◆スタンダード版
保護者の方がお子さんの成長や発達について記すことで、お子さんのことをよく知る手がかりとなるだけで
なく、成長に伴い、様々な相談をするときに説明する際のツールとな
り、説明の負担を軽減しながらも支援者にお子さんの情報を的確に伝
えることができます。

◆セルフ版
就職を見据えてご本人が記載するもので、自分の特徴やセ
ールスポイントをまとめ、ファイリングを行うことで、支援
機関や就職先に説明する際のツールとして活用できます。
◇Q＆A◇
Q1 サポートファイルはどのような内容ですか？
5 種類のシートと記載マニュアルで構成されています。
シート 1；[フェースシート]
ご本人やご家族の状況、緊急連絡先や医療に関すること等、基本的な
情報をまとめ、記入するもの。
シート 2；[支援・診療の履歴]（スタンダード版）
、[支援の履歴]（セルフ版）
これまでの支援・診療の履歴を一覧にまとめるもの。
シート 2 追加様式；[相談の記録用紙]
シート 2 やシート 3 に書ききれないことや相談に行く前の
メモ等に使うもの。
シート 3；[現在の様子]（スタンダード版）
、[今の自分を
よく知るシート]（セルフ版）
得意なことや苦手なこと、日常生活等で配慮が必要なこ
となどをまとめるもの。
シート 4；[支援の工夫など、つなげたい情報]
こんな時、こうしたら上手くいくかもしれないという支援の方
法を記録するもの。

Q2 サポートファイルを活用すると、どんなメリットがありますか？
これまでの記録などをファイリングしておくことで、ご本人のことをよく
知る手がかりになります。お子さんの場合は、成長や発達の記録として残ります。
得意なことや苦手なこと、ご本人に合った支援方法などがひとまとめになっていますので、保育所・幼稚園
への入園、就学・進学・就労時など、次のステージへ進んだ時にもご本人に関する情報が支援者に的確に伝わ
り、新しい環境でも安心して過ごせるようになります。

Q3 サポートファイルはどのように使うのですか？
保護者の方又はご本人が記録・保管するものですが、書き方がわからないときは、周りの支援者（保育
所・幼稚園・学校の先生、福祉サービスの担当者、市町村の担当者）の協力をもらって記入します。
ご本人のことについての相談の場面や、新しい支援者（相談先）との面談の際にファイルを持参しまし
ょう。支援者（相談先）がコピーをお持ちになるのもよいと思います。
家庭と支援者とで情報共有しながら書き加えていくことで、ご本人の力を引き出す「支援のヒント集」
として活用できます。
※山形県ホームページからダウンロードできます

やまがたサポートファイル

検索

山形県健康福祉部障がい福祉課

各市町村のサポートファイル担当窓口
R3.4.1
圏域

市町村名
山形市

寒河江市

担当課・係名

郵便番号

村山市

所

023-641-1212 （590）

FAX
023-632-7091

990-8540

山形市旅篭町2-3-25

母子保健課 母子保健第三係

990-0827

山形市城南町1-1-1（霞城セントラル内） 023-647-2280

023-647-2281

991-8601

寒河江市中央2-2-1
（ハートフルセンター内）

0237-85-0395

0237-83-3201

0237-85-0907

0237-83-3201

999-3192

上山市河崎1-1-10

023-672-1111 （146）

023-672-8522

995-8666

村山市中央1-3-6

0237-55-2111 （137）

0237-55-2265

0237-55-2111(161)

0237-55-7577

健康福祉課 生活福祉係

福祉課 障がい福祉係
保健課 健康指導係
子育て支援課 家庭支援係
社会福祉課 障がい支援係

994-8510

天童市老野森1-1-1

023-654-1111

023-654-2482

健康課 発達支援係

994-0047

天童市駅西5-2-2

023-652-0884

023-651-5505

東根市

福祉課 福祉相談係

999-3795

東根市中央1-1-1

0237-42-1111 （2147）

0237-43-5565

尾花沢市

健康増進課

999-4292

尾花沢市若葉町1-2-3

0237-22-1111

0237-24-0322

保健福祉課 子育て支援係

990-0392

東村山郡山辺町緑ケ丘5

023-667-1108

990-0492

中山町大字柳沢2336-1

023-667-1107
023-662-2673
023-662-2705
023-662-2836

天童市
村
山

TEL（内線番号）

障がい福祉課 障がい福祉第一係

子育て推進課 子ども支援係・すくすく健康係
上山市

住

山辺町
中山町

健康福祉課 福祉子育て支援グループ
健康福祉課 健康づくりグループ

023-662-2065
023-662-2065

河北町

健康福祉課 社会福祉係

999-3511

河北町谷地戊81

0237-73-2117

0237-71-1802

西川町

健康福祉課 在宅支援係・健康推進係

990-0702

西村山郡西川町海味543-8

0237-74-5057

0237-74-4811

朝日町

健康福祉課 保健医療係

990-1442

西村山郡朝日町大字宮宿1115

0237-67-2116

0237-67-2117

大江町

健康福祉課 福祉係

990-1101

西村山郡大江町大字左沢882-1

0237-62-2285

0237-62-4736

大石田町

保健福祉課 福祉担当

999-4112

大石田町緑町1

0237-35-2111 （133）

0237-35-2118

996-8501

新庄市沖の町10-37

0233-22-2111

0233-23-2469

新庄市

成人福祉課 障がい福祉推進室
子育て推進課 保育推進室

最
上

金山町

健康福祉課 健康係

999-5402

金山町大字金山324-1

0233-52-2111

0233-52-2004

最上町

健康福祉課 保健指導係

999-6101

最上郡最上町大字向町43-1

0233-43-3117

0233-43-3115

舟形町

健康福祉課 地域保健係

999-4601

最上郡舟形町舟形263

0233-32-0810

0233-32-2117

真室川町

福祉課 福祉係

999-5312

最上郡真室川町大字新町469-1

0233-62-3436

0233-64-1526

健康福祉課 健康衛生係

996-0212

最上郡大蔵村大字清水2528

0233-75-2111 (272)

0233-75-2231

健康福祉課 福祉係・健康推進係

999-5292

最上郡鮭川村大字佐渡2003-7

0233-55-2111

0233-55-3269

教育委員会

999-5201

最上郡鮭川村大字京塚1324－2

0233-55-3051

0233-55-3053

戸沢村

健康福祉課 健康推進係

999-6401

最上郡戸沢村大字古口270

0233-72-2111

0233-72-2116

米沢市

社会福祉課 障がい者支援室

992-8501

米沢市金池5-2-25

0238-22-5111

0238-21-1600

大蔵村
鮭川村

長井市
南陽市
高畠町
置
賜
川西町

福祉あんしん課 生活支援係

993-8601

長井市栄町1-1

0238-82-8011

0238-87-3312

健康スポーツ課 健康推進室

993-8601

長井市栄町1-1

0238-82-8009

0238-87-3310

すこやか子育て課 すこやか係

999-2292

南陽市三間通436-1

0238-40-1691

0238-40-3387

福祉こども課 障がい者福祉係

992-0392

高畠町大字高畠436

0238-52-4473

0238-52-1543

健康長寿課 健康増進係

992-0392

高畠町大字高畠379-1

0238-52-5045

0238-52-5044

0238-42-6640

0238-42-6614

0238-42-6635

0238-42-6614

西置賜郡小国町大字あけぼの1-1

0238-61-1000

0238-61-1005

健康子育て課 健康グループ

999-0193

川西町大字上小松977-1

福祉介護課 福祉グループ
小国町
白鷹町
飯豊町
鶴岡市

健康福祉課 地域保健担当
999-1356
健康福祉課 福祉係・子育て支援係・健康推進
992-0831
係
教育委員会
992-0892

白鷹町大字荒砥甲488

0238-86-0111

0238-86-0115

白鷹町大字荒砥甲833

0238-85-6144

0238-85-2183

健康福祉課

990-0604

飯豊町大字椿3654-1

0238-86-2338

0238-86-2230

997-0033

鶴岡市泉町5-30

0235-25-2111 （374）

0235-25-7722

0235-25-2741

0235-25-2471

健康課 母子保健係
子育て推進課 子ども家庭支援センター

庄
内

酒田市

福祉課 発達支援室・障がい福祉係

998-8540

酒田市本町2-2-45

0234-26-6258

0234-23-2258

三川町

健康福祉課 福祉係

997-1301

東田川郡三川町大字横山字西田85

0235-35-7030

0235-66-3139

999-7781

庄内町余目字町132－1

0234-42-0147

0234-42-0894

0234-42-0149

0234-42-0894

0234-72-4111

0234-72-4113

庄内町

保健福祉課 健康推進係
保健福祉課 福祉係

遊佐町

健康福祉課 健康支援係

999-8301

飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

