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８ 障がいのある子どもへの施策 （町の施策の一部を掲載）

施策 関係職種

相談事業（子育て相談・心理士相談） 健康推進課・子育て支援課

乳幼児健診後のフォロー教室（ひよこ教室） 健康推進課・子育て支援課

就学前の障がい児に対する通所支援 福祉課・子育て支援課

知的障害児通園施設通園交通費助成事業 福祉課

障がい児に対する支援（相談、各種支援事業、医療） 健康推進課・子育て支援課・福祉課

育成医療（自立支援医療） 福祉課

（１）乳幼児健診後のフォロー教室（ひよこ教室）

（２）知的障害児通園施設通園交通費助成事業

（３）就学前の障がい児に対する通所支援                      

（わかば園） 

（４）育成医療

（５）療育手帳所持者 

18 歳未満             18 歳以上

18 歳未満の療育手帳所持者を、平成 19 年と平成 26 年で比較すると、Ｃ（軽度）判定が増え

ている。

（６）特別支援学級設置状況 

平成 26 年

学校数 設置校数 学級数 児童数 全児童に対する割合 

小学校 6 5 9 26 2.2% 

中学校 2 2 4 14 2.0% 

幼・小・中・高（全国）「H26 子ども若者白書」 1.1% 

「知多教育白書」

町内の特別支援学級に通う児童・生徒は、小学校２６人、中学校１４人である。

平成 25 年 

参加者 ２２組 

回数 ３４回 

 平成 25 年 

通園児数 1 人 

助成額 60,000 円 

平成 26 年 

通所者 9 組 

平成 25 年 

件数 ３１件 

助成額 110,185 円 

A（重度） B（中度） C（軽度） 計 A（重度） B（中度） C（軽度） 計 合計 

平成19年 12 12 18 42 38 18 12 68 110 

平成 26年 11 9 25 45 48 25 26 99 144 
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（７）発達障害が疑われる児の療育通園状況 

発達障害が疑われる児の療育通園状況（平成 14年度生～平成 21年度生）

生まれ 
療育施設を希望し、通園

できた 

療育施設を希望したが通園で

きなかった 

療育施設のある 

町外へ転出 

平成１４年度 2 1   

平成１５年度 4   1 

平成１６年度 1 1   

平成１７年度 3     

平成１８年度 1   1 

平成１９年度 1     

平成２０年度 1   2 

平成２１年度   1   

計 13 3 4 

平成 24 年「政策立案研修」より引用

療育施設に通園が必要な児について、町内には平成 26 年 5 月まで療育施設がなかった

ため療育が必要な児は、町外の施設に通園していた。

平成 14 年度～平成 21 年度生まれの児で、町外の施設に通園したのは１３人。通園で

きず他市町に転出した児は４人。町外の施設を希望したが空きがなく、保育所に加配対

象で通園した児は３人である。

発達障害が疑われる児の保育所の現状

平成26 年 4月 1 日時点 

発達障害が疑われる児の現状は、保育所入所児童数は平成 26 年の時点で、22 人であ

る。

３歳 ４歳 5 歳 合計 

児童数 

加配対象

の児 

（再掲） 

児童数 

加配対象

の児 

（再掲） 

児童数 

加配対象

の児 

（再掲） 

児童数 

加配対象

の児 

（再掲） 

保育実施児 87 8 102 7 147 7 336 22 

自由契約児 43 46 23 112 
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１歳６ヶ月児健診

【保健センター】

２歳児歯科健診
【保健センター】

３歳児健診
【保健センター】

（児童発達支援）
「わかば園」
奥田保育所内
【℡87-0041】

当事者会、親の会 【各団体】

愛知県自閉症協会・つぼみの会 （自閉症） ℡(052)323-0298 自閉症に関する啓発や研修活動、相談会、当事者間の交流活動を行っています。

美浜町知的障害者育成会 （知的障がい） ℡（0569）83-2066（美浜町社協を通じてご連絡ください） 全国的な組織で美浜町においても家族ぐるみでの活動や交流を行っています。

美浜町ふれあい交流会 （特別支援学級に通う子どもたちの親） ℡（0569）83-2066（美浜町社協を通じてご連絡ください） 美浜町の特別支援学級に通うお母さんたちの悩みを話したり、情報交換をを行ったりしています。

みつまめ （ボランティアグループ） ℡（0569）83-2066（美浜町社協を通じてご連絡ください） セルプ・アゼーリアでボランティアを行いながら、障害や病気に対する不安や悩みを話し合い情報交換をを行ったりしています。

【
学
校
教
育
課
】
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）近隣市町の療育施設

【各施設】

児童発達支援センター半田市立つくし学園（半田） ℡(0569)21-6049 保育士等の指導のもと、障がい児への療育を行っています。

東海市立医療型児童発達支援センターあすなろ学園（東海） ℡(0562)34-9585 保育士・理学療法士等の指導のもと、肢体不自由児の療育を行っています。

武豊町立あおぞら園（武豊） ℡(0569)72-6210 心身の発達に不安や悩みお子さんやお母さんが一緒に通園する母子通園施設です。

阿久比町立母子通園教室ほしぐみ ℡(0569)48-0149 発達に心配のある乳幼児が保護者と一緒に通園し、よりよい母子関係を築くよう支援します。

児童発達支援センター千代ヶ丘学園（常滑）℡(0569)34-7211 母子通園を原則とし、療育指導、日常生活指導、集団適応訓練を行うことを目的としています。

障害福祉サービス・地域生活支援事業等（居宅介護・行動援護・短期入所・移動支援） 【福祉課 ℡82-1111】

施設に母子通園することで基本的な生活習慣や集団への対応を身に

つけていきます。保育所との交流や言語聴覚士・作業療法士・臨床心

理士の指導も定期的に行います。

相
談
窓
口

愛知県知多児童・障害者相談センター（半田） ℡22-3939

あいち発達障害者支援センター（春日井） ℡(0568)88-0849

美浜町役場 ℡82-1111（福祉課・子育て支援課・学校教育課）

０歳～３歳 ３歳～６歳 ６歳

子どもの育ちが心配なので発達支援や相談をしたい

保育所への通所がよい場合

赤ちゃんから１８歳までの児童の困りごと、発達相談、療育手帳のこと等について

発達障がいに関する相談や情報提供を行っています

障害者手帳・福祉サービスのこと（福祉）子育て・保育園のこと（子育て）就学のこと（学教）

通園による専門的なサポートを受けたい

保育所一覧 担当課【子育て支援課 ℡82-1111】

布土保育所 ℡82-0463 河和北保育所 ℡82-1304

南部保育所 ℡82-0464 野間保育所 ℡87-0124
奥田保育所 ℡87-0041 上野間保育所 ℡88-5142

ひよこ教室

（健診事後フォロー教室）
毎週木曜日

【保健センター ℡82-1111】

【子育て支援課 ℡82-1111】

保育士や保健師等による遊びを通じた発
達支援や育児相談を行っています。

身体発育・精神発達

の状況や疾病の有

無等を確認します。

美浜町保健センター ℡82-1111（健康推進課）

妊娠・出産・育児のこと。健診のこと。予防接種のこと等について 専
門
的
な

相
談
窓
口

知多南部相談支援センターゆめじろう ℡72-6464

武豊・美浜・南知多町よりの委託を受けて障がいに関する様々な相談を
受け付けています
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武豊・美浜・南知多町よりの委託を受けて障がいに関する様々な相談を受け付けています

６歳～１２歳 １２歳～１５歳 １５歳～１８歳

小学校 【学校教育課 ℡82-1111】

「小学校特別支援学級｣

・知的障がい
布土小 ℡82-0234  河和小 ℡82-0047 野間小 ℡87-0043

奥田小 ℡87-0044 上野間小 ℡88-5022

・自閉症・情緒障がい
河和小 ℡82-0047 野間小 ℡87-0043 奥田小 ℡87-0044

上野間小 ℡88-5022

「小学校通級指導教室」

・自閉症・ADHD
布土小 ℡82-0234  河和小 ℡82-0047 河和南部小℡82-0077

野間小 ℡87-0043  奥田小 ℡87-0044 上野間小 ℡88-5022

「特別支援学校小学部」

・知的に障がいのある子を対象
半田特別支援学校（半田） ℡27-7061

・体や手足に不自由のある子を対象
ひいらぎ特別支援学校（半田） ℡26-7131

中学校
【学校教育課 ℡82-1111】

「中学校特別支援学級｣

・知的障がい・自閉症・情緒障がい
河和中学校 ℡82-0063 野間中学校 ℡87-0121

「特別支援学校中学部」
・知的に障がいのある子を対象

半田特別支援学校（半田市内） ℡27-7061

・体や手足に不自由のある子を対象

ひいらぎ特別支援学校（半田市内） ℡26-7131

・病気で入院している子を対象

大府特別支援学校（大府市内） ℡(0562)48-5311

「適応指導教室｣
・どうしても学校へ行けず休みがちになった子どもたちのための教室

ホープみはま ℡82-5362

高校
【学校教育課 ℡82-1111】

「特別支援学校高等部」

・知的に障がいのある子を対象
半田特別支援学校（半田） ℡27-7061

半田特別支援学校桃花校舎（大府） ℡(0562)-46-6909

・体や手足に不自由のある子を対象
ひいらぎ特別支援学校（半田） ℡26-7131

・病気で療養を必要とする子を対象
大府特別支援学校（大府） ℡(0562)48-5311

近隣の放課後等デイサービス事業所【各事業所】【福祉課 ℡82-1111】
こじろう ℡72-0012（対象：小学校～高校） わたぼうし・ぐりーん（半田） ℡26-4554(対象：小学校～高校）

プチメビ（半田） ℡20-7755(対象：小学校～高校） 放課後等デイサービスぴゅん（半田）℡22-4072（対象：小学校入学前～高校）
ちゃれっこくらぶ（美浜） ℡87-6727（対象：小学校～高校） 児童デイサービス初音（大府） ℡0562-48-6371（対象：小学校4年生まで）

障害福祉サービス事業 【各事業所】【福祉課 ℡82-1111】
（居宅介護） 美浜社協ホームヘルパーステーション・チャレンジド 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

（行動援護） チャレンジドヘルパーステーションNｅｏ 知的障がい、精神障がいのある方で行動上著しい困難を有し常時介護を要するかたの外出支援を行います。

（短期入所） つつじの家（美浜）℡８２－２２６０ ひかりのさとのぞみの家（東浦）パスピ９８（阿久比）・メビウス（半田）生活支援センターあっと（半田）等

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

地域生活支援事業【各事業所】【福祉課 ℡82-1111】

放課後等での療育やヘルパー派遣やショートステイを

相
談
窓
口

美浜町保健センター ℡82-1111 （健康推進課）

妊娠・出産・育児のこと、健診のこと、予防接種のこと等について

美浜町役場 ℡82-1111 （福祉課・子育て支援課・学校教育課）

障害者手帳・福祉サービスのこと（福祉） 子育てのこと（子育て） 就学のこと（学教）

愛知県知多児童・障害者相談センター（半田） ℡22-3939

赤ちゃんから１８歳までの児童の困りごと、発達相談、療育手帳のこと等について

専
門
的
な

相
談
窓
口

あいち発達障害者支援センター（春日井） ℡(0568)88-0849

発達障がいに関する相談や情報提供を行っています

知多南部相談支援センターゆめじろう ℡72-6464

当事者の会、親の会 【各団体】
愛知県自閉症協会・つぼみの会 （自閉症） ℡(052) 323-0298 自閉症に関する啓発や研修活動、相談会、当事者間の交流活動を行っています。
美浜町知的障害者育成会 （知的障がい） ℡（0569）83-2066（美浜町社協を通じてご連絡ください） 全国的な組織で美浜町においても家族ぐるみでの活動や交流を行っています。
美浜町ふれあい交流会 （特別支援学級に通う子どもの保護者） ℡（0569）83-2066（美浜町社協を通じてご連絡ください） 美浜町の特別支援学級に通う子どものお母さんたちの悩みを話したり情報交換を行っています。
みつまめ（ボランティアグループ） ℡（0569）83-2066（美浜町社協を通じてご連絡ください） セルプ・アゼーリアでボランティアを行いながら、障害や病気に対する不安や悩みを話し合い情報交換を行っています。

授業の終了後や夏休みなどの休業日に自立を促進するための訓練や居場所づくりの機会提供などを行います。

ふれあい相談(半田） ℡27-7061(半田特別支援学校) ℡21-7131(ひいらぎ特別支援学

養護学校にて子どもの成長や発達についての相談を行っています



９　アンケート
・母子事業のアンケートから、住民の方の生の声

年 アンケート項目 記載内容の一部の意見

平成19年
こんにちは赤ちゃ
ん事業

　二人目だったので申し込んでまでは・・・と思っていたので℡をいただいた時はきて
もらえるならうれしいなと思いました。
来て頂いて色々話を聞いてもらえて気分転換になったので良かったと思います。ありが
とうございました。

　一度も会ったことのない助産師又は保健師に信頼感をもてず訪問をお断りしました。
訪問する方のプロフィール、訪問は何分でどこで話すのかなど、事前に知らせてほし
かったです。
　また悩み相談等訪問での事は、必ず秘密厳守するなど書面でしっかりと約束してもら
いたいです。産後１～2ヵ月は育児に慣れず不安な気分になることも多いので相談等は必
要だと思いますが、身内以外の人には「気疲れ」することも知ってほしいので、その上
で赤ちゃん訪問をしてください。

　母子手帳交付の時にも、たくさんのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄをいただくので、だぶったものは勿体ない
気がする。相談など電話以外にもメールなどで答えてもらえるとありがたい。ホーム
ページを充実してほしい。

平成24年 パパママ教室 すべて貴重な体験でした。

実際の先輩ﾊﾟﾊﾟﾏﾏの話を聞けて、とても参考になった。

不安だったが色々話を聞けて、体験できてこころ強くなった。

赤ちゃんの取り扱い方を学ぶことができて、丁寧に取り扱いたい。

実際に赤ちゃんを抱けて手良かった。

自分たちの大切な赤ちゃんなので、毎日夫婦で協力して育てていきたい。

ここで会った人たちが、どんな赤ちゃんを連れてくるか楽しみ。

平成24年 気分転換になった。

少人数なところがとてもいい。明るい雰囲気で楽しめました。

体力づくりの為に、ヨガができてよかった。

思ったよりしっかりした内容だったので満足です。

月に1回くらい開催してくれるとうれしい。

いろんな人と話ができてよかった。

平成25年 1歳はっぴー教室 体重、身長も計って欲しかった。

上の子の時の方が、寝かせ磨きなどもっと詳しく教えてくれた。

平成25年 育児教室 私も子供も気分転換になって楽しかった。

成長するにつれて、子供の接し方がよくわかった。

他の赤ちゃんに会えて楽しかった。

ネットワーカーさんの話がとても楽しかった。

生後10か月頃にもう一度行ってほしい。

平成25年 トイレがほとんど和式で妊娠中困った。

予防接種の回数を増やしてほしい。

予防接種を個別接種にしてほしい。

保健センターに関係する
内容のみ 任意の予防接種の補助をしてほしい。

子ども、子育て支援
ニーズ調査

マタニティ
スクール
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