
「大分県発達障がい者支援SV」
～令和３年度 発達障害支援事業について～

社会福祉法人萌葱の郷 子育て総合支援センター

大分県発達障がい者支援センターECOAL

センター長 五十嵐猛



令和２年度の体制
大分県発達障がい者支援専門員：２２８名

ECOAL圏域支所：４ヶ所

東部圏域

杵築・日出・
別府・姫島
５０名

もも
中部圏域

大分・由布・
臼杵
９８名

北部圏域

中津・宇佐・
豊後高田・
２５名

南部圏域

佐伯・津久
見
１８名なごみ

豊肥圏域

竹田・豊後
大野
１５名

あーく
西部圏域

日田・玖珠・
九重
２１名

大分県発達障がい支援
専門員養成研修修了者
平成20年度 15名
平成21年度 3１名
平成22年度 33名
平成23年度 26名
平成24年度 18名
平成25年度 19名
平成26年度 19名
平成27年度 28名
平成28年度 28名
平成29年度 25名
平成30年度 26名
令和元年度 25名
合計 293名

大分県発達障がい支援体制（圏域支援ネットワーク）

無所属
１名

圏域支所における６つの役割
（ＥＣＯＡＬの機能を圏域にて補完する）
①発達障がい児者への療育・相談支援
②発達障がい児者の家族支援
③発達支援登録証の管理
④災害時における発達障がい児者支援
⑤大分県発達障がい者支援専門員事務局
⑥その他の連携拠点（保育コーディネーター、
教育、就労関係機関との連携拠点）

大分県発達障がい者支援専門員分布図



大分県発達障がい者支援センター「イコール」

市町村 支援専門員
支援専門員の

所属

⑥訪問
・

専門的な助言
等

①
申
込

④許
可

⑤
連
携

⑦
報
告

地域で開かれる個別支援会議、研修会等

大分県発達障がい者支援専門員派遣事業 概要

⑧
報
告

圏域からの情報をあつめるとともに、バックアップ支援を行う

年間の派遣実績（例） ２０２件

検診・発達相談会 １７
相談支援事業所 ７
親の会 ４６
子育て支援センター ２
行政 １４
自立支援協議会 １
その他 ３０

福祉施設 ７
保育所 １５
幼稚園 ４
小中学校 ３７
支援学校 ７
教育委員会 １
児童デイ ６
児童クラブ ８

派遣内容の例
・保育園や施設、学校の個別支援会議等（ケース会議、ケア会議、カン
ファレンス、校内委員会）を訪問してコンサルテーションや講師を務める

・地域自立支援協議会等が開催する研修会、事例検討会等でアドバイ
ザーや講師を務める

依頼
契約





発達支援登録証

周知・配布方法

①連絡協議会や支援専門員等を通じて配布
②HPからのダウンロード（www.ecoal.info）

地域生活をおくる中で、発達の特異性に
対する配慮や支援に関する情報提供を
行うことや、災害時に特別な配慮や情報
の伝達をスムースに行うことを目指し、診
断書、もしくは検査結果証明書に基いて
大分県発達障がい者支援センターが希
望者に対して発行する

発達支援ファイル表紙

本発達支援ファイルに記載され
た情報をもとにすることで、各関
係機関の中で個別支援計画の
作成を促すことを目的とする

http://www.ecoal.info/


令和２年度の体制
活動中の保育コーディネーター：５６２名

令和２年受講者：５０名

東部圏域

杵築・日出・
別府
１１５名

中部圏域
大分・由布
１８３名

北部圏域

中津・宇佐・
豊後高田
１０６名

南部圏域
佐伯・臼杵
５７名

豊肥圏域

竹田・豊後
大野
４７名

西部圏域

日田・玖珠・
九重
５４名

養成研修修了者
平成26年度 85名
平成27年度 81名
平成28年度 112名
平成29年度 97名
平成30年度 115名
令和元年度 109名
修了者合計 599名

大分県保育コーディネーター分布図（圏域ネットワーク）

保育コーディネーターに期待される役割

①虐待②発達障がい③貧困④孤独等の
課題に向けて・・・

・外部の専門機関や福祉サービス等に関
する情報を共有する
・職員の共通理解を高めるために園内研
修等を企画運営する
・特別な支援ニーズのある家族と教育や
福祉などの外部機関との連携窓口となる
・特別な支援ニーズのある児童の教育保
育計画を作成する
・地域交流などの場面で、特別な支援
ニーズの普及啓発を行う

※ 平成２９年度より、フォローアップ研修も開催中





③大分県の発達・保育経過記録を図式化

６大項目：養護と五領域（健康、人間関係、環境、言葉、表現）
１０３小項目：８+４６+１３+１４+１０+１２



子どもの発達支援コンシェルジュ

コンシェルジュはこのようなことに対応します

担当地区 連絡先 電話 メール

大分、別府、
由布

大分県発達障がい者支援
センターＥＣＯＡＬ

097-
578-6952

ecoal
@moeginosato.net

杵築、国東、
姫島、日出

児童発達支援センター
プリンちゃん

0977-
28-0250

minori-gakuen
@forest.ocn.ne.jp

臼杵、津久見
児童発達支援センター
めぐみ

0974-
32-7788

kokoro
@meguminoseibo.jp

佐伯
児童発達支援センター
つぼみ

0972-
28-6765

tubomi
@arrow.ocn.ne.jp

豊後大野、竹田
こども発達・子育て支援
センターなかよしひろば

097-
586-8811

nakayoshi
@moeginosato.net

日田、九重、
玖珠

児童発達支援センター
び～と

0973-
27-6251

beesuketto
@mirror.ocn.ne.jp

中津、豊後高田、
宇佐

医療型児童発達支援センター
つくし園

0979-
26-8033

○○○○
@○○○○.ne.jp

お問い合わせ・連絡先

相 談
保護者の方や医療、保健、保育、教育関係の方から子どもの
発達や福祉サービスの利用等について様々な相談を受け、関
係機関につなげます。

訪 問
保育所、幼稚園、学校、事業所等を訪問し、支援の状況の把
握と支援の方法について一緒に検討します。

お子さんの発達に関することや福祉のことについて
なんでもお気軽にご相談ください。

福祉サービスのことを知りたい

子どもの発達が気になる



大分 子育て総合支援センター

こざいこども園 わくわくかん





社会福祉法人萌葱の郷 沿革 （利用者ニーズに沿った事業展開）

平成2年9月 社会福祉法人萌葱の郷設立・認可
平成3年6月 知的障害者更生施設「めぶき園」設立
平成13年10月こどもデイサービスセンター「なごみ園」開設
平成17年2月 大分県発達障がい者支援センター「イコール」開設
平成17年6月 ホームヘルプサービスセンター「らすかる」開設
平成22年1月 障害者支援施設「めぶき園」へ移行（生活介護、施設入所）

ケアホーム「かわしま」開設
平成22年5月 障害者支援施設「めぶき園」就労継続支援B型開設

就労支援施設「どんこの里いぬかい」開設
（従・就労継続支援B型）

平成24年4月 公立犬飼保育園の民間移管にて いぬかい保育園
いぬかい子育て支援センターとして運営を開始する

平成24年4月 こども発達支援センター「なごみ園」新体系に移行
保育所訪問支援事業「かける」スタート

平成25年2月 特定相談支援事業「プラス」開設
平成25年5月 こども発達支援センター「大分なごみ園」開設
平成26年4月 障害福祉サービス事業所「どんこの里いぬかい」へ移行

（生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援）
平成27年4月 いぬかい保育園を「いぬかいこども園」へ移行

(認定こども園(幼保連携型))

平成27年6月 こども発達・子育て支援センター「なかよしひろば」開設
平成29年5月 放課後等デイサービス「戸次なごみ園」開設
平成30年4月 こざい保育園開設
平成31年4月 こざい保育園を「こざいこども園」へ移行
令和2年4月 へつぎ保育園開設
令和3年4月 こども発達・子育て支援センター「わくわくかん」開設

YouTubeチャンネル萌葱の郷

大分県発達障がい者支援センター イコ＝ル
〒８７９－７７６１ 大分市中戸次５６２８番地の１

TEL ０９７－５７８－６９５２ FAX ０９７－５７８－６９５３

http://www.moeginosato.net E-mail ecoal@moeginosato.net


