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●マネージャーの業務
○地域巡回

発達障害者地域支援マネージャー配置事業について

●法人委託マネージャー
・横須賀・三浦圏域：湘南の凪（１名分）
・湘南東部圏域：藤沢市相談支援NW （1名）
・県央圏域：クロスオーバー大和（1名）

●直轄配置マネージャー
・湘南西部圏域及び県西圏域：神奈川県発達障害支援
センター（１名分）

●根拠
発達障害者支援体制整備事業
（神奈川県地域生活支援事業）

●事業開始
H28.4～

マネ－ジャーは、可能な範囲でセンター圏域担当者と定期的に関係機関を巡回し、新規の支援依頼を受け付ける
ほか、地域の支援ニーズや課題を収集して地域実態の把握に努めます。

発達障害
支援センター

マネージャー④
（湘南西部・県西）

マネージャー③
（県央）

マネージャー①
（横須賀・三浦）

マネージャー②
（湘南東部）

資源情報

医療相談、コンサル、ケース会議等の受付を行う

地 域

しゃ
社会資源情報をセンターにて集約
集約した情報をマネージャーを通じて地域へ還元

○関係諸機関への支援（コンサルテーション）

○関係諸機関との連携体制の強化（ネットワーク構築）

支援ケース支援者 直接支援マネージャー
発達障害
支援センター

支援支援

依頼 依頼

地 域

しゃ
社会資源情報をセンターにて集約
集約した情報をマネージャーを通じて地域へ還元
集約した情報をセンターの相談専用電話、個別支援、コンサル等に活用

マネージャーは、関係諸機関相互の横のつながりを構築するため、圏域内の関係諸機関で構成する地域連絡会や
事例検討会を開催していきます。

発達障害
支援センター

マネージャー
基幹相談支援
センター
ナビゲーション
センター

関係機関

関係機関関係機関

関係機関

関係機関

マネージャーは地域の主となる支援
機関と連携しながら連絡会や事例検
討会等を開催

情報共有 地 域連携強化

マネージャーは、関係機関からの支援依頼に基づき、支援者への支援を実施します（原則直接支援は行いません）。
マネージャーのみでは対応困難な場合、センターがマネージャーをさらに支援します（重層的な支援体制）。
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●ご依頼先について

 

障害保健福祉圏域 湘南東部 県央 横須賀・三浦 湘南西部 県西 
マネージャー 尾上 薄葉 小林    

渡辺、永田、小西 センター担当者 松浦 長谷川 鍋島 

 

障害保健福祉圏域 連絡先 
 

湘南東部圏域 
発達障害者地域支援マネージャー 

法人（担当）：特定非営利法人藤沢相談支援ネットワーク（えぽナビ）（尾上） 
〒251-0041 藤沢市辻堂神台 2-2-1 アイクロス湘南２階 
電話：0466-47-7462 070-4142-0923 FAX:0466-47-7442 
Mail：ogami-epo@aroma.ocn.ne.jp 

 
県央圏域 

発達障害者地域支援マネージャー 

法人（担当）：一般社団法人クロスオーバー大和（薄葉） 
〒242-0005 大和市西鶴間 1-16-6 2・3 階 
電話・FAX：046-283-3622 
Mail：crossover_yamato@jcom.home.ne.jp 

 
横須賀・三浦圏域 

発達障害者地域支援マネージャー 

法人（担当）：社会福祉法人湘南の凪 支援センター凪（小林） 
〒249-0005  逗子市桜山 7-12-4 
電話：046-870-5280 FAX:046-873-5370 
Mail：rin_kobayashi@shounan-nagi.or.jp 

湘南西部及び県西部圏域 
発達障害者地域支援マネージャー 

下記参照 

 
 

本 部 

神奈川県立中井やまゆり園 地域支援課地域・発達障害支援班 
（神奈川県発達障害支援センター） 
〒259-0157 足柄上郡中井町境 218 
電話: 0465-81-0288（代）FAX : 0465-81-3703 
Mail: nakaya.1356.sienc@pref.kanagawa.jp 

mailto:ogami-epo@aroma.ocn.ne.jp
mailto:crossover_yamato@jcom.home.ne.jp
mailto:rin_kobayashi@shounan-nagi.or.jp
mailto:nakaya.1356.sienc@pref.kanagawa.jp
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●今後の神奈川県発達障害支援センターの機能について

○医療相談 ※原則支援者の同席をお願いしております。

○関係機関との連携に基づく個別支援を重視します（良循環の構築）

①相談専用電話
課題及び主訴を聞き取
り、本人像に基づき助
言。必要に応じてセン
ターの個別支援につな
げる又は支援機関を情

報提供

②個別支援
課題及び支援の方向性整理
概ね６ヶ月以内で方向性提

示・終結の方向

③関係機関へ引継
市町村に事業所選定の協

力を仰ぐ。マネージャーとセン
ター担当者で引継実施

必要に応じて
再アセスメント

④関係機関への
バックアップ

事業所等で不適応あれば
マネージャー及び担当者が
事業所を訪問して支援

発達障害のある⽅（疑いのある⽅）ご本⼈やご家族、⽀援者が発達障害専⾨医と⾯談し、医学的な⾒⽴てや助⾔を受けることが

できます。具体的には、診断が出ていない⽅の発達障害の⾒⽴て、発達障害と他の精神障害と重複されている⽅の⽀援の⽅向性の

助⾔、その他発達障害児・者に関する医学的な⾒⽴て等にご利⽤いただくことができます。また、⽀援者のみの相談も可能です 

（ご利⽤については、下記実施予定⽇参照のうえ各圏域マネージャー⼜は担当者までご連絡ください） 
○平成 28 年度実施日                                                                      
 月 日 付 時 間 場 所 
1 4 4.6（水）  14:00～16:30 中井やまゆり園 
2 4.28（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
3 5 5.25（水）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
4 5.26（木）  10:00～12:00 総合療育相談センター 
5 6 6.1（水）   14:00～16:30  中井やまゆり園 
6 6.10（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
7 7 7.7（木）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
8 7.28（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
9 8 8.18（木）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
10 8.25（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 

＊＊＊＊医療相談担当医のご紹介＊＊＊＊ 
●相良雅子先生 
神奈川県立ひばりが丘学園医務課長 

●煙石洋一先生 
新泉こころのクリニック医師  
●猪股誠司先生 
 湘南福祉センター診療所院長 
  

○ケース会議

9 8 8.18（木）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
10 8.25（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
11 9 9.7（水）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
12 9.29（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
13 10 10.5（水）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
14 10.27（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
15 11 11.2（水）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
16 11.24（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
17 12 12.1（木）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
18 12.22（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
19 1 1.25（水）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
20 1.26（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
21 2 2.1（水）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
22 2.23（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 
23 3 3.2（木）   14:00～16:30 中井やまゆり園 
24 3.30（木）   10:00～12:00 総合療育相談センター 

 

発達障害児・者への適切な⽀援と職員の資質向上のため、ケース会議にスーパーバイザーとして⽇本⼥⼦⼤学教授・吉澤⼀弥先

⽣をお招きしています。事例を提出いただくと先⽣より支援困難な発達障害児・者支援に関するスーパーバイズを受けることがで

きます。また、事例提出せず出席のみしていただき今後の支援の参考にしていただくことも可能です（ご利⽤については、下記実

施予定日参照のうえ各圏域マネージャー又は担当者までご連絡ください。 
○平成 28 年度ケース会議実施予定日 
 日付 時間 場所 
１ 6.10（金） 14：00～16：00 中井やまゆり園 
２ 7.8（金） 同上 同上 
３ 9.9（金） 同上 同上 
４ 10.14（金） 同上 同上 
５ 11.11（金） 同上 同上 
６ 12.9（金） 同上 同上 
７ 2.10（金） 同上 同上 
 

＊＊＊スーパーバイザーのご紹介＊＊＊ 
●吉澤一弥先生 
日本女子大学家政学部児童学科教授 
（児童精神分析学） 
医学博士 
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○支援技術習得研修（マネージャー養成研修）
従来センターが主催してきた支援技術習得研修は平成２８年度よりマネージャー養成研修のダブルネームで開催
されます。これに伴い、全てのライフステージに対応すること・発達障害に有効なアセスメントツールを提供するこ
とを主眼に従来の５講座開講から１０講座開講に拡充しました。

① 2016年6月29日 水 当センター 「どの子にも優しい子育てと保育」発達障害の基本的
理解と具体的対応方法＋親の立場から

横浜東部地域療育C　大野
伸之氏＋保護者

保育・保健・
療育等に携
わる支援者

平塚市民活動センター
会議室Ａ，Ｂ（80名）

② 2016年7月15日 金
当センター
平塚市子供発達支援
室、県総合教育C
共催

発達障害の乳幼児期・学齢期における支援体制につ
いて～今さら聞けない支援体制の基礎から課題まで～

平塚市子供発達支援室和久
井葉子氏、県総合教育相談C

保育・教育・
療育等に携
わる支援者

平塚市勤労会館中会議室（60
名）

③ 2016年8月8日 月 当センター ペアレント・トレーニングの活用～発達障害のお子さん
に関わる支援者のために～

豆の木クリニック・発達臨床
研究所　河内　美恵氏

保育・保健・
教育・療育等
に携わる支
援者

平塚市民活動センター
会議室Ａ，Ｂ（80名）

④ 2016年8月26日 金 当センター 発達障害者の就労支援の方法～神奈川県障害者就労
相談センターの支援の実際について～

神奈川県障害者就労相談セ
ンター　就労支援課職員

就労等に携
わる支援者 Ｌプラザ８Ｂ会議室

⑤ 2016年9月13日 火 当センター
リート共催 発達障害のあるお子さんへのSSTの活用 ＬＤ発達相談Ｃ　安住 ゆう子

保育・教育・
療育等に携
わる支援者

アイクロス湘南６Ｆ会議室

⑥ 2016年9月28日 水
 
当センター 発達障害者の就労前支援とは何か クロスオーバー大和　薄葉

寿恵氏

教育・就労・
引きこもり等
に携わる支
援者

平塚市民活動センター
会議室Ａ，Ｂ（80名）

⑦ 2016年10月19日 水 当センター 発達障害児者の触法対応のあり方について  みなと横浜法律事務所
弁護士　内嶋順一氏

発達障害児
者に携わる
支援者

小田原市民活動センター
UM EC O　会議室１・２

⑧ 2016年11月18日 金 当センター アセスメント①医療の見立て 横浜市東部地域療育C
大屋　彰利氏

発達障害児
者に携わる
支援者

平塚市民活動センター
会議室Ａ，Ｂ（80名）

⑨ 2016/11/＊ 当センター アセスメント②PARSを用いたインテーク
名古屋学芸大学ヒューマンケ
ア学部教授
黒田　美保氏

神奈川県救急医療中央情報
センター会議室Ａ

支援技術習得
研修

(マネジャー養
成研修)

⑨ 2016/11/＊ 当センター アセスメント②PARSを用いたインテーク
名古屋学芸大学ヒューマンケ
ア学部教授
黒田　美保氏

神奈川県救急医療中央情報
センター会議室Ａ

⑩ 2016/11/＊ 当センター 強度行動障害支援の実際 神奈川県立保健福祉大学
岸川　学氏

神奈川県救急医療中央情報
センター会議室Ａ


