智郡邑南町下田所 280

邑南町立瑞穂中学校

0855-83-0118

〒696-0317 邑智郡邑南町淀原 810

浜田市立松原小学校

0855-22-0262

〒697-0022 浜田市浅井町 1415-2

浜田市立三隅小学校

0855-32-4040

〒699-3225 浜田市三隅町古市場 450

浜田市立第一中学校

0855-22-0946

〒697-0024 浜田市黒川町 3745

浜田市立三隅中学校

0855-32-0062

〒699-3225 浜田市三隅町古市場 1991

益田市立高津小学校

0856-22-0733

〒698-0041 益田市高津町 1-34-1

益田市立吉田小学校

0856-22-2385

〒698-0042 益田市中吉田町 272

益田市立高津中学校

0856-22-1001

〒698-0041 益田市高津町 3-14-1

津和野町立津和野小学校

0856-72-0193

〒699-5604 鹿足郡津和野町森村ロ 104

津和野町立津和野中学校

0856-72-0152

〒699-5611 鹿足郡津和野町町田イ 26

吉賀町立七日市小学校

0856-78-0049

〒699-5522 鹿足郡吉賀町七日市 966

吉賀町立吉賀中学校

0856-78-0030

〒699-5522 鹿足郡吉賀町七日市 966

海士

海士町立福井小学校

08514-2-0750

〒684-0404 隠岐郡海士町福井 412

隠岐
の島

隠岐の島町立西郷小学校

08512-2-0696

隠岐の島町立西郷中学校

08512-2-0178

〒685-0014 隠岐郡隠岐の島町西町大城ノ四
-3
〒685-0011 隠岐郡隠岐の島町栄町 488

江津

浜田

益田

津和野
吉賀

３．おもな福祉関係などの療育機関
障害児等療育支援事業者
○療育指導等を行っています。
機 関 名

電話番号

住

所

松江整肢学園

0852-36-8011

〒690-0864 松江市東生馬町 15-1

四ツ葉園

0852-36-8877

〒690-0121 松江市古志町 1551-4

山楽園

0854-62-1500

〒690-2705 雲南市掛合町松笠 2154-1

光風園

0853-43-2101

〒699-0816 出雲市湖陵町大池 240-1

さざなみ学園

0853-43-2252

〒699-0822 出雲市神西沖町 2534-2

緑風園

0855-95-0363

〒696-0102 邑智郡邑南町中野 2384

島根整肢学園

0855-52-2442

〒695-0001 江津市渡津町 1926

桑の木園(レント)

0855-22-4141

〒697-0027 浜田市殿町 75-8

希望の里(ポケットプラザ)

0856-31-8221

〒698-0003 益田市乙吉町イ 110-1

仁万の里更生部

08512-6-2289

〒685-0104 隠岐郡隠岐の島町都万 2582-1
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障害児通所支援施設一覧
施

設

名

ぱすてる

H27.1.1 現在

電話番号

住

所

事業種別
児 放 訪
発 デ 問
イ

0852-25-2585 〒690-0814 松江市下東川津 251-1

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 0852-26-9696 〒690-0031 松江市山代町 1001
やましろ
児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 0852-60-1818 〒690-0046 松江市乃木福富町 318-1
のぎ
多機能型事業所 いくま 0852-36-8011 〒690-0864 松江市東生馬町 15-1
ふじのみ園

0852-21-3142 〒690-0877 松江市春日町 532-5

みのりの家

0852-60-0555 〒690-0823 松江市西川津町 2547

○
◎

0852-23-5681 〒690-0017 松江市西津田 6 丁目 12-9

まわぁえん

0852-67-5586 〒690-0015 松江市上乃木 6 丁目 7-5

◎ ◎ ○

○

○
○
○ ○
○
○
○

0852-24-9979 〒690-0888 松江市北堀町 59-2

○
◎ ◎

0852-67-1304 〒690-0823 松江市西川津町 4080

○

0852-67-3138 〒690-0823 松江市西川津町 2663-6

○
○

第３キッズスペースゆう 0852-24-0911 〒690-0823 松江市西川津町 1408-7
あい
0852-25-2585 〒690-0814 松江市下東川津 251-1
ぱすてる ぴいす
櫻苑

○
○

0854-28-8778 〒692-0063 安来市植田町 226-10

ハートピア出雲スマイル 0853-23-2121 〒693-0014 出雲市武志町 693-4
児童発達支援センター
ぽこぽこ
児童発達支援センター
わっこ
ＣＳいずも放課後デイサ
ービス大社事業所
ＣＳいずも放課後デイサ
ービス知井宮事業所

0853-43-2252 〒699-0822 出雲市神西沖町 2534-2

すだちクラブ

0853-24-8005 〒693-0012 出雲市大津新崎町 1-50-7

0853-21-2733 〒693-0033 出雲市知井宮町 238
0853-53-8066 〒699-0732 出雲市大社町入南 80-1
0853-25-7101 〒693-0033 出雲市知井宮町 627-5

ＣＳいずも放課後デイサ 0853-31-4500 〒693-0022 出雲市上塩冶町 123-2
ービス塩冶事業所
出雲サンホーム 地域福 0853-43-7575 〒699-0822 出雲市神西沖町 1315
祉サービスセンター ソ
レイユ
ＣＳいずも放課後デイサ 0853-31-4866 〒699-0621 出雲市斐川町富村
ービス斐川事業所
1902-25
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○
○

0852-24-1516 〒690-0015 松江市上乃木 2 丁目 7-17

0852-36-8011 〒690-0864 松江市東生馬町 15-1

○

○

第１キッズスペースゆう 0852-32-8645 〒690-0888 松江市北堀町 35-14
あい
0852-67-3468 〒690-0814 松江市東持田町 11-1
希望の路
放課後等デイサービス・
ピピ
ケア・サポート コスモ
ス
第２キッズスペースゆう
あい
多機能型事業所 サテラ
イトいくま
放課後等デイサービス
あいる松江
あおぞら児童クラブ え
すぱす

児童発
達支援
ｾﾝﾀｰ

○
○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○ ○ ○
○ ○
○
○ ○
◎
○ ○
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施

設

名

電話番号

住

事業種別
児 放 訪
発 デ 問
イ

所

児童発
達支援
ｾﾝﾀｰ

ＣＳいずも放課後デイサ 0853-43-3733 〒699-0811 出雲市湖陵町差海 1762-1
○ ○
ービス湖陵事業所
0853-62-0788 〒691-0001 出雲市平田町 1888-38
なないろの空
○
児童発達支援事業所ひま 0853-25-8061 〒691-0001 出雲市平田町中ノ島 7377
わり
0853-72-5021 〒699-0631 出雲市斐川町直江
あしたのおか
3909-55
キッズコミュニケーショ 0853-25-7988 〒693-0044 出雲市荒茅町 1278-2
ンサポート ゆめの森こ
ども園
0854-83-7882 〒694-0041 大田市長久町長久ロ
かめっ子クラブ
268-2
0855-52-2442
〒695-0001
江津市渡津町 1926
あゆっこ江津
ワークくわの木 かなぎ 0855-42-2222 〒697-0303 浜田市金城町久佐イ
ライディングパーク
1390-8
0856-31-5101 〒699-5132 益田市横田町 2087-1
あゆっこ益田
障がい児デイサービスセ 0856-31-5100 〒699-5132 益田市横田町 2087-1
ンター あゆみの里
エクシヴ 益田乙吉事業 0856-22-2007 〒698-0003 益田市乙吉町イ 89-10
所
放課後等デイサービス
0856-32-0720 〒698-0024 益田市駅前町 9-2
タッチ
0854-49-9797 〒699-1311 雲南市加茂町三代 691-1
さくら教室

○

○
○

○ ○ ○
○ ○
◎ ◎ ○
○
○ ○ ○
○ ○
○ ○
○
○ ○ ○

さくらおろち牧場 そら 0854-48-0655 〒699-1341 雲南市木次町北原 933-2
うま
0855-95-0327 〒696-0102 邑智郡邑南町中野 3600-1
放課後デイ みんと

○
○

◆事業種別 児発：児童発達支援事業所、放デイ：放課後等デイサービス事業所、訪問：保育所等訪
問支援事業所
※◎は、主として重症心身障害児を通わせる事業所

４．おもな親の会等の活動団体
○県内で活動している発達障がいに関するおもな親の会の活動（現在、発達障害者支援センタ
ーで把握している団体）
機 関 名

電話番号

軽度発達障害児・者家族
090-9069-6978
の会
(代表者携帯)
紫陽花倶楽部

代表者
岡田 誠子

備

考

＊現在休会中
＊電話相談は左記の番号で受付ていま
す(9 時～12 時)
親子活動や学習会を 2～3 か月に一度の
ペースで行っています。一緒に活動し
たい方はどうぞ。

にこちゃんクラブ

080-5238-7703

田中

島根県自閉症協会

0855-27-0767

白川 英代

県内各地で勉強会を開いています。

発達障害児支援サーク
ル「のびのび」

0856-23-5102
(代表者自宅)

島田 智子

http://nobinobi.big-site.net/

- 60 -

綾

―資料編―
機 関 名

電話番号

代表者

安来市のんびり学習会

090-8064-9615
(会員携帯(井上))

小板 幸子

備

考

コミュニケーション等に困り感をもつ子
の親が集まり情報交換しています。無理
せずのんびりと取り組む事をモットーに
月 1 回集まって活動しています。
（第 2 金
曜日 19:30～22:00 ＊変更になることが
ありますので、電話でお問い合わせくだ
さい。）

○その他発達障がいに限らず活動しているおもな家族会
機 関 名

電話番号

住

所

0852-23-6960 〒690-0022 松江市大正町 398
松江市立中央小学校通教指導教室
0852-32-5976 〒690-0111 松江市東津田町 1741-3
いきいきプラザ島根内

島根県ことばを育てる親の
会
島根県手をつなぐ育成会

５．ペアレントメンター事務局
○ペアレントメンターの派遣等についてのお問い合わせ
機 関 名
島根県西部発達障害者支援セ
ンター“ウィンド”

電話番号
0855-28-0208

住

所

〒697-0005
浜田市上府町イ 2589「こくぶ学園」内

６．当事者会
名

称

山陰発達障害者当事者会
スモステの会

E-Mail

ホームページ

sumosute_shimane
@ yahoo.co.jp

http://blogs.yahoo.co.jp/sumosute_shimane/

７．その他
○発達障がいに関する情報全般
機 関 名
発達障害情報・支援センター

所 管

ホームページ

国立障害者リハビリテーション

http://www.rehab.go.jp/ddis/

センター
発達障害教育情報センター

国立特別支援教育総合研究所

http://icedd.nise.go.jp/

○県内の子どもの心の問題についての教育、保健、福祉、医療の相談窓口
「子どもの心の相談について」
島根県ホームページ：トップ > くらし > 福祉 > 障がい者福祉 > 一般向け > 子どもの心の相談
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/ippan/kodomokokoro/sodan.html
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８．おもな検査一覧
（１）知能検査・発達検査
ＷＩＳＣ－Ⅲ知能検査
5 歳～16 歳 11 ヶ月
一般知能を言語性 IQ、動作性 IQ、全検査 IQ の３種類の IQ と下位検査プロフィールによ
り測定。知的発達の状態を評価点プロフィールで表示することで「個人内差」という観点か
ら分析的に診断し、ＬＤ（学習障害）児や知能の遅れのある子どもの指導に有効な資料を提
供できる。
言語理解、知覚統合、注意記憶、処理速度の 4 つの群指数により発達の特徴も把握できる。
ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査
5 歳～16 歳 11 ヶ月
WISC-Ⅳでは、13 の下位検査と 4 つの指標得点、全検査 IQ から成り立っている。4 つ
の指標は、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度である。
知的水準の判定だけではなく、個人内差（得意なこと、苦手なこと）を明らかにすること
が可能である。
田中ビネー知能検査Ⅴ
2 歳～成人
予め知能をいくつかの問題に分類し作成するのではなく、一般知能を包括的にまとめて測
定しようとする検査法である。そのため、問題にバラエティーをもたせ、少なくとも同一年
齢級の問題に同種類の問題が重ならないように工夫されている。
新版Ｋ式発達検査
0 歳 3 ヶ月～18 歳以上
姿勢・運動領域、認知・適応領域、言語・社会領域の発達など、領域別に子どもの発達の
様子を詳しくみることができる。大・小、長・短などの子どもの概念発達の深度を調べるこ
とができる。この検査器具には遠城寺式の発達検査に必要な用具のほとんどが入っているの
で、Ｋ式の器具を用いて遠城寺式を行うことも可能。
Ｋ－ＡＢＣ心理・教育アセスメントバッテリー
2 歳 6 ヶ月～12 歳 11 ヶ月
子どものための個別式知能検査。特徴は、①認知能力と習得度を分けて測定、②認知能力
を継次処理と同時処理から測定することである。子どもの知的活動の発達上の問題やまだ発
揮されていない力の発見に重要な資料を提供できる。健常児や障害のある子どもの内面を、
プロフィール分析により詳細に評価。
Ｋ－ＡＢＣⅡ心理・教育アセスメントバッテリー
2 歳 6 ヶ月～17 歳 11 ヶ月
K-ABC を継承しながら、大幅な改良がなされている。改良点は、①適応年齢の上限が 18
歳未満となった、②認知処理の焦点が「継次、同時、計画、学習」と拡大した、③習得度が
「語彙、読み、書き、算数」と拡大した。
遠城寺式乳幼児分析的発達検査
0 歳 0 ヶ月～4 歳 7 ヶ月
運動（移動運動、手の運動）、理解・言語（発語、言語理解）、社会性（基本的習慣、対
人関係）の３領域、６項目の発達状況を分析的に評価できる、初診後の発達進歩の問題を容
易に把握することができる。
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（２）適応行動（生活力）のアセスメント
日本版ヴァイランド適応行動尺度Ⅱ
0 歳 0 ヶ月～92 歳
適応行動全般を検査する尺度としてはもっとも国際的に用いられているものの一つである。
コミュニケーション、日常生活スキル、社会性、運動スキル、不適応行動の 5 領域で、15
の下位領域がある。
新版Ｓ-Ｍ社会生活能力検査
1 歳～12 歳 11 ヶ月
社会生活に必要な基本的な生活能力のおおよその発達レベルを見るための検査。
社会生活能力を身辺自立、移動、作業、意志交換、集団参加、自己統制の 6 領域、130
項目からなる質問紙検査。全検査社会生活年齢（ＳＡ）や社会生活指数（全検査社会生活年
齢ＳＱ÷生活年齢×100）から、子どもの全体的な社会生活能力をみることができる。
（３）情緒と行動の問題のアセスメント
ＣＢＣＬ・ＴＲＦ日本語版
4～16 歳
子どもの行動チェックリストで、不安、抑うつといった内在化される問題、攻撃性や非行
といった外在可される問題など、子どもの情緒や行動面を広く捉えることができる。上位尺
度として外向尺度と内向尺度があり、下位尺度としてひきこもり、身体的訴え、不安抑うつ、
社会性の問題、思考の問題、注意の問題、攻撃的行動、非行的行動の８つの症状群尺度があ
る。
ＳＤＱ
4～16 歳
発達障がいを含む全ての子どもの行動特徴と、支援の必要性を明らかにすることができる。
「行為」「多動」「情緒」「仲間関係」「向社会性」の 5 つのサブスケール、25 項目か
らなる。
（４）ＡＳＤのアセスメント
ＣＡＲＳ 小児自閉症評定尺度
年齢制限なし
一般の知能検査などでははかれない、発達のかたより、アンバランスなどをみることがで
きる。特別な場面を設定しなくても、ケース記録や教室内での観察、あるいは親からの聞き
取りなどでも正しく評定できるように 15 項目（人との関係、模倣、情緒反応、身体の使い
方、物の扱い方、変化への適応、視覚による反応、聴覚による反応、味覚・嗅覚・触覚反応
とその使い方、恐れや不安、言語性のコミュニケーション、非言語性コミュニケーション、
活動水準、知的機能の水準とバランス、全体的な印象）が設定されている。それぞれの項目
ごとに、具体例を見ながら、「正常範囲」「軽度の異常」「中度の異常」「重度の異常」の
どれに当てはまるかを見ていく。
ＰＡＲＳ
3 歳以上
我が国で開発された自閉症スペクトラム障がいの評定尺度である。
対象者の養育者にインタービューを通じて、幼児期及び現在の行動特徴を自閉症スペクト
ラムの行動特徴という観点から把握することができる。また、適応困難における支援ニーズ
を把握することができる。
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Ｍ-ＣＨＡＴ日本語版
16～30 ヶ月
2 歳前後の幼児に対して、自閉症スペクトラム障がいのスクリーニング目的で使用される
保護者記入式の質問紙。
ＰＥＰ－３（心理教育プロフィール）
0 歳 6 ヶ月～12 歳
模倣、知覚、運動機能、認知機能など発達上の重要な側面を的確に捉え、診断から、子ど
もの発達に即した教育臨床・施設療育等に生かせる手がかりが得られる。判定には合格、芽
生え、不合格の基準で行う。
（５）その他のアセスメント
ＩＴＰＡ言語学習能力診断検査
3 歳～9 歳 11 ヶ月
情報を受け取り、解釈して、他の人に伝えるコミュニケーションの過程の中から 10 の要
素を選び、その機能を測定する。全体的な発達レベルを知るだけでなく、「個人内差」を測
定。発達的様相を多面的に捉え、LD（学習障害）児やことばの発達に遅れを持つ子どもの診
断・治療教育に適している。
《参考》
厚生労働省 平成２４年度障害者総合福祉事業「発達障害児者支援とアセスメントに関す
るガイドライン」
http://www.as-japan.jp/j/file/rinji/assessment_guideline2013.pdf
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