
 

 

プロジェクト研究 「個別の教育支援計画」の策定にかかわる実際的研究 
 

第１回 研究協議会 
２００４年７月１２日（月） 
１３：３０ ～ １６：３０ 

 
 
（司会：當島）時間になりましたので、平成１６年度のプロジェクト研究「「個別の教育
支援計画」の策定に関する実際的研究」にかかる研究協議会を始めたいと思います。まず
始めに研究代表者から挨拶を。 
 
（西牧）はい。どうも今日は、お暑い中、またご多忙中にもかかわらずお集まり頂きまし
て、まことにありがとうございます。私はこの研究所で教育支援研究部の総合研究官をし
ております、西牧と申します。合わせてこの今年度のプロジェクト研究「「個別の教育支
援計画」の策定に関する実際的研究」の研究代表者をしております。よろしくお願いいた
します。 
 会議の開催に先立ちまして、私から今回のプロジェクト研究の目的と趣旨を説明させて
頂きます。お手元に、ファイルで本日の資料を付けております。まず、資料の中身の確認
をさせて頂きます。 
 まず一番初めに、式次第と今回出席のメンバー。それから今回のプロジェクト研究に関
わる研究協力者・研究協力機関の一覧が入っております。その次には、プロジェクト研究
の実施要項を入れております。主な趣旨は、ここをお読みいただければ結構かと思います。
その次に、今日の協議に先立ちましていろいろな話題を提供して頂きますが、うちの研究
所の滝坂の資料をつけさせていただいております。また、全国特殊学校校長会からは『「個
別の教育支援計画」のビジュアル版』、これが皆様方のお手元に渡っていると思います。
それからあと二番目の、神奈川県の安藤指導主事からの２枚レジメがお手元にあるかと思
います。 
 その次に、平成１５年度研究セミナーⅠとして『教育的ニーズに対応した総合的な支援
体制の構築に向けて』というセミナーを、研究所が開催しております。その要旨を付けて
おります。その次は、特別支援教育コーディネーター研修について、現在の特別支援コー
ディネーターの養成状況を、研究所で全国調査したものをまとめた資料を付けております。
その次にホームページからのご紹介で『障害のある子どもの教育の広場』というもののカ
ラー刷りのページをプリントアウトしておりますが、ここに、特別支援教育または文科省
のいろいろな情報が入っております。そしてその次に、同じくそのホームページを繰りま
すと『特別支援教育について』というページがありまして、ここに今回資料としては配布
しておりませんが、ホームページで是非見ておいて頂きたい資料がリストアップしてあり
ます。その次のページには『特別支援教育とユニバーサルデザイン』ということで、我々
も今回情報提供体制というのをIT・ICＴを通じて、どのように現場に発信していったらい
いかということを考えておりまして、その１つのモデルでもあります。ここに『おもちゃ
ばこ』というものがあり、たいへんいろいろな情報がこの中につまっております。 
その次の資料は『平成１６年度の特別支援教育の推進に関する資料』としまして、国の種
々の施策の詳細が、この中に入っております。是非ご参考にしていただければと考えてお
ります。 
最後に、今回我々の研究分担者がそれぞれの専門領域のフィールドをもちまして、研究協
力機関と「個別の教育支援計画」の策定に向けて、さまざまな試みをしていきます。どう
いう所が研究協力機関になっているか、その一覧を次に入れております 



 

 

そして一番最後の資料ですが、これは『ハンディキャップのある生徒の全等級学校におけ
る統合教育用県内プログラム協定』と申しまして、イタリアのある県の、日本でいう特別
支援教育にあたるわけですが、いわゆる「個別の教育計画」の資料を付けております。イ
タリアは、日本とある意味では対極にある特殊教育の制度を有する国だと思いますが、日
本の特別支援教育を考える上で是非その資料をご参考にしていただければと考えておりま
す。以上が今日配布させていただいております資料です。もし足らない部分がありました
ら後でお申しつけ下さい。 
 それでは今日、どのような手順でお話しをしていただくか、また我々の研究がどのよう
な目的でなされるかということを、スライドを交えてお話しさせて頂きます。我々はこの
プロジェクトを、２年間で行うことになっております。「個別の教育支援計画」と申しま
しても、単に計画策定を現場で進めるということではなく、日本でもそれぞれの地域でさ
まざまな社会資源の格差、または今までの考え方の差、そのような格差がやはり存在して
おります。そのような現状を踏まえ、レベルがまだそこまで行っていない所は格上げをし
ていくか、策定以前に協力体制が出来てない所はいかに協力体制を創っていただくか、一
言でいいますと、いかに障害のある子どもを中心に地域支援の輪を創るか、それを我々の
このプロジェクト研究の一番の目標に据えております。 
これが「個別の教育支援計画」の中身です。ひとりの子どもを中心に、生涯に渡ってそれ
ぞれの年齢で係わる機関が違ってまいりますが、それぞれが子どもに対してどのように支
援したらいいかを一緒に考えていくということを象徴的に描いてあるシェーマです。この
中で中心の網掛け部分が、今回我々が目標とする「個別の教育支援計画」で、特に我々は
小・中学校での策定を最終的な目標にしております。障害のある子どもが学校の中のどこ
に居ても、この「個別の教育支援計画」を作ってみよう、と思っていただけるようなさま
ざまな方法論や策定を支援する情報提供の仕方を考えていければ、と考えております。 
 これは同じく、小・中学校の「個別の教育支援計画」において、そこに係わるさまざま
な機関をもう少しシステマティックに描いたものです。平成１６年度のモデル事業の中で
は、小中学校などの学校現場で、策定委員会を立ち上げてプランニングをしてくださいと
なっております。そこには、実際には、この特別支援教育コーディネーターがおられると
思います。また、全国の盲・聾・養護学校では、センター的機能が大分充実して参りまし
て、従来の教育相談の枠を超えて巡回相談であるとか、さまざまな小・中学校への支援体
制が整っていきつつあると思います。 
 また保健・福祉・医療の関係機関でも、従来の療育機関で、すでに先進的にいろいろな
ことを、子どもを中心にされている所は、いかに小・中学校に繋げていくかということが
テーマになっていると思います。またそれ以外に、ここは大学・NPO等と書いてありますが、
保護者や民間の事業者も含めて、いかに障害のある子どもを支援するか。場合によれば、
お金の面でもペイできるようなシステム創設に向けて、提言を行い、モデルケース等を、
全国に向けて発信できればと考えています。この「個別の教育支援計画」策定だけではな
く、このような全体システムが機能するモデル的な地域を提示できればよいなあ、と考え
ております。 
今すべきこととしてここに書いておりますが、繰り返しになりますが、子どもを中心にし
て、地域・学校を中心にして---学校がやっぱり主になりますが---地域でいかに子どもた
ちを支えるか、そういう意識改革が非常に重要と考えております。そのツールが「「個別
の教育支援計画」」とよばれるものであり、実際に策定は先になっても、そのような体制
がとれるよう、学校が中心になって動き始めることが重要ではと考えております。 
今日のリサーチクエスチョンですが、我々が一応設定しましたリサーチは、大きく３つを
考えました。 
１つは、今までプロジェクト研究というのは、調査研究を行った中で、ある程度形にでき



 

 

たものを報告書という形で成果物を出して、そして２年後３年後に皆様方のほうへお届け
するという、そういう方法で研究を進めて参りました。しかし今回のこの「個別の教育支
援計画」は、リアルタイムですでに全国で動いている国の施策であります。従って現場で
今必要なものを、今どのようにタイムリーに提供できるかということが、非常に重要にな
ってくると思います。そういう意味で、学校現場の計画策定の支援の仕方、このようなこ
とをこの中でもいろいろご議論またはご提言いただければと考えております。またその１
つとして、研究所の情報提供体制に対しても、ご提言いただければと考えております。こ
のようなものがあったらいいよ、というアイデアだけでも結構です。 
 もうひとつは、計画策定の進め方を評価です。リアルタイムで、いろいろ全国で計画策
定が進んでおります。そのようなものを評価したなかで、うまくいっている所うまくいっ
てない所があると思います。そのような推進の方法を検討してそれをまとめ、できるだけ
速やかに全国の小・中学校で策定する時の参考となる情報を提供する。小・中学校での計
画策定に寄与できる。このようなことが、もうひとつ重要な点ではないかなと考えており
ます。 
 最後に研究協力機関において、つまり我々が設定したフィールドにおいて、実際に策定
を共に進めていくわけですが、その時に、実際の進め方でこのような点を注意すればよい
のではないか、これが今回一番重要な議論になろうかと思いますが。例えば、広域特別支
援協議会はどうあるべきか。また盲・聾・養護学校のセンター的機能はどのようになって
いるのか。コーディネーターはどのように機能すべきか。このようなことを幅広くご議論
いただければと考えております。 
 
 以上が、今日お集まり頂きました皆様方にご議論頂きたい内容、このプロジェクトの最
終目標というものをお示しいたしました。本日は、わずかな時間ですが、是非とも実りの
ある議論をさせていただけたらと思っております。 
 今回の研究は、さまざまな試みをしようと思っております。今日は申し訳ありませんけ
れども、録音させて頂き、もしこの議論が非常にいい議論であれば、そのまま文字データ
で全国に発信することも考えておりますので、そういう意味で録音をお許しいただければ
と考えております。また、ホームページにその要旨をのせることも、是非ともご承諾をい
ただければと考えております。以上です。 
 
（司会）ありがとうございました。 
ただいま、研究代表者の西牧の方から資料の説明と、本研究の趣旨説明がありました。こ
のことにつきましては、後半部分の研究協議のところで深めてまいりたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いします。 
これからの進め方ですが、このあと参加者の皆様方の自己紹介と簡単にこの研究との関わ
り等についても触れて頂けたらありがたいと考えております。時間は１分以内でご協力い
ただければと思っています。その後、「個別の教育支援計画」に係る３つの話題提供をお
ねがいしてあります。それについては１５分ずつお話しをいただき、若干の質問をお受け
したいと思っています。３時を目途に休憩を１５分程入れて、そのあと、先ほど研究代表
者が述べました３つの点と話題提供を絡め、研究協議を深めて頂きたいと思っております。
一応４時３０分には閉会したいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、自己紹介を順番にお願いします。 
 
（西牧謙吾）研究代表者の西牧と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
（石川政孝）本研究プロジェクトのサブリーダーの２人のうちの１人の石川と申します。



 

 

よろしくお願いいたします。本日は記録の方を担当します。 
 
（笹本健）国立特殊教育総合研究所企画部の笹本でございます。 
 
（大内進）国立特殊教育総合研究所企画部の大内と申します。専門領域は視覚障害です。 
 
（小田侯朗）教育支援研究部に所属しております小田と申します。聴覚障害を担当してお
ります。よろしくお願いします。 
 
（佐藤正幸）教育支援研究部の佐藤正幸と申します。高等教育支援担当です。ここでは聴
覚障害を担当しています。よろしくおねがいいたします。 
 
（滝坂信一）国立特殊教育総合研究所の滝坂です。この４月から教育相談センターに所属
しています。よろしくお願いします。ドキドキしながら、参加しています。 
 
（菅井裕行）同じく教育相談センターに所属している菅井と申します。 
 
（亀野節子）教育相談センターで脳波測定員をいたしております亀野と申します。よろし
くお願いいたします。 
 
（渡辺幹夫）横浜市南部地域療育センター、教育の前、通園施設と診療所で、相談等を行
っています。福祉と教育との連携という部分と特別支援教育推進体制モデル事業として、
何か役に立つものをここでいただいていきたい、というふうに思います。よろしくお願い
します。 
 
（渡辺和弘）東京都立調布養護学校の校長で、全国特殊学校長会の事務局長の渡辺でござ
います。全特長のほうで、島先生たちのご指導を受けながら盲・聾・養護学校の「個別の
教育支援計画」中間まとめをださせて頂きました。また今後の方向等につきましても、ご
指導を頂きたいと思います。 
 
（三浦昭夫）横須賀市教育委員会で障害児教育を担当しております三浦と申します。神奈
川県の障害がある子どものための教育相談体系化事業の中で、相談支援チーム連絡会議を
つくりました。私どもは、この２年間、個別の移行支援計画の方、まだまだですが、本年
度、市の単独事業として継続することになりました。 
 
（古川勝也）文部科学省特別支援課の古川でございます。よろしくお願いいたします。 
 
（島治伸）同じく文部科学省の島と申します。「個別の教育支援計画」の担当をしており
ますので、一緒にやっていけたらなと思っています。 
 
（佐藤洋子）息子は小学校５年生です。肢体不自由と知的障害の重複障害で、通常学級に
通っております。ここでは、保護者という立場の他に、有限会社とNPO法人を経営し、障害
のある子どもたちの学校生活支援と放課後余暇の支援を事業としてやっている民間という
立場でも意見を述べたいと思います。 
 
（佐々木徳子）佐々木徳子と申します。横浜市教育委員会障害児教育課の指導主事です。 



 

 

私は、情緒障害通級教室のほうで指導の経験があります。障害児教育課の指導主事でござ
います。 
 校内委員会の設置、特別支援教育推進、それぞれの観点で、「個別の教育支援計画」を
どう位置付けていくか、勉強させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
（岩井雄一）都立羽村養護学校の校長の岩井と申します。全国特殊学校校長会の事務局の
方を担当しております。特にこの間、今お手元にある『中間まとめ』等の検討の事務局を
担当しておりました。どうぞよろしくお願いします。 
 
（安藤正紀）神奈川県教育委員会障害児教育課の安藤と申します。平成９年くらいから、
養護学校の地域センター機能、そして横須賀市の障害のある子どものための相談体系化事
業、そして特別支援教育と、それらを次から次へと担当をしてきたような状態です。よろ
しくお願いいたします。 
 
（當島）最後になりましたけれども教育支援研究部の當島と申します。このプロジェクト
研究には、サブリーダーが２人おりまして、そのうちの１人ということで、今日は司会を
務めさせて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
 
それではさっそく協議の方に入りたいと思いますけれども、３つありまして、まず最初に、
「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画」ということで、先ほど来紹介のありま
す、『盲・聾・養護学校の「個別の教育支援計画」のビジュアル版』等について、これが
どういうふうに作られて、どういうふうに今後なっていくか、ということも含めてお話し
いただければありがたいと思います。１５分という短い時間ですので、よろしくお願いし
ます。 
 
（岩井）ここにある『「個別の教育支援計画」全国特殊学校長会 中間まとめ ビジュアル
版』ということですけれども、私どもで、この「個別の教育支援計画」をどう進めていく
かという検討委員会を持ちまして、文部科学省やこちらの特殊教育総合研究所、厚生労働
省からご指導頂きながら進めてきました。このまとめをビジュアル版として発行したとい
うことでございます。 
  私どもでは、この検討委員会を、昨年１２月４日に立ち上げて検討を進めてきました。 
（全国特殊学校長会）はご存じのとおり、研究団体というよりは現場の校長の集まりです
ので、この特別支援教育のあり方、それからその前に、障害者基本計画が出されて、盲・
聾・養護学校は１７年度から個別の支援計画を策定するということが出されておりました
ので、これに向けてできるだけ早い段階から取り組みを進めていけるように、全国の盲・
聾・養護学校に発信したい、というのがひとつの目的でございます。併せて、特別支援教
育の推進ということでは、今、市町村教育委員会の方に話題が移って、そちらの方で検討
がなされておりますけれども、この盲・聾・養護学校の法制度の問題についても、それぞ
れの学校がどういうふうになるのかということで、いろいろ検討しながら特別支援教育課
等ともお話しをさせていただいてまいりました。その中の１つということで、「個別の教
育支援計画」について検討を進めてまいりました。できるだけ早い段階からそれぞれの盲
・聾・養護学校で取り組みを始めて、中身のあるものにしていきたいということで取り組
んだわけです。実際この本を開いていただくと、この一章という部分、これは「個別の教
育支援計画」の基本的な部分ですが、ここに関しましては、すでに出されている『今後の
特別支援教育の在り方について（最終報告）』の中に、「個別の教育支援計画」の説明が
かなりなされております。そこを基本にした形で書いてあります。「個別の教育支援計画」



 

 

というのは、先ほどもお話しがありましたように、学校ですとか、地域の状況によっても
かなり作り方が違ってくる。つまり、地域の資源がどれくらいあるかということによって
も変わってくる。「個別の教育支援計画」というのは、様式を作って、それを埋めて子ど
もにあるいは保護者に、こういう支援計画をやりますよ、ということでは始まらなくて、
やはりそれを支える関係機関のネットワークが同時進行で作られていかないといけないと
思います。そういう意味では、本当に、これが見本ですからこの通りやってください、と
いうことではなくて、各学校・各地域の実態や実状に応じた形で進めて頂きたいというの
が、私どもの議論の中でも出ていましたし、文部科学省のほうからもそういうご指導があ
ったという中で、本当に基本的な部分だけを押さえてある。この検討の経過の中で、いく
つかの様式を示すとかそういう話しも出てきたのですけれども、基本的にはそういうもの
は示さないで、各学校でやっていただくということで、この一章については進めてきまし
た。ただ、基本的に『特別支援教育の在り方について（最終報告）』の中で述べられてい
る、個別の指導計画との関係の中で、個別の指導計画が「個別の教育支援計画」の内容を
含む、という形で展開されている部分が、それがかわりうるという、その役割を果たすと
いう文言があったのですけども、これについては要するに、個別の教育支援というのは、
今までの個別の指導計画とは違うという認識で始めてほしいので、その部分は削除した形
で説明にまとめた、という経過があります。 
 それから、このまとめの構成は、第一章が基本的な押さえ、第二章にQ&A、第三章に実践
事例と、第四章は資料という構成になっております。このQ&Aにつきましては、第一章を一
定程度まとめた段階で、作業部会で協力してもらっている教員たちや教頭たちの中で、疑
問点を出して頂きながらQ&Aを構成している、という形をとりました。ですから、実際問題
Q&Aが「個別の教育支援計画」の中身を網羅する、ということにはなってないということが
あります。まだ現実に始まってない中でのことですので、説明を受けた段階で、取り組む
のに対してとりあえずのQ&Aという押さえでやってあります。それから事例についても、私
どもの検討委員会を立ち上げて、１２月の段階で全国の盲・聾・養護学校に、実際どれく
らい「個別の教育支援計画」に取り組めているかということを調査したのですけども、現
実的には出たばかりのことですし、ほとんど取り組まれていないというのが現状です。た
だ、準備をしているとか、計画をしている、あるいは、考えてみれば個別の支援計画とい
う形ではやっていないけれども、かなり関係機関と連携しながら支援を進めているという
実態がありますので、そういったことをできるだけ拾う形で、事例として載せさせていた
だいてあります。もちろん、障害種別、地域によっても、取り組みが違うのですけども、
やはり、知的障害の養護学校が私どもの聞いている範囲では、このことには一番遅れてい
るという、やっていかなきゃいけないという意識があります。盲学校、聾学校はわりと早
期から、医療機関との関係をきちっとした形で、相談活動等も進めてきている。その取組
を活かす形で、どういうふうに生涯に渡った支援をしていくための「個別の教育支援計画」
をしていくか。そういった中身で、まとめてあります。まだ、事例についても、こんな取
り組みもあるよ、こんな取り組みもあるよ、という実際動き出しているような事例という
のはあまりないのですけども、こういう資料を提供することによって、できるだけ早くそ
れぞれのやり方で進めていただく、という役割はこの本は今、果たしているのではないか
と思っています。校長会としても、６月に全国大会があったのですけども、かなりその中
でもこのことについては話題にしながら、各学校で取り組むということで、話しをさせて
いただいたところです。 
 これは中間まとめと書いてあるので、最終報告が出るのでしょうということになるので
すが、まあこの中にも１０月には最終報告を出しますと書いてあるのですけども、今、全
国の盲・聾・養護学校で取り組みを始めているところなので、かなり事例をこれから拾い
ながら進んでいる中身といいましょうか、経過を踏まえた形で。この中身、基本的には一



 

 

章はそんなには変わりないかと思うのですけど、もう少し解りやすい形で、一章の中に事
例が関係する部分を盛り込みながら、解りやすい構成にしていくことが大事ではないかと
思っています。それからQ&Aについては、取り組み始めた中で出てくる疑問を加えながら、
Q&Aという形で進めていきます。それから事例については、これは継続的に追って同じ学校
を拾うという考え方と、やっぱり新しく取り組みを始めて、こういうふうになっていると
いう事例を拾っていく、という２つの考え方でこれから追っていこうかな、と思っている
ところです。 私のほうからは以上。 
 
（司会）ありがとうございました。渡辺Ｋ先生から何か。 
 
（渡辺Ｋ）時間があまりありませんので。 
ひとつは今、特別支援教育課の指導係とも相談しているのですが、「盲・聾・養護学校に
おける」という言葉を取って冊子にできるかどうか。最初からという意味ではないのです
けども、まあやってみたらば、かなりほとんどの共通項があるということで、そこがどう
いうふうにできるかできないか。もう１つは先ほどありましたように、事例のことがあり
ましたけれども、昨年１２月に調査した時とは、まるで違った状況が今は各学校にあるよ
うで、そこでそれなりの実践事例がとれるのではないか、ということ。あるいは先ほど岩
井先生が言われたように、関係機関が取り組むという中身、それは中間まとめでも触れた
のですけど、とにかくそういう所は今後ちゃんと拾うべき。小・中学校というわけにはま
だいかないですけど、そういうことで実践事例のカバーを広げながら、どこまでどういう
ふうにできるか、検討していきたい。というのが、今から考えることです。 
 
（司会）ありがとうございました。 
島先生は、校長会と連絡をとりながらまとめていただいた、というふうに聞いていますけ
れど、そのへんのところで何か情報がありましたら。 
 
（島）（特になしという内容） 
 
（司会）今、「盲・聾・養護学校の個別の教育支援計画」について、これまでの経過と今
後の発展ということについてもお話しがあったのですけども、皆さんから若干質問を受け
たいと思います。よろしいですか。後半に協議の時間も設けてあります。 
  それでは２番目の話題提供に移りたいと思います。神奈川県特別支援教育推進体制モ
デル事業について、神奈川県教育委員会の安藤指導主事に、お願いしたいと思います。 
 
（安藤）安藤と申します。よろしくお願いします。お手元のA4 １枚の『特別支援教育体制
モデル事業と障害のある子どものための教育相談体系化推進事業は同じ』と書いてありま
すもの。あと神奈川県のほうで作りました『一人一人のニーズに応える学校づくり---教育
相談コーディネーターを核とした』というパンフレットに沿って簡単に説明させて頂きま
す。 
表題にありますように、一応、神奈川県としては、特別支援教育推進体制モデル事業と障
害のある子どものための相談体系化事業は同じで、目指している所は生涯に渡っての相談
支援である、と。ただ登り口が違って、相談体系化は相談というところ、それからモデル
事業のほうは、個々の学校での支援という。ただ、相談と支援はもう切っても切り離せな
いものですから、目指すところは同じだけれども、視点が違う。というところで行なって
まいりました。ですから今、神奈川県内で展開している特別支援教育推進体制のモデル事
業というのは、もう、横須賀市で実践した相談体系化のほうのノウハウを存分に活かしな



 

 

がら、展開しております。で、神奈川県として今、一番重点をおいてモデル事業の中で行
っていることが、お手元のパンフレットにありますように、コーディネーターの養成講座
でございます。まあ、神奈川県は平成５年から石隈先生のご指導を受けながら、養護学校
にスクールサイコロジストの養成、という形で取り組ませていただいておりましたので、
それを活用しながら。ただ昨今の事情の中で、特別支援教育と、あと不登校も共同チーム
によるコーディネーターでというようなことは出ておりましたけれども、通常の学校の中
にそんなに何人もコーディネーターがいるっているのは、たいへんだよねっていうことに
なりまして、特別支援教育と不登校を兼ねた、で、教育相談という名前にしたコーディネ
ーターの養成を行っているところ。パンフレットをご覧いただければ、だいたい内容はお
わかりいただけると思いますけれども。１０日間の講座になっております。横浜、川崎、
横須賀、相模原という政令中核を除いた圏域には、小・中が４７３校ございます。それを
年間で１５８人ずつで３年間で全校に、研修を終えた方が１人ずつとやって、それをもう
６年というか、３サイクルやって９年間で研修を終えられた方が３名ずついるような形。
まあ、研修を受けても向かないかたもいらっしゃるし、研修しなくても向くかたもいらっ
しゃるし、ちょっと歩留まりがありますので。そういった形で進めていくというのが一番
のメインでございます。で、研修も、中央に集まっての講義形式ではなくて、中の４日間
から５日間は各教育事務所、各地域での実務的な研修を中心に組み立てております。そこ
に工夫した点は、そういった研修の講師や、それから研修のお膳立てをするメンバーを全
部、県内の盲・聾・養護学校の地域センターの担当者ですとか、それから今までのインク
ルージョンの研究の成果における、地域においてすごく中心的な役割を果たしていただい
ている特学の先生、それから通級指導学級の先生という、もう、今のところ県内に散らば
っている資源を全部、ここに、旅費もとって、投入させて頂きました。ですから、その講
師のかたと、研修を受けるかたが、もうそれで少しずつ地域におけるネットワークを創っ
ていくというところです。 
で、お手元のA４の５番。『コーディネーター流行、何人いるの？』っていうところに、そ
のことを書いてあります。で、その養成講座のところも、県と市の役割分担をさせて頂き
ました。県は１０日間こういった基礎的な研修をするけども、市町村もやってくださいと。
で、モデル地域の市町村にお願いしたことは、市町村管内の校長先生、教頭先生、教務主
任の先生を対象として、教育相談コーディネーター養成講座とはこんな内容ですよ、で、
それを終わられたかたは、こういうような働きをしますので、こんなふうに使ってくださ
い、というか、こんなふうな活用をお願いします、という。管理職の先生方の研修は、市
のほうにおねがいしました。 
それと同時に、やはり、特別支援教育の体制モデル事業は現場の学校がこつこつと積み
上げて、やっぱりやっていかなければならないというか、地域の資源も、個々の学校の実
状も全部違いますので、そういった意味で、お手元の資料の２番と３番に書いてあるとこ
ろでございます。特別支援教育をみんなで具体的にイメージして、研究会というか、イン
クルージョンの研究だとか、それから特別支援教育、障害児教育とは全く関係なくても、
個々の支援を学校で工夫している学校とかにお集まりいただいて、どんな方法、どんな具
体的な、学校で実践をしているか、ということを協議しています。 
今ちょうど、神奈川県内で４０校近くの小・中学校の先生方にお集まりいただいて、具体
的な部分を研究してますけれども、私も去年一昨年くらいからこつこつ歩き始めて、県内
の６０校近い小・中学校へおじゃまして、その学校で行われている実践を参考にさせてい
ただいております。そこからわかったことは、小と中では明らかに先生方の困り感の質が
違うということ。それから、小と中では、行政的には義務教育ということで、同じ制度で
くくろうとしているけども、やっぱりそれはちょっと、制度的に質的に違ってくるんじゃ
ないか、とか。 



 

 

あと、今いちばん危惧しているのは、過渡期だからしょうがないんですけども、やはり第
２の特学。特別支援教育の、この子は対象ですか対象じゃないんですか、対象だとしたら
個別取り出しですよね。といったような、あまりにも障害児教育の特化した、個別指導と
いうノウハウが先行しちゃっていて、学校全体で全部が対象で、そして一次・二次・三次
というか、いろんな手法を組み合わせながら、極端な言い方ですが、最終的な手法として、
個別の取り出しというか。軽度の発達障害の子が将来どこで生きていくのか、どういう環
境で生きていくのかっていったようなところが、やっぱり通常学級の先生方にはちょっと
解りづらいところかなっていう、そんな印象を受けて。それを何とか各学校を回る中で、
全員が対象で、そしてやれることはほんとに具体的な、教室環境の整備だとか、そういっ
た具体的なところで、少しずつ、全体で押さえていく工夫をしていきましょう。で、その
中で、特殊学級や通級を活用していきましょう。今、どちらかというと、県内の流れとし
ては、特学や通級の先生が来て、何かをしてくれるっていうような部分がありますので。
そうじゃなくて、その子がそこへ行って何か、参加できないか。それから、通常の小・中
学校の先生はすごく真面目ですので、学習の補完もしなきゃいけない、あれもしなきゃい
けない、これもしなきゃいけない。で、頭に描いているのはほんとにすごく完璧なサポー
ト体制で、それを実現させるためには、結局は、人がいない、制度が追いついていない、
っていうような。その中で、その子にとって全てを網羅することが必要なのか、それとも
今、何をすべきなのか、今の状態だったら、何をすべきなのかっていうようなところを考
えていく手法みたいなものをみんなで検討していかなきゃいけないのかなっていうふうに
思っています。 
それが２番の部分で、それと同時に、モデル地域の市町村にお願いしてるのは、これはあ
の、文部科学省のほうで言う部局横断型の連携協議会と、あと専門家チームを兼ねている
と思いますけども、教育委員会に部局横断型の相談支援チーム、その相談の支援チームは、
学校のバックアップ、それから地域生活も含めたライフステージの視点で、部局横断型の
組織を作って、そこにあるノウハウを提供していく。それを設置してください、市教委は
学校のバックアップを部局横断型ですると、それから具体的にそれぞれの学校で何をすべ
きかというとことを考えていこう、というところが挙げられているのかな、と思っており
ます。 
６番のところの巡回相談というのは、養護学校の地域センター機能。まああの、神奈川県
は早くから注目させていただてきましたので、徐々にですけども地域の小・中学校からお
声がかかって、担当者が行って相談をしたり、それから、学校で研修会を開いたりして。
ただまだ県内にも随分、地域差というか温度差がありますので。例えばある養護学校に小
・中の先生から電話があって、「すいません２時間でいいんですけど、この時間何とかし
てください」っていうような電話があるような感じで、やっぱりそこのところもまだまだ。
それから地域によっては、ちょっとまだ相談っていうところは難しい部分も残っておりま
す。ただ地域によっては、ほんとに市町村の小・中学校に入りこんで。で、一番進んでる
極端なことを云えばですね、養護学校が各市町村の担当者、指導主事と連携をとって、そ
れからその種の横断型の部局の会議にも参加して。一番すごい例ですと、その市の施策に
対して、養護学校はどう思いますか、どうしたらいいですかっていうような、意見が言え
たり意見を訊かれたりするようなところへ進んでいる場合もあります。ですから、ずいぶ
んと内容としては開きがあります。ただ、やっと、養護学校の地域センター機能というも
のは---最初のうちは養護学校の先生方に随分反対されました。何でそんな余計なことをし
なきゃいけないのか、もうさんざん、人も付けない、何も付けないのに、何でそんなこと
をしなきゃいけないのか、というようなこともありましたけど。その意見がなくなったの
が、やり始めて５年たってからでした。 
それで、最後になりますけど、７番の横須賀市教委で、三浦先生を中心に個別移行計画



 

 

っていうものを実践していただいたものをベースとして、県としては「個別の支援計画」
というふうに名前は決めていこうかなと思っています。やっぱりここで一番大きなポイン
トは、就学前の施設から情報をいただくことと、私たち盲・聾・養護学校が、きちんと進
路先に情報を提供する、と。やっぱりこれがないとまずいかな。となると、名前としても
支援計画という形で進めていって、それは、幼稚園、保育園の先生も、それから就学前の
方も、みんな同じ様式のものが理想かな。これをですね、今共同研究をし始めまして、幼
稚園も全部同じ関係機関は同じものを繋げていくっていうことを、基本的なスタンスにお
いて今、考えています。それを、相談体系化の時に作った会議が今、文部でいう広域の連
携協議会になっていますので、その広域の連携協議会でさらに検討を加えて、全県にご理
解をいただくようなところ。ちょっとそれは何十年かかるかわからないけれども、夢のよ
うな話しかな、と思いながら、いろんな仕掛けをしながら進めてはいきたいと思っていま
す。 
 養護学校の先生方も、それから学校の現場もそうなんですけども、どうしてもその、個
人記録、過去のことだとか伝えなければいけない情報、伝えたい情報がたくさんありすぎ
ます。が、それは個人記録ではなくて、今までやってきたものをきちんと、「Ｄo」したも
のを評価し、それは保護者とともに評価して、次に向けた前向きな計画、つまりプランで
あるというご理解を得ないと、書式が先行して中身が伴っていかない。まだまだ横須賀市
の実践も始まったばかりで、試行段階ですけども、書いてあることがなかなか本質的な所
に至っていない、ということはあります。ですから、この計画、書式を定め、それをすす
めていくのは、やはりもっと意識改革、それからそれをやる意味というものを、みんなで
実践を通してですね。結局、特別支援教育というものの具体的な実践を通した中で最後に
ゆっくり導入していかなければいけないのかな、と。で、市町村の小・中学校や、幼稚園、
保育園に導入していくのに、一番大きく役立つのが養護学校のセンター機能だと思ってま
す。行政的に私たちが市町村の担当に説明をして伝えていくんではなくて、市町村の小・
中学校と連携がとれている養護学校のセンターの担当者が、まめに地域の小・中学校へ作
成の支援で、こういった意図でこうですよ、といったところを伝えていくのかなあ なん
ていうのも今漠然と考えているところです。 
特別支援教育の推進体制モデル事業の方も総括しますと、あえてゆっくり、ということ
で進めていますので、現場の中でやっと少しずつ、コーディネーターっていうものを置く
置かないっていうこととかじゃなくて、どういうふうに全校の意識を変えていくか、全校
体制をつくっていくかということと、それから校内での具体的な工夫というところへ少し
ずつ目が向き始めたところです。それから市町村には、先ほど言いました相談支援チーム
をつくる前に、部局を、夏休みにかけて２回以上歩きましょうね。私も一緒に行きますよ、
っていったように。そこらへんを今年度中にゆっくり立ち上げられるといいなっていう形
です。だから確かに地域は指定され、動いているようには見えますけど、まだまだ遅々た
るもので、これからがスタートかなって思っているところです。以上です。 
 
（司会）ありがとうございました。神奈川県の特別支援教育推進体制モデルについてお話
しを頂きました。具体的なお話し、小・中学校への関係というところでも詳しくお話し頂
きましたけれども、それと関係して、横須賀市教育委員会を中心にして、横須賀市全域を
担当していらっしゃる三浦先生にお話しいただきたいと思います。 
 
（三浦）では、横須賀市の状況について簡単に説明させて頂きます。今、県の安藤主事か
らお話しがありました、障害がある子どものための教育相談体系化推進事業、これが平成
１３年度の後半から入りまして、平成１４・１５年と2年間、横須賀市がモデル地域として
指定して頂きました。長い名前なんですが、やっと覚えた時にはもうすでに終わっていた。



 

 

今年度からはこの事業を、横須賀市の単独の事業として継続しました。この相談体系化事
業もモデル事業として、柱は４つほどございまして、そのうちの１つが――先ほど安藤指
導主事からお話しがありました、「本人・保護者と共に作る個別移行計画」という名前を
つけまして、いわゆる個別移行支援計画というものを実施しました。ご承知の通り滋賀県
の甲西町、５万人くらいの町というふうに伺っておりますが、そこで実践されていました
ものを何とか横須賀市でも、市の規模に応じた形でできないかと、２年間試行を繰り返し
ました。まだ、本実施までは大分時間がかかるのではないかなと思いますが、現段階では、
幼稚園、保育園から小学校のお子さんについては、通園施設のお子さんについては全てこ
の移行計画を作っていただいている。そして小から中、中から高校、高等部までは、特殊
学級在籍のお子さんに、様式の方を各学校で教師と保護者が必死になって作って頂いた。
最終的には私どもとしまして、在籍の学級や学校に係わりなく、支援の必要なお子さんに
はこの様式を使っていただくことで、いわゆる市の学校にしても、あるいは市の機関にし
ても、これまでの指導が活きるような形で進めておりますけれども、人口４３万でござい
まして、なかなか簡単にはいかないな、というのが今の印象です。 
実践をさせて頂きますと、さまざまな難しい点がございました。例えば簡単に申し上げ
ますと、小・中学校ですとこの様式を受け取ったあと、管理保存はどうしたらいいのか、
という単純ですが非常に難しい問題がございます。本人と保護者がいっしょになって作る
わけですから、極秘、丸秘の文章ではないわけなんですが、そこらに置いてあるべき内容
でもございません。そういった部分で指導要録と同様の管理をしたほうがいいのかではな
いか。さまざまな意見がございまして、現在、一番良い方法について考えているところで
ございます。    
また、１枚、A４ １枚の様式なんですが、これによってさまざまな先生方や保護者の方
の思いがございまして、蓋を開けてみますと、A４ １枚の後ろに、添付資料がものすごく
ございまして、全部もっていけばわかるだろう、というようなイメージのようなものもあ
ったんですが、やはりこの個別の移行支援計画という趣旨、１枚の紙をいっしょに保護者
と教員がつくって、そして保護者の手によって次の機関にもっていき、それを基に、また
話し合いをするという趣旨からいきますと、１枚で全てをもとう、という訳ではないんで
すが、そこにエピソードを書いていただいて、話し合いの材料にするという。そういった
認識が定着するまで、まだもう少しの時間がかかるかなというふうに思っています。 
また、教員側の方でも、最初は大分難しいんではないかという疑問もあったんですが、
この様式を作ることによって子どもを見る視点が１つふえました、というふうな意見がご
ざいました。従いまして、ただ単に資料を作るだけではなく、日常から子どもを見る視点
が定着しないと、この移行支援計画をうまく書いていくことができない。また、保護者の
意向を書いてもらう以前に、教師として当たり前のように知っているためには、そういう
目で日常の生活を過ごしていくことが必要だ、というようなさまざまな意見もいただいて、
まだまだ課題の多いところではございますけれども、１つずつクリアして、最終的な目的
でございます、支援の必要なお子さんに利用していただける個別の移行支援計画という形
を探したいと思っております。 
 
（司会）ありがとうございました。それでは皆さんの方から若干、質疑をして頂きたいと
思いますけれども、どなたか。 
 
（西牧）安藤先生、先ほどコーディネーターの概念の説明の中で、スクールサイコロジス
トの話が出てましたけれども、現実はコーディネーターは両方の役割を兼ねて進んでいる
んでしょうか。それともやはり、最終的にはスクールサイコロジストのかたは、やはりそ
のスペシャリティがあって、コーディネーターに指名されたかたは、どちらかというとコ



 

 

ーディネイトすることをメインに進んでいるんでしょうか。その辺の兼ね合いは。 
 
（安藤）えーとですね、それも学校によって違ってくると思います。今おねがいしてるの
は、コーディネーターというふうな考え方じゃなくて、各モデル地域の学校には、コーデ
ィネーターチームですよと。だからその、心理的なものやアセスメントが得意な人と、そ
れから調整能力に長けている人と、だから１人ではなくて、チームという発想でおねがい
します、という言い方はしています。で、おおかたのモデル地域の学校は、新しいものを
立ち上げるよりも、既存のものを使いながらというところの方が多いですし。それからま
あ極端な話ですけど、まあすごくうまくいっている所は、校長先生自らがコーディネータ
ーやってる所がやっぱり一番活動的だし、小回りも効くし、連携も多岐にわたっていると
いう印象があって。 
 
（司会）よろしいですか。 
 
（西牧）はい。 
 
（司会）他にございますでしょうか。校長先生自らがコーディネーターというところでう
なずいてらっしゃいましたけど。 
 
（渡辺ｏｒ岩井）養護学校がそれをやりだしたら限界が来ちゃう。 
 
（安藤）ただ小・中学校、ぼくが伺った学校の校長先生はもう、全員の名前を覚えていて、
各クラスの配慮が必要な子どものことが全部頭に入って、そこへ行くと何気なく授業参観
の中で、その子の側に行って支援している。だから多分、校長先生が週に１回でもグルッ
と回るだけで、特別支援教育はできちゃうのかな、と。 
 
（司会）ありがとうございました。その他どなたか。研究所の方から。 
 
（西牧）じゃあもう１つ。神奈川県の場合は、盲・聾・養護学校が、地域において、中心
的役割を果たしている。小・中学校の活性化をかなり進めているような印象を受けました。
実際、多分地域によっては、福祉、例えば療育センターが先行していたりして、さまざま
な所があると思うんですが、例えば福祉が先行しているような所では、盲・聾・養護学校
との関わりなどは、いかがでしょうか。 
 
（安藤）それはもう、福祉が先行しているのは横浜にお訊きいただければと思うんですけ
ど。横浜、川崎のことは私よくわかりませんけど、比較的その他の県域の所ではですね、
福祉よりも教育の方が少し先行しているような状況かな、と思います。 
 
（西牧）なぜそんなことをおたずねしたかというと、全国的にみても、盲・聾・養護学校
がキーステイションになって推進しているところが、特に、地方で多いような気がしたの
でおたずねしたんですけれど。 
 
（司会）よろしいでしょうか。 
 
（佐々木）特別支援教育コーディネーターと、不登校サイドのコーディネーターというと
ころを、内容的にかぶる所があるということで、そういう意識で、両方の内容は１つであ



 

 

るという。この辺は、背景になっているものは同じようなところがあるかもしれないんで
すけど、やっぱりそうじゃない特別支援教育の内容とか、違う部分もある。不登校への対
応は、横浜の場合はまた違うところで対応しているんですけど、この辺の兼ね合いのメリ
ット・デメリットがありましたら教えて下さい。 
 
（安藤）この研修講座自体は平成１６年度から２つあわせて行い始めたばっかりなんで、
今まだ評価、デメリット、メリットというのは整理されていない状態です。ですからこれ
から第１期が終わって実践を作る中で、そこら辺は出てくるのかな、と。ただ私は、小学
校、中学校、いろいろ歩かせて頂きまして、つい昨日、一昨日かな、ある小学校と中学校
へ行ったんですけれども、同じADHDと診断されたお子さんたちなんですが。こういう事例
があったんですね、ADHDと診断されて、最初に情緒障害ということで、知的障害それから
情緒障害の特学に３年まで措置して、私が見に行った時４年生だったんですけど、４年生
から通常学級の措置に変わってきた。すごく落ち着いていて、ほんとにこの子ADHD?という
状態でした。そこら辺、過去を見てないのでわからないですけど、ただ、確かに１～２年
の頃はすごい多動で、放置しておくとグルグル回っていたお子さんだったっていう話をき
いたんですね。で、やっぱり小学校のころには、問題の所在というのは、教室の中で動き
回っちゃうとか、それに対する困り感がすごく強いんですけども、その後に行った中学校
では、そういうADHDとかって云われていたお子さんたちが、年齢的な発達に伴ってだんだ
んそういうものが治まって、多動的な傾向が治まってくる中で、今度は二次的な障害で、
ほとんどのお子さんたちは、不登校、登校渋り、という形で現れてくる。まだ予想ですけ
ども、そういうものが立ってくるというか。だから発達の段階によっても、現れてくる問
題が違ってくる。となるとやはり、特別支援教育と不登校というのは一緒に考えていたほ
うが、小・中の継続的な内容にカバーできるんじゃないかな。 
（司会）小・中学校において、それぞれ支援の中身が少し変わってくるというお話ですけ
ど、よろしいですか。 
協議の話題提供が３つありますけども、次の「教育的ニーズのとらえ方」について、移っ
てよろしいでしょうか。それでは滝坂先生おねがいします。 
 
（滝坂）今日ぼくの方で話題提供さしてもらおうと思うのは、資料にありますように、小
学校の通常学級に在籍する子どもの学校生活における支援、もう少し別な言い方をすると、
「個別の教育支援計画」というのは、特殊教育施策や、障害児教育施策の領域から提案さ
れたものである、と書いてある。で、そういったものが小学校と中学校とで随分状況が違
うので、私としては、自分の比較的経験が多い小学校の体験から、小学校のことについて
話題にしたいんですけれども、そういった特殊教育あるいは障害児諸施策から出ている「個
別の教育支援計画」というのが、小学校に行った時、どういうふうに受け取られているか、
小学校での実態と、どういう関係にあるか、ということについて話題にしたいと思ってい
ます。レジメに沿って話しを進めようと思います。 
小学校にうかがっていると、小学校の先生達が、この子どもって、別に何らかに対応しな
いとたいへんだよね、っていうふうに言われる中身。その中身にどういうものがあるかと
いうと、ここに２つ、生活全般と教科学習というふうに分けてるんですが、これ、５・６
と書いてありますけども、１・２・３・４・５・６です。で、健康衛生面、これは家でお
風呂に入っていないとか、それからちゃんと食べさせてもらってないとか、そういったこ
とです。２番目は、自分で移動が出来なかったり、排泄に援助が必要だったり、食事も自
分で難しいっていう。それから心理的な安定。これは、毎日安定して暮らせるかというこ
とです。その次に、子ども集団の中での状態。それから子ども同士。対人関係における状
態。それから教員との関係。次に、教科学習全般。特定の、例えば、算数がすごく苦手だ



 

 

とか、すごく細かい動きが難しくてうまくできないとか。それから特定の内容ですね。そ
れで次に、特定の教科が難しい。こういった順番で、おそらく先生たちは考えているんだ
と思います。 
で、２番目の担任の先生の対応。担任の先生が対応を考えた時に、どういう中身を重視し
て支援しようと思うかという優位性があるかというと、やはりあると思うんですね。その
中で、おそらく今お話したような順番で、先生たちは対応を考えているというふうに思い
ます。じゃあ、先生が教科学習を軽視しているかというと、そういうことではなくて、教
科学習という観点をもちながら、やっぱり全人的に見ているということだとぼくは思うん
です。この、先生という人達が教育現場で子ども達を、全人的に見ているというのはすご
く重要な観点で、これを例えば、教科学習が難しいから、そこだけ考えて手当すればいい
っていう問題じゃない、ということにも繋がってくるとぼくは思う。じゃあいったい、支
援の必要な子どもたちに対して、どういう意識をもっているかということについてなんで
すけども、特に障害ということについて考えてみますと、教員が障害をもっている子ども
っていうのは、自分たちには解らない、というふうに考えている先生達が多いのではない
か。ぼくが今まで特殊学校と係わらせてもらっていて、具体的にこういう言葉で聞くこと
が決して少なくない。で、その背景には、障害のある子どもに対して、どう対応したらい
いか解らなくて、そのために子どものすごく重要な一瞬一瞬に対して、充分に対応できて
いないんじゃないか、という不安を担任の先生がもっているということ。もう一方では、
これはやっぱり私には解らないので専門家の手だてをすべきだっていうふうに考える。こ
ういう先生たちも多いと思います。これは結果的にどういうことになるかというと、その
通常学級から、障害のある子どもを排除することになる部分が大きくなる。で、特に就学
指導というのがすごく強烈に行われていた時期には、これがもう典型的にそうだった。こ
れは単純に、その子どもを通常学級から排除するだけではなくて、担任の、要は、他に委
譲する訳ですから、担任の指導力の低下ということに繋がるとぼくは思う。このあたりを
どういうふうに考えるかというのは、今、特殊教育から特別支援教育へと枠を広げられ、
しかも、LD/ADHDのガイドラインによると、そういったこどもたちを診断というか、判断に
ついては、専門家チームに任せるべきだというように書いてあります。そうすると、今ま
で以上に、子どもたちが下手すると、この子どもたちは、うちらには解らない、専門家が
対応すべきだというふうに排除されていく可能性がある。この子どもたちというのは、も
ともと大変ではあったにしても、あるいは不充分であったにしても、通常学級で先生達が、
あるいは学年とか学校で工夫しながら対応してきた子どもたちなんです。で、この対応が
なくなることによって、当然、先生達は指導力が低下するということにもつながる。こう
いったことをどう回避しながら、今、国の提案していることを工夫していくか、というこ
とは、すごく大きいだろうというふうに思います。 
それから次の丸印の所で書いたこともよく聞く。先週もある小学校に行って、こういうこ
とってないですかって言ったら、みんな笑いました。その通りだということなんです。要
は、障害のある子どもよりも大変な子どもは、いっぱいいる。で、この障害という中には、
当然今話題になっているLD/ADHD/高機能自閉症の子どもたちも入っている。そういう子ど
もたちは、今、光が当てられ始めているけれども、何とかうちらでやっている。ところが、
それ以外に大変な子どもたちが、すごく手をかけなきゃいけない子どもたちがいっぱいい
ると云っている。で、そういうことを、そういう先生たちの認識、意識、実態を考えるの
であれば、その小学校、このプロジェクトは「小・中学校における「個別の教育支援計画」」
で、小・中学校における「個別の教育支援計画」を考える時に、先ほど、ご説明のあった
盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」と同じように考えられるかどうか、と
いうことなんです。個人的な考え方を言えば、ぼくは無理だと思う。つまり、どういう子
どもたちがもっと、障害のある子どもよりも大変だと思われているかというと、不登校や



 

 

登校拒否の子どもたち。あと、食べる物も食べていないという子どもたち、家庭生活や家
族関係の中で、困難があって、心理的にすごく不安定な子どもたち、それから心理的に困
難がある子どもたち。そういった子どもたちに対して、先生達はどう対応するんだろうと
か、どういう学校外の機関と連携してやったらいいかということを工夫したり真剣に考え
ている。そう考えてくると、この、今話題になっているLD/ADHD/高機能自閉症という子ど
もたちへの支援ということと、それから、現実に小・中学校の担任の先生達を含め、学校
が個別の支援が必要だと考えている子どもたちの問題を、学校という現場の観点からすれ
ば、どう繋げて考えるか、ひとつの問題として考えるかっていうことがやっぱり現実的だ
ろう、ていうふうに考えています。これを分けてしまうことの危険っていう、さっきお話
ししたようなことを考えておかなければならない、というふうにぼくは考えています。 
そういう観点からして、次の２番目の、「個別の教育支援計画」の姿、というところの方
に移りますけれども。小学校の通常学級における「個別の教育支援計画」って誰のために
必要か、ということですけども。障害のある子ども、これは就学の相談のプロセスを経て、
実際に特学がいいんじゃないか、あるいは養護学校がいいんじゃないか、と云われている
子どもたちが、小学校の通常学級に入ってくる。そういう子どもたち。それから、今、光
が当たり始めた、LD/ADHD/高機能自閉症というふうに云われた子どもたち。それから、先
ほど云いましたように、不登校とか心理的な困難をもつ子どもたち。そういった子どもた
ちを含めて、教育支援計画を必要とする全ての子どもたち。ぼくの考えでは、３番目に代
表される個別的な支援を必要とする、全ての子どもたちに対して支援の計画がたてられな
くてはならない、というふうに思っています。 
ただ、もう一つ考えておかなければいけないのは、実際小学校へ行ってみると、子ども自
身はそれほど困っていないんだけれども、先生が困っているという場合があります。じゃ
あ先生に対する支援は必要ないかというと、これもまた必要で、子どもに対する支援の見
通しというのと、それから、子どもを担任している先生なり学年なり学校に対する支援の
見通しなり。これは当然、連動しますけれども、検討する時には分けて検討することが可
能だと思う。で、分けて検討して、どう統合していくかという形も方法も、ひとつあり得
るだろうなというふうに思ってます。 
次に、「個別の教育支援計画」というのを考える時の課題として、今、個人的に考えてい
ることですけども、ここには３つ挙げました。１つは、予防的な観点。で、「個別の教育
支援計画」それから校内委員会もそうですけども、立ち上がるのは、気掛かりな子どもと
いうことがポイントになるんですね。あるいは、対応が難しい子どもというのがポイント
になる。で、これは、要は、何か起こり始めてからの対応なんです。これをもう少し前に、
何かが起こる前に見通しを立てるということができないか。そうすることによって気掛か
りなというより、もう少し手前のところから対応の仕組みを考えることができるんじゃな
いか、というふうに思うんですね。もしかしたら、計画という言葉を使う必要はないかも
しれない。ただ、校内の委員会とか、現実的な動きとしては、ここから考える。気掛かり
な子どもということでリストアップするところから考えるんではなくて、そういう視点が
ひとつは必要なんじゃないかというふうに思っています。次が、計画という言葉がすごく
気になっていまして、経過はわかりませんけれども、おそらく想像するに、アメリカのpl
anという言葉の翻訳なんじゃないかと思いますけど、計画というとですね、日本語のニュ
アンスとしては、ここから将来的なことについて、かなり体系的な組織立った内容を考え
て作るというニュアンスがあります。ただ、一次的に支援が必要だったり、構造的に支援
が必要だったりする子どももいますけれども、そうじゃないと思う。ある時期必要でも、
必要なくなる子どももいる。こういう中で、計画という言葉を使った時にもってしまう拘
束性みたいなものを、どう工夫をするかというのも、これも大きいことなんじゃないか。 
３つ目は、先ほども何度か話題になりましたような、「特別支援教育コーディネーター」



 

 

「コーディネイト的な不登校対応関係」 これは文科省の調査協力者会議の報告書にある表
現です。今、国が提案して、あるいは調査協力者会議の提案として出てくることがいっぱ
いある訳ですけれども、こういったこととは別に、学校現場で工夫してきていることって
いうのがあるんですよね。ぼくがやっぱり、小学校にうかがっていて思うのは、国を中心
にして提案されていることと、現場で工夫してきていることというのが、うまく合わない
んです。これをうまく合わせるということができれば、本当に日本の、個別的に支援が必
要な子どもたちへの対応っていうのは、世界に誇れるものになると思うんですけれども。
ここの所を繋げる工夫をして、そのためにはやはり、トップダウンと同じに、ボトムアッ
プというか、今まで行われてきたことを再評価するというか、その観点をもって繋げる作
業が必要なんじゃないか、というふうに思います。 
 
（司会）ありがとうございました。小学校、中学校に在籍する子どもの、学校生活におけ
る支援とそれへの対応、ということでお話を頂きましたけれども、さまざまな課題を出し
て頂きました。皆さんの方から質問がありましたら、どうぞ。 
 
（西牧）今の小・中学校の現場で、子どもに問題がある、気掛かりな子どもが出てきた時
に、どのくらいの社会資源を想定して、どう繋いでいくかというのが、教師自身がどのく
らい今現在、発想できるんでしょうか。そういうことについて、コメントっていうのはあ
るでしょうか。例えばセンター的機能とか、そういうふうなものが非常に進んできた時に
はですね、気掛かりなこどもは計画を立てる以前に、先生が誰かに相談したりして事前対
応する。そうすると計画を立てる、立てないに関わらず、対処できるんではないかなと思
うんですが。そういう現場の小・中学校の先生が、今回、地域支援というところまで想定
すれば、例えば、スクールカウンセラーなど、どのくらいの社会資源まで想定できるもの
なのでしょうか。 
 
（滝坂）気掛かりな中身によるんですけど。例えば、家庭の問題とか当人のいわゆる不適
応みたいなことっていう場合には、地域の福祉の関係の人。それから警察。との連携とい
うのは、児童指導とか生徒指導の中に随分現実的に求められる。ただ、障害のっていうふ
うになった場合には、まだまだ、他かに渡してしまうか、というふうに。言い方はおかし
いですけども、そうなりがちな部分はあるだろう。あるいは抱え込んでしまう。 
 
（西牧）つまり、小・中学校をターゲットにした場合、今まで非行の問題とか家庭の問題
とか、今までごく現実的にあったわけですよね。不登校も現実にあった。その中で、それ
なりに歴史があって、対応もされていて、ノウハウの蓄積もあると。計画作りという観点
でいけば、あまり意識はしていないけれども。そうすると、小学校には、障害のある子ど
もが現実にいるわけで、そこにそういう意識をもってもらうという意義が逆にあると考え
てもいいんでしょうか。 
 
（滝坂）そう思います。今まで、生活部分とか心理的な部分で、困難な子どもたちに対し
ては、小学校・中学校の先生達は、それぞれ児童指導とか生活指導という形で、かなりて
いねいにやってきているわけですね。それだけではなくて、今まで通常学級に在籍してい
たいろんな子どもたちに対して、かなり丁寧にやっている。それと今、国が提案して、も
っといろんな資源が使えるよというふうに言ってるわけで、実際にいろんな資源もそうい
うつもりになってきているわけですから、それをどうやって繋げて、そうか、違う子ども
たちに、こういうふうに資源を使うっていう手があるんだなあと、あっていいんじゃない
か。そこが大きいんではないか。ここの所はすごく難しい。小学校にうかがうと、やーけ



 

 

っこう大変なんだなあって、そんなに簡単じゃないな、という印象があります。 
 
（司会）はいどうぞ、渡辺先生。 
 
（渡辺Ｋ）あの、先生のお話はとてもよく解ります。だけど、私が養護学校の校長として、
調布市の教育委員会で、特別支援教育の取り仕切りを行っていると、もう、そういう、学
会の中で議論をしているような議論を、私がその中でしている時ではないんだ。という意
識が明確にあるわけです。例えば、うちの養護学校の生徒について、全員を個別教育支援
の対象に、ということは、もう教員達に明言している。そして、今、策定委員会で。ただ
もちろん、一人一人ほんとに詳しく書き込む人もいれば、継続の中でこの部分だけでと対
応していく子もいるだろう。で、小・中学校はそれじゃどうするんだ、と。教育委員会か
らもいろいろありますけれども、やっぱり基本的に、先生のおっしゃることはよく解りな
がら、LD/ADHD/高機能自閉症に対処するんだと、私は明言するわけなんですね。今おっし
ゃったようなことは解って。で、その中でもおそらく、６．３％ではなくて、かなりの割
合と言いますか、保護者のニーズであるとか。そのニードのとらえ方をこちらからも、保
護者は云わないけれども、こういうふうに共通理解しましょうよ、というふうな中で進め
ていくことになるだろうと思う。で、そこで議論して、福祉や医療の方から随分批判を受
けます。私たちはクライシスの関係の中で、あくまで養護学校でも個についても対応して
きたし、小・中学校でも個についても対応していきたい。それをどうやって、議論を広げ
ることの意味は何なのか、という指摘も受けますけれども、それはそれで考えながら、小
・中学校はどうか、とやっていければいいんではないか。支援は、もう今、既にしている
最中である。という中で、今先生が問題提示されたことは、早急に整理が求められる中身
だろう、と思います。是非そのようなことはお聞かせ頂きたいと思います。 
 
（司会）ありがとうございました。関連して佐藤さんからいかがでしょう。 
 
（佐藤）うちの息子の場合もそうなんですけど、通常級に通っていて、今５年生になりま
す。小学校に上がる時から学校運営というか、簡単に言ってしまうと、先生に当たりはず
れがあるっていうのは、どうしようもないことで、その状況の中で、子どもは大きくなっ
ていき、成長していってしまう。毎日の学校生活の中ではぶつかることも多く、クリアで
きないことも多いです。そして一番悲しいのは、ひとつひとつの出来事が流されてしまう
ということがすごく多いということなんです。自分の息子に起こっていることは、多分ど
のお子さんにも起こりうることだろうと思うのですが、そこが蓄積されていかない。一つ
の事例として残されていかない現状っていうのがあります。どの先生も、どの学校でも、
同じようなことで悩まれているんじゃないかと思うのですが、そういう経験が情報交換さ
れず、蓄積もされず、引継ぎもされないということを感じています。その原因がどこにあ
るかというと、結局さっき言った、学校運営というところにあると思うのです。結局同じ
ようなことが繰り返されるんだけれども、通常級の場合は毎日の忙しい学校運営の中で、
一人の子どもに係わっている時間がほとんどないっていうこともあるし、あと保護者がつ
いていないケースも多いです。その分保護者に伝える手段というのが養護学校より少ない
と思うんです。連絡帳に書かれていても、ほんとに２～３行だったり、書かれていないこ
とも多いです。教員が感じたこともそういうことを外へ出すきっかけが少ないから、それ
ぞれの先生が抱えてしまう。そして結局は次の年になると、先生が替わってしまうという
ケースもあるでしょう。普通学校では、子どもの学年があがるとそういう経験が残ってい
きません。そこがすごく難しい所と思います。ですから後輩が入ってきたり、先輩がいた
りしても、そういう経験が活かされない学校の現状を実感じています。 



 

 

あと普通学校の中では、教員は学校の枠を超えてどこか外へ問題を出すということは、ほ
ぼ無理だろうと今のところ思っています。なので、今、目の前で起きたことを、例えば福
祉関係者に相談にいくとかっていうことはすごく難しい。そういうケースもないです。例
えばうちの息子の場合、机の高さひとつ、衝立ひとつが問題であって、そういったところ
を子どもが通っている療育センターの専門家に学校に来てもらって、見てもらえないかと
いうことが、ほぼゼロパーセントに近く出来ていない。で、療育は、療育の場でしか行わ
れない。学校現場にそういう専門家は入ってこないので、常にそういった相談や悩みを、
保護者と担任が話し合って決めたり、保護者が療育で聞いてきたものを伝えたりと、間に
入らなくてはなりません。このままでは子どもにとって良い方向にはすすまないだろうな
と思います。 
 
（司会）療育センターのことが出ましたけども、渡辺さんの所ではデリバリーのことも以
前に考えてらっしゃると、うかがったことがありますけれど、その辺のところは。障害の
子どもたちと養護学校との関係は、かなり力を入れてやってらっしゃると思いますが、通
常学校のお子さんたちとの関係というのは、どういうふうに。 
 
（渡辺）横浜も、療育センター自体は、呼ばれれば動ける所と、動けない所があると思う
んですが、一応療育センターは、すべて学齢支援事業というのがありまして、横浜は、３
年前から福祉サイドでお金をつけ、非常勤医師とソーシャルワーカー・心理とで。ワーカ
ーと心理がそれぞれ常勤という形でついて動いています。まだ療育センターサイドでも、
ほとんど多分動けてない。まあ多分、療育センターの中で、所内の方で診断とか評価とか、
そういう学齢のお子さんに対応しているところと思います。 
あと最近、学齢支援事業、余暇支援事業で、夏休みにちょこっとみんなで組み立てしてる。
いうところが始まってて、動き的には逆に、通常学校から来てほしいと呼ばれれば、行け
るか行けないかわかりませんけど、ぼくらのところで言うと、呼ばれれば是非、というふ
うには思っています。ただ、横浜で云うと、各療育センター、いわゆる所内業務っていう
か入り口の所で、子どもたちの多さにみんな四苦八苦してしまって、なかなか難しいかも
わかりませんけど。ただ、もし地域支援という形で横浜市の障害者プランのところで、狭
いエリアの  相談支援体制のことが、プランの中に盛り込まれて、試行で、今年から各
地域で、なかなかうまくいかないんですけど、始められています。その中にただ、学校の
先生は非常に入れにくいと。やりにくい。入っても、なかなか相談支援体制の中の地域の
中で、いわゆる相談員というとことでうまく位置されない。という話は、ぼくの知ってい
る所では、話としては出てきます。ただ、そういう動きはまるきりとだえて、地域での暮
らしとか、学校を含めて、支援を伝えるというところの体制が今、やっと立ち始めたって
ところなんで、あんまり批判的なことは言わないで、ゆっくり動かして入り口になりたい
なというふうに考えてます。 
 
（司会）ありがとうございました。他にありますでしょうか。 
 

コーヒーブレイク 
 
（司会）それでは後半の研究協議の方に入りたいと思います。 
後半は、先ほどの話題提供と関連させながら、今後の研究計画について、先ほど研究代表
者のほうから３つほどリサーチクエスチョンという形で示されましたが、再度、代表者の
方から説明をしていただいて、皆さんがたからのご意見をいただければと思います。 
それでは西牧先生おねがいします。 



 

 

 
（西牧）初めに少しお話しをさしていただいたんですけど、中締めということで、議論は
いろいろと、多岐に渡りましたので、我々の研究を進めていく上で、研究協力者の方に是
非いろんなご意見を頂きたいポイントを、３つここに挙げさせていただいております。 
１つは、我々がこのプロジェクトをやる使命として、地域で「個別の教育支援計画」を策
定するということが、国の障害者基本計画の中に大目標としてでてきているわけです。そ
れから特別支援教育の中でも、この「個別の教育支援計画」が大きな施策の柱になってい
る。なぜ柱かというと、中身は今皆様方にご説明して頂きましたのでこれはいいんですが、
じゃあ現実問題として、これが地域で根付いてゆくためにはどうすればいいか、その方法
論を我々は考えなければなりません。例えば、全国のモデルを調査してそれを地方に発信
するだけで、これが２年という短い間で全国的に進んでいくようなことには決してならな
い、という認識から、現場がこれを策定していく時に、ナショナルセンターとして現場に
対してどのような支援ができるか、ということをひとつ我々のテーマとして考えておりま
す。例えば横須賀市であれば地元にありますから、例えば頻回に出向くということが可能
かもしれませんが、遠い北海道とか沖縄とか、そういう所に対して我々はどういうサポー
トができるだろうかということです。 
当然ホームページとかインターネットとか、そういうふうなことを通じてのイメージをし
ておるわけですが、実際に、ユーザー側とするならばどういうふうな情報がほしいかとか、
その辺の議論を是非していただければいいかなと思いますし、できれば、議論が進むため
に双方向的な、例えば小学校でこの議論が始まったけれども、いろんな疑問が出たものを、
全国的に共有しながら、相談も出来る機能がほしいとかですね。例えば全国でも同じよう
な疑問が出てくると思います。そうした時に、全部研究所と１対１対応するということは
現実的に不可能ですので、そういうふうな疑問をある程度我々の方として蓄積した上で、
例えばQ&Aとして、今、現実にこういうことを考えているかたが多いですが、この場合はこ
ういうふうな解決方法があった、こういうような知識がありますとか、そういうふうな情
報提供を、できるだけリアルタイムでするとか、そのようなアイデアをできるだけたくさ
ん頂きたいなと。それが１番目です。 
２番目に、我々は計画策定を現実的に進めていく時に、策定手順とか策定方法とか、それ
が今、はっきり云って具体的にはなかなか示されていないのが現状だと認識しています。
ただこれは、この計画作りの持つ性格として、かなり具体的なものを逆に示せないような
ものであることも認識しております。しかしこの２年の間でも、非常に成功して進められ
ている所もあれば、きっとそうでない所とか、非常に差が出てくるのが、これからの２年
間ではないかなと考えております。それならば、先行した所がなぜうまくいったのか、と
いうことをできるだけタイムリーに分析して、それを全国に流せば、他のまだ進んでいな
い所にも寄与できるというか貢献できる、そのようなことが必要なのではないか、と考え
ております。それから、子どものことはもちろん研究所でやっていきたいわけですが、現
場の情報を我々がそこへ取りに行く場合もありますが、何か集めるいい方法はないかとか
ですね。そういうことも是非ご議論いただければいいかなと考えております。 
３番目が、これが現実的な問題なんですが、こちらにいる研究分担者がそれぞれフィール
ドを設定しております。フィールドがどんな所かっていうのは、今日一番最後の資料の中
でご紹介をしている訳ですが、そういう所に入っていく時に、今、例えば現行の教育情勢
の中で、保護者が感じてらっしゃること、また福祉の立場から、今からやるんであれば、
こういうことを先に整理をしてやったらいかがでしょうか、とか、アイデアでもけっこう
ですので、ご提言をいただければいいかなと。これが３番目です。 
  以上、我々が頂きたい情報を３つ、一応立てまして、後半のみなさまの方からの、情
報、ご議論の視点にしていただければと考えております。 



 

 

 
（當島）今、研究代表者から、研究戦略として３つの視点について説明がありました。皆
さんの方からのご意見を頂きたいということでございますけれども。 
  まず第一点、学校現場の計画策定の支援の仕方といいますか、情報提供をどういうふ
うに、一方的な情報というだけじゃなくて双方向からの情報提供のあり方を。こちら側か
らすれば、ユーザーがどんな情報を求めているかという視点も踏まえてですね、アイデア
をいただければということでございますけれども。よろしくおねがいします。 
 
（渡辺Ｍ） 
療育センターの立場で、一番最初になるのかもわかりませんけど、今、全国の通園施設へ
投げかけるかどうかわかりませんけれど、一応福祉関係で教育との連携というところで、
その入り口の所で、どういう連携が具体的にできているのか、できていないのか、そうい
うような部分をぼくが今年度やるような形になっているんですね。それで福祉系の所で、
福祉サイドで、入り口のところで同じ仲間でやってもなかなかうまいっていうか、わかる
所は解ってしまうので、逆に教育サイドの方からある程度、こういうところを聞いてもら
いたいとか、そういうことをして下さればいいかな、というふうに思ってる。できれば、
ぼくなんかが考えるより研究所で考えて下さって、それをたたき台にいただけると、ぼく
も楽ですし新しい投げかけができるかな、と。投げかける所は、全国の加盟施設が１３０
ある肢体不自由系の施設と、それから知的障害を含むものの数が多いんで、関東圏の児童
通園施設に投げかけられたら、それなりに具体的に、今までブツブツいろいろ云っている
所も、ある程度のことができるのかなと思っています。ので、どなたかと相談して、シー
トができればいいかな、といいうふうに思っております。 
 
（當島）どなたか 
 
（西牧）渡辺Ｍ先生に質問したいんですけれども、先生はセミナーⅠの時でも、ちょうど
療育から、小学校あるいは、養護学校への移行について、今まで、いろいろと実践されて
いるようにお話をうかがったんですが、例えば、就学指導委員会とか、直接学校とのやり
とり以外に、障害のある子どもが学校へ行く時には、いろんな教育の中でのシステムとい
うのがあるんですが、その辺についてアプローチで工夫されていることとかあるんでしょ
うか。 
 
（渡辺）工夫っていう訳じゃないですけど、十数年前からずーっと言ってて、全然作って
くださらないので、なんとも、どうしようかなあ。今実際には、すでにやり始められてい
る所も学校と療育かセンターでありますけれど、横須賀でやられていることが実際そうだ
というふうに、県から聞いているんですけど、入り口三点セットと当たり前に云ってるん
ですけど、それをシステムにしてください、というふうにずーっと言っていることがあり
ます。それは、個別支援計画。特殊学級に行くお子さんたちは無理だと思ってますけども、
養護学校に行くと親御さんがある程度決められた段階で、療育センターなり通園関係の所
に、養護学校の先生が指導、実際の現場を見に来ていただく。その時に、こちらは親御さ
んに目を通していただいて、療育計画の記録を読んでいただいて、OKなら、その報告書を
学校の方に提出する。その上で５月くらいの段階で、療育センターのスタッフが学校の方
へ出向いて簡単なQ&Aじゃないんですけれど、こちらの勉強にもなりますし。その部分を相
互に入り口の所でやって下さらない限り。それシステムにしてください。どこの誰が熱意
があってもなくても、そういう仕組みがどうしてもできないもんか、と云ってきました。
今やっていただいている学校もありますけど、まだ、お願いして何とかやっていただける



 

 

所から、やらない所もありますし、まだまだのところです。そういうようなことを、ただ
ヒアリングばかりしていても続けられないので、おねがいして頭下げる所は下げて、もっ
ともっと１個ずつ増えていけるといいなあ、というふうに思ってます。で、先ほどの個別
教育計画と、多分横浜でいうと、療育センターで、だいたいの所は親御さんが入って、中
途半端なものから非常に重たいものまで、個別による計画のチームを作っていますので、
その部分が個別教育計画とうまくドッキングできる形というか、中身というのができない
ものか。療育センター側からすると、ぼくが園長という立場で現場を見ていると、非常に
療育計画を作るのが、時間もかかりますし、内容もけっこう濃いので、重たい。もうちょ
っとなんか。それでその重たいものが、きちっと教育の方に結びついていくかどうかとい
うのが、非常に疑問です。ほとんど結びついていない学校も数校ありますし。養護学校で
さえそうです。そのあたりの仕組みが、療育計画、教育計画のシステムの中身を検討する
ことで、うまくこちらが軽量化、先生たちにはもしかすると重量化でもするかどうかわか
りませんけれど、ほんとに中身のあるものにならないかなあ、というふうに思っています。
それで付け足しですけど、２月の時のオリンピックセンターで呼ばれた時に言ったんです
けど、療育センターの学齢支援事業をやるということで、親御さんたちにアンケートをと
った時に、学齢の親御さんたちに一番希望があったのが、生活支援だったんですね。教育
の中身というのは順位的には非常に下位だったんですね。親御さんたちにとって、学校と
いうのはほんとに、安心して預けられるレスパイト施設みたいなところに、一番信用でき
て安心できるというか、預けられる所というふうに考えていらっしゃる方々が、率直に多
いのかなあというふうに思ってまして、ほんとに今、療育センターもそうかもしれません
けれど、療育も教育も非常に狭い意味の療育・教育になりがちの所から、広義の生活支援
を含めての療育とか教育というところの視点を、ぼくらの療育センターもそうですけども、
作っていかないと、子どもさん、それから家族への支援ができないんじゃないかなってい
うふうに考えています。 
 
（當島）ありがとうございました。はいどうぞ。 
 
（古川）今、先生がお話された中で、養護学校にとおっしゃったんですけども、あの、そ
の時に一番基本になってる所は、もちろん養護学校っていうのがいいんだろうけども、や
はり就学前の段階、就学の段階では、教育委員会が関わらないと非常に難しいところがあ
るのかなあ、と。学校が非常に動きづらい面もあるのかなあ、と。今までの就学指導の体
験からみていると、そういうイメージをもっておりまして、その時に、今のお話の中にあ
りました、教育委員会との関係というのは、どういうふうに。 
 
（佐々木）私たちのところでは、３年前に地域の療育センターがフォローするということ
に、たいへん期待をしておりまして。そこがやれている所とやれてない所の温度差が大き
いというところで、もっとどうしてやらないのかな、と。逆にこちらの方では、むずかし
のかと思っておりました。療育センターの方から、県の学校に行っていただけるとよい。
それはちょっと甘いでしょうか。私たちの場合は、やはり小学校に行った場合に、解らな
い子、それから、南部地域療育センターという所がすばらしい療育をしておりますので、
さらにそれを継続して頂きたい、という親の要望がありまして、私たちの方も、学校長か
ら療育センターの方へ依頼をして、是非今までやっていただいたことを、担任が伺うか、
また、療育センターの方でやりとりして何とかお願いしますと個々にやってきております。
それから、学齢支援事業は、福祉の方からは、予算化されていることはみなさん知ってい
ます。私たち教育委員会もどのくらいの実動なのかな、というところの情報を頂きたいな、
と思います。もしそれが必要であれば、ちゃんとシステム的にやりようがあるかと思うん



 

 

ですけど。 
就学の相談に関しては、今、養護教育総合センターで、障害児対象となるお子さん、特に、
保護者から、養護学校希望のかたは養護教育総合センターに、個別支援学級というか特殊
学級の場合はその地域の学校長が、責任をもってやりとりすることになっておりますので、
その辺は本当に、学校と療育センターとのやりとりの対象になるかたと、それから養護学
校の場合は、県と就学予定校の調整をしなくてはいけませんので、１２月と１月の終わり
か２月のはじめが調整になっておりまして、誰がどこの学校を入学するのかが決定される
のが２月になります。で、４月入学で入学の前の２月に、そこで各養護学校が、体験入学
とか、学校とのやりとりがありまして、そこからどこの療育等の係わりがあるかというこ
とが、初めて出てくるかもしれませんね。ですから、もっとこの時期を早めれば、やりと
りも早くなるかもしれませんし、何しろ県の方の調整と係わる場所は、県就学指導委員会
となります。市の場合はそれをふまえても、１２月・１月になる。全体を検討しないとい
けない。そういうシステムをどうするか、今、準備中でございます。これから検討し直し
て。今横浜市では障害のある幼児の就学に関する連絡会というのを、年に２回もっており
まして、そこで就学のお子さんの様子とか、それからどれくらいの人数の方が希望されて
いるのかとか、いろんな地域の中で、対応に関してみんなで話し合わなくちゃいけない。
年２回やってたんですよ。今年はまたそれを拡大して、この個別支援計画に基づいて検討
しておりますので、すぐ連絡が行くと思います 
 
（司会）今古川さんがおっしゃったのとはちょっと。 
 
（佐々木）個人的な話が先になってしまって。就学のところで、教育委員会が係わるんじ
ゃないかということ。 
 
（古川）どういうことかというと、多分ですね、この「個別の教育支援計画」、我々も言
ってますけど、就学前という話をしてまして、多分これ私想定するに、就学にまたがる年
くらい、５歳くらいかなあと。まあ幼稚部に行ってらっしゃる子どもの場合は、また違い
ますけども。そうじゃない子どもさんの場合には多分、５歳くらいの就学の段階なのかな
あ。そうすると、その就学相談を含めて考えていった時に、学校がほんとに、例えば養護
学校ですね、そこまで入れるかというと、非常に難しいと思うんです。それはどういうこ
とかと云うと、１月３１日で学校に就学資料を学校長のほうへ出すわけですから、県の教
育委員会は１月の終わりくらいですか、出して、その後保護者にいくわけですね。だから、
それまでははっきりした仕組みに養護学校が係わっていくのは難しいところなんだろうと
私認識してるんですね。そう考えてみると、多分その子どもが生活している市・町・村レ
ベルで、いわゆる「個別の教育支援計画」を策定しなさい、と言っているのが、就学前を
言ってるわけで、そうすると、教育委員会がやはり主導をとっていかないと、そこは出来
上がっていかないのかなあ、という私の想定なんです。イメージとしてもってるんです。
そうしないと、どこも係われる所ってないんですよ。で、今、渡辺先生お話しされたよう
に、いわゆる個別の療育支援計画は作っていただく。でその中に、ある意味で、地域にあ
る養護学校が係わっていく分にはいっこうに私達としては構わないと思ってますし、そう
やってやっていってほしいと思ってます。ただそれは、あくまでも相談ベースレベルでな
んだろうなあ、という認識がある。実際に個別の療育支援計画と「個別の教育支援計画」
をうまくリンクさしてやっていく仕組みいわゆる移行計画をうまくつくってやっていくた
めには、どこが主導をにぎってやっていくか、ということを明確にしていかないと、なか
なかはっきりしないのかなあ、という感じがしまして、となれば、就学前のその時期とい
うのはやはり、教育委員会が中心に動かないと、養護学校はなかなか動けないのかな、と



 

 

いうのがちょっと頭にあって、その辺のご意見をお伺いしたいな、と思ったんですけど。 
 
（佐々木）地方の場合の養護学校の教育相談というのは、それは、就学前のかたを受け止
めてもいいということなんですか？ 
 
（古川）おおむね、就学もっと前の２～３歳から入ってますけども、その時に、養護学校
も係わっていらっしゃる。養護学校の先生方が、かなりベテランの先生方が、かなり係わ
っていただいているんですけども、その問題と、どう「個別の教育支援計画」を主導的に
動かすか、とはちょっと違うのかなあ、というふうに私認識してるんですね。で、要する
に、ある意味で盲・聾・養護学校が、例えば先生のところからお話しがあったように、教
育相談体系化推進事業。それは相談支援チームを作りなさいと云ってますけども、それは、
ある意味では、そこの中に養護学校のノウハウの高い先生が入って、教育相談ができたり
とか、教育的支援ができたりとかは、非常に有効だし、そういうことは是非広げていって
頂きたいな、と思っているんですが、就学の段階、要するに、移行期の段階になってくる
と、非常に養護学校がある意味で動きづらくなってくる。それは、今の教育委員会のレベ
ルの仕事を飛び越えたところでやらないといけないということになってくる。それは、就
学が絡んでくるからなんですね。で、そこのレベルをどういうふうに、誰が、じゃ、主導
を握ってやっていくかというところが、就学前のところの一番難しいところかな、と私認
識してるんです。で、まずやるとすれば、これ教育委員会しかないのかなと、はっきり云
えば、そういうふうに私認識しているんです。でやはり、教育委員会が責任もって、就学
させていくわけですから、当然そういった責任もありますし、相談しながら動いていらっ
しゃれば、そういったかたが、ある程度もう目途が立って、おかあさんの方が了解すれば
養護学校に声をかけていただいてもいいし、するのは構わないんだけれど、主導をどっか
で握っていかないと、なかなか引き継ぎがうまくいかないかなあ、と、個人的なものなん
ですけど、あります。だから、せっかくいい療育計画をつくっていただいて、それをうま
く引き継ぐためのつなぎ役を、誰がしていくかというのが、大きな話しになるのかなあ、
と、ちょっと個人的な思いですけども、今思ってます。 
 
（司会）どうもありがとうございました。じゃ、渡辺先生どうぞ。 
 
（渡辺Ｋ）私言わなくてもみなさん共通認識かもしれませんけれど、確かに、今渡辺Ｍさ
んおっしゃったように、就学相談の段階では、教育委員会がいろんな情報をもらっている
し、資料もある。そこのところを有効に活用して、上手に移行できないか。うまくできな
いか、ということは我々もたいへん強く思っているところで、その仕組みについては、今
後作んなくちゃいけないと思うんですが、が、３点セットと云われたように、もう決まっ
ちゃった後で、４月、こういう関係をとった方が手っ取り早いというか、この質的にも高
いだとか、そんなこともあったりして、現実に養護学校の場合には、私は調布市とか三鷹
市とか府中市とか狛江市なんですけども、すべてにそういう機関があって、で、どのそう
いう機関ともうちの学校の生徒は相互に３点セットのような連携をとるわけです。で、ま
あちょっと一言ききたいんですけど、療育の重さがそのままの重さとして、学校に受け継
がれるかどうか、というあたりについては、あんまりやかましく言うと難しい。いろいろ
やっていかなくちゃいけないんですけども、ただ、このことが小・中学校でどうなのかと
いうことになってくると、そういう機関があるとしかわからない先生がいたりとか、いろ
んなことがありますから、ほんとに市の中で、支援地域の中で、顔の見えるネットワーク
をきちんと作っていかないと。そしておそらく、それがあって養護学校に入っちゃってか
らですよ、養護学校の校長と、そういう機関の施設長との間で、今のような３点セットが



 

 

できちゃうという面があると思うんですけれども、それと同じように、ひょっとしたら、
小・中学校の小学校の校長先生とも、もちろん教育委員会は、ネットワークの中で承知し
ておくことが必要ですけど、かなりできちゃうんだと思うんですけども、そのためには、
さっきから話題になっているような、そういうネットワークがきちんと構築できるかどう
か。そして、その基で各学校がちゃんと動けるかどうか、ということにかかってるんだと
思うんですけれども。そのへんを何とか。 
で、移行支援計画で、卒業後を見通した観点というのは、養護学校でよく作っているわけ
ですけども、東京では就学支援計画なんていう勝手な云い方で作ったりして、狛江に今う
ちの関係でもやろうかと云ってますが、まああの、それは先ほども渡辺先生がおっしゃっ
ていたように、学校の方でそうしたい状況、それからソーシャル機関で調べたいこととか、
そういう整理をお互いに。ちょうど卒業後の移行計画の時にそういう詰めをしたような作
業が、これから必要になってくるんだろうなあと思います。 
 
（司会）ありがとうございました。渡辺Ｍさん。 
 
（渡辺Ｍ）今おっしゃった通りで、茅ヶ崎の養護学校に、昨年養護学校のセンター化のメ
ンバーに入れてもらって、特区で今年やることで。やっぱり養護学校の先生と、療育セン
ターもそうなんですけど、療育センター員は学校を知らない。学校の先生達は療育センタ
ーを知らない。ということを何度か養護学校のほうに頭を下げながら連携をお願いした。
やはり、それが一番。で今年とりあえず黙ってやろう、南部療育という公開療育で、ある
養護学校の小学部のオブザーバーで、来ていただいて、療育センターってどういうことを
やるのか、総合的に見てもらって、その後でディスカッションをして、夜は飲み会という
形で。で、来年度は、公開教育という形で、大げさに、下のペースじゃないですけど、そ
ういうことをやりながら、ネットワークというか、人繋がりみたいな部分を何かうまく作
っていかないと。やはり知らないということが、すごく一番大きいかなあ、というふうに
改めて感じていて。 
茅ヶ崎養護が、公開教育をうまくやっているように、公開療育止まりで終わらないで、公
開教育という形で来年度、学校を開いてくださいと。その時には療育センター休みにして、
みんな学校の方に行くという形をしばらく。でも、それだけではないですけども。そうい
うことをやりながら、片方でネットワークっていう部分を作っていかないと、なかなか難
しいかな。そういうことをやっていけば、何か見えてくるかな、と、そういうふうに思っ
ているんですけど、今。 
 
（司会）ありがとうございました。三浦さん。 
 
（三浦）今、就学時における教育委員会の役割についてのお話をいただいたんですが、横
須賀は、先ほども申し上げたように４３万、で、小学校の数が４９校でございます。そう
いう意味では、直接、教育委員会が親御さんの相談にのれる最大の規模、いわゆる上限の
ところかなというふうな思いがございまして、私今、５年目になりますけれども、年々相
談件数が増えまして、これ以上増えると、直接的に全てのお子さんに対して、教育委員会
が係わるのがちょっと難しくなるかな、と思う中で進めている状況でございます。やはり、
就学におきましては、養護学校さんあるいは特殊学級さんに進まれるお子さんのリーダー
シップをとるのは、やはり教育委員会でなければならないのかな、という思いがしてまし
た。で、横須賀の場合、通園施設がございまして、マザースAとBというのがございますけ
れども、相談支援チームを作る中で、こことは非常に強い連携をいただくようになりまし
た。というのは、利害価値が非常に、あまりよい言葉ではないんですけれども、私どもの



 

 

視点としてやはり、年長さんの障害のあるお子さんに対して、どういう支援ができるかと
いうニーズと、通園施設が、通園施設と保育園・幼稚園を併用していることが随分多くな
りましたので、通園施設として幼稚園、保育園に対して、いろいろな支援や指導を入れた
いんですが、通園施設の立場でやりますと、ほとんど撥ねられてしまうという現実がござ
いました。で、通園施設の方としては、言葉がよくございませんが、教育委員会の名前が
あると仕事がし易いということがございました。そういう利害関係が一致いたしまして、
相談支援チーム、いわゆる専門家チームの名前で、両方の機関一緒になって幼稚園から保
育園に対して訪問することによって、幼稚園・保育園の対応が非常に開かれてきておりま
すし、また、通園施設の療育相談の方々の専門的な指導や支援というのも、スーっと入っ
ていくというような形でございまして。そういった意味では、教育委員会がある意味ちょ
っと音頭をとる中で、幼稚園、保育園のお子さんたちの支援が具体的にできる。また逆に
今度、小学校に入った段階で、やはり通園施設の方々、あるいは、障害のあるお子さんを
担当していた幼稚園や保育園の先生が、小学校に連携をつける場合に、やはり学校の聖域
意識っていうんでしょうか、もう入っちゃったからこっちでやります、というような意識
があって、なかなかうまくいかなかったところを、相談支援チームという形での連携によ
って、少し垣根が低くなるということがございました。学校の先生にとりましては、療育
という言葉を聞いても、漢字が思い浮かばないという先生がたくさんいらっしゃいます。
そういった現実の中では、やはり教育委員会の名前という訳でもないんですが、音頭をと
ることによって、様々な機関と連携をつけると、これまで難しかったハードルがかなり低
くなって、具体的なお子さんの支援につながるのかな、という実感はこの２年間でもって
います。 
 
（司会）ありがとうございました。やはり目に見える形で連携をつくっていくという部分
では、リーダーシップを発揮する所としての教育委員会の役割は非常に大きい。この『盲
・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」』作成の会議の中でも、教育委員会の位
置づけを明確にするという議論がありました。今後、機関間の連携という中で教育委員会
のあり方というのは、大きいんじゃないでしょうか。 
そういう意味では、神奈川県の、今日、安藤さんにお話ししていただいたんですけど、我
々も所内の会議の中でも、広域特別支援教育連携協議会のシステムというのが、ちゃんと
機能しているのかどうか、ということが疑問としてあったんですけども、ちょっとその辺
の何といいますか、意識改革といいますか。 
 
（安藤）市町村の担当の、障害児教育の指導主事になる方は、それまで障害児教育の経験
がない方が、それも２～３年のサイクルでどんどん替わっていくのが現実です。ですから、
これから市町村の規模からいけば、そこに県レベルのような障害児教育課、か、もしくは
室レベルのものがあるわけではありませんので、私たちが今一番苦労していることは、い
かに市町村の教育委員会と仲良くなるか。そこをどうバックアップしていくか。たまたま
全県指導主事会議というのがありまして、県内の３７市町村の指導主事が集まる会の中で、
たくさんの今、仕掛けをしています。どういう仕掛けかというと、その特別支援教育の最
終的な目標とか、ねらいだとかを理解いただくために、たとえばですね。これから特別支
援教育の対象となるLD/ADHDというお子さんは、将来というか進路の部分が、一番不安な部
分であります。そうなってくると、何のために今、算数のドリルをするのか。何のために
今、生活支援をするのか。何のために今、社会性、人間関係ソーシャルスキルのトレーニ
ングをするのか。というのを、市町村の指導主事、それから市町村の各学校の先生たちが、
ご理解いただかなければならないということになります。そのために市町村のみなさんと
一緒に、「特例子会社」の見学。それから職能開発訓練校の見学。それから、今、これか



 

 

ら２学期にかけてはグループホーム、作業所っていうような形の所を見学しながら、やっ
ぱり、現実的に、障害があるお子さん、あとボーダーのお子さんがどうしたら、どんな形
で地域で生きていくのか。それから、どういった資源を必要としているのか。必要として
くるであろうか。それから保護者とどういった話しを、将来に向けてしていけばいいのか。
ということを、私たちも一緒に勉強しながら、それを共有していく。そこがない限り、こ
の教育計画っていわれても、多分、エーとなって、結局今まで、盲・聾・養護学校が培っ
てきた、個別の指導計画、教科領域における学校の中における指導計画、というスタンス
しか生まれてこない。だから、どんなに書式を書いて、どんなに簡略したものを出しても、
そこに書いてくることが、はたしてその子の将来や、近い将来に対して、どういう意味を
もってくるのか、ということが共有できないのかな、と思っています。で、それを一緒に
見学に行った。やっぱりみなさんは、「初めてこういう世界を知りました」「あ、こうい
う子は、こうなんですね」で、一番いい例が、三浦さんで、三浦さんは、この相談体系化
の中で、相談体系化に就労援助センターや特例子会社のかたに入っていただいて、相談支
援チームを横須賀は作って頂きましたので、それによって、だから、県内でも特例子会社
を一番歩いている、市の指導主事だと思います。やっぱり、そういう情報がある。それか
ら、小・中学校にそういう情報がある、ということは、全部を知れということではないで
すけども。それによって三浦さんの教育相談も多分、幅が広くなってきたし、変わってき
ていると思います。ですから、そこら辺を今、仕掛けとしては一所懸命やっているところ
です。 
 
（古川）神奈川県ではねわかんないけど、三浦先生の話があって、教育相談体系化事業と
非常にうまくいっているという、非常に体制としてできあがったいい例なんだろうなと思
うんですね。で、我々国としてしてきたのは、平成１３年度から、１３・１４・１５年で、
いわゆる教育相談体系化事業の、国としての事業で、各都道府県におねがいして、１９年
度までには全市町村に、３３００市町村に、モデルをつくるスタンスで動いてきたんです
けど、その辺を神奈川県としては、（特別支援教育に）拡大して今、県内の市町村ではそ
れぞれにどうなってきたか、といったようなことはどうでしょう。要は、それが、その横
須賀市のスタイルが、各市町村がもっていくことで、多分ベースが出来上がってきて、で、
「個別の教育支援計画」という議論が、その後についているんだろうな、というふうに私
思ってまして。 
 
（安藤）はい。今私が考えてるのは、横須賀の実践に特別支援教育のモデルが４市、それ
と横須賀の実践と。４市は、現場のレベルのボトムアップですね。実際の支援ですね。そ
れから横須賀は、相談というシステムから入っていった。だから横須賀はまだ、各学校が
開かれていないんですね。上からのシステムだけ。だからこれからは、横須賀は各学校が
実際に相談支援チームをどう使っていくかということが、具体的な一番大きなところ。で
もあとの４市は、特別支援の方はボトムアップで、学校の現場のニーズからスタートして
いますので、学校は開かれている。でも市教委が横須賀のような、学校をバックアップす
るシステムをもっていない。だからそれを合体させて、今、モデル事業の４市のほうには、
とにかく今年度中に行脚して、部局横断型の組織を作ってもらうよう働きかける。でもや
っぱり、共通して指導主事というのはそれに尻込みするんですね。何をしていいか、どう
していいかわかんないんですね。ぼくも最初この相談体系化を受け持った時には、絶望的
でしたね。何していいか全然わかんない。しょうがないから知事部局、それからありとあ
らゆる知ってる所、全部廻りました。行くたびになんて教育ってブラックホール。で、一
体何をしたいの？教育は何してくれるの？バーっと云われて１周廻りました。で、途方に
くれて、じゃどうすればいいかな、個別の移行計画もこうすればいいかな、ああすればい



 

 

いかなとかいってもう１周ぐるっと廻りました。そしたら、少しづつ変わってきて、じゃ
あ実際に会議を始めるよと言ったら、みなさん理解して集まった。だから、それをぼくは、
あとのモデル事業の４市もやって頂きたいとお願いしています。この二つの事業の情報は
全県指導主事会議という場では常に流していますし、見学も行ってます。この間はモデル
事業の４市が、横須賀の相談体系化の相談支援チームを、実際にオブザーバーで見学に行
ったんです。そして、どういう人が集まって、どういう話し合いがされているのかってい
うのを、現実的に見ていただいた。だから４市と横須賀市の実践があと２～３年積み重な
れば、全県的になるのではないかと思っています。 
 
（古川）地方分権法が出て２年たったという認識と、やらなきゃいけない、という発想な
んですね。 
県の教育委員会というのは、サポートのサービスのレベルですので、基本的にはね、考え
方としては、やっていきたいわけなんですけども、その時にその市町村が意識として少し
ずつ変わってきている。私も長崎教育委員会にいたもんですから、しばらくやってたんで
すけども、市町村レベルの指導主事さんというのは、例えば水道局から来ましたとか、よ
その部局から来て、２年くらいで担当の人が代わるという形で就学指導をやっている。そ
ういう状況の中では、いくら県が一所懸命頑張っていったって、なかなか理解してもらえ
ない、という現状があったんですけど、その辺の意識というのは少しは変わってきている
のか、そうではないのか。 
 
（安藤）まさに変わってきていると思います。追い風になってます。この特別支援教育と
いうのを、全国的に打ち出していただいたことによって、各市町村の担当の指導主事、そ
れから一番大きいのは、そこの室課長の意識が大きく変わってきました。今度のモデル事
業でも、今度の１６日に室課長の会議があるんです。各市町村の室課長、室課長というの
は、障害児のことだけじゃなくて、その市町村の中の全部を具体的に取り仕切っているか
たなんですね。その方々の意識は、数年前に比べればもう随分変わってきています。現実
的に、こうしようああしよう、ここが問題だ、どうしようっていうことが、出てくるよう
になっている。 
 
（司会）ありがとうございました。先ほど、研究代表者から、学校現場での策定の支援と
いうこと、３番目に、広域特別支援連携協議会との関連についてお話しをしていただきま
した。あと残り２０分くらいになりました。「個別の教育支援計画」を進める上において、
「保護者の意見」というのを、非常に重要視されている訳ですけど、そのへんのところで
保護者の方にお話ししていただければと思います。 
 
（西牧）ちょっとその前に質問。 
教育的なニーズっていうことが、非常に考えた時に悩ましいんですね。教師が自分で思っ
ているニーズは、教師のニーズっていうかな、教師の思いであって、子どもにとってどう
かっていうことが、ほんとにどこまで満たされているかっていうのがどこまでも疑問なん
です。今、渡辺先生のアンケート調査のお話しにもあったように、生活支援が親のニーズ、
というのは、ぼくはその通りと思うんですね。で、学校にレスパイトを求めているという
のも、これはもう、ほんとにあるなあ、と実は思ってます。ただですね、教育の力という
のも実は、どうぼくらがプラスアルファすべきか、ということも実は考えていて。それは
ですね、もっと先を見た時の話しなんですよね。だから、知的障害のある子どもも、自閉
症のある子でも、学校でやったことが、将来にわたってどう生きるかっていうことを、今
を、僅かな時間を見ながら将来を見越さないとダメなんです。その辺の、親のニーズ、子



 

 

どものニーズを、教師がどこまで理解し満たしてるか、また実際に教師が満たせなくても、
ぼくはいいと思うんですよ。つまり、地域が満たせばいいわけですよね。つまり、それで
初めて、子どもを中心にした「個別の教育支援計画」というものが必要になる。教師が発
見できないニーズがいっぱいあっていいと思うんですが、その辺について、是非聞きたい
なと思ったんです。 
 
（佐藤）全部語るわけにはいきませんが。 
今までのお話しを聞いていて、例えば私は今、自分の息子をはじめとして、いろんな親御
さんたちと話しをしています。年間多分１００件を超える相談が親御さんからあって、そ
れは同じ親だからこそ、話せることっていうのがかなりあると思うんですね。さっき、生
活のニーズというのがあったんですけども、養護学校に行ったお子さんほど、問題をもっ
ていない方が多いのか、相談が少ないんです。個別支援級とか通常級にいるお子さんの相
談の方が、圧倒的に多いんです。それについては、ひとつは、養護学校に行くということ
は、あらかじめ障害があって行く学校ですから、親もそれなりの気持ちはあるでしょうし、
ここに入れれば安心っていう感覚はやっぱりあって、就学を決めるまでは、どの親も本当
にいろんなことを考え悩み、どこの学校を選択するかということを悩むんですが、養護学
校の選択をしたあとに、親御さんは、肩の荷をフッとおろす。この先１２年は大丈夫って
いう感覚というのは絶対にあると思うんですね。本当は、個別支援学級とか、通常級とか、
地域の学校で学んでいる子どもにも、できればそういう教育的な観点であるとか、専門的
な視点であるとかが必要だと思うんです。今の普通学校にないものなんですね。本当は連
携が出来るといいだろうなあっていうことはすごく感じています。私のところに来る親御
さんの相談というのは、例えば、あした校長先生と話し合いをすることになったんだけれ
ども、どういうふうに校長に話したらいいかとか、そういう悩みなんですね。校長先生は
きいてくれるんだろうかとか、そういう時に私自身は他の学校でやっている前例とかをお
伝えすると、おかあさんはすごく安心されて「あの学校でこんなことやってるんだったら、
うちの学校でもできるかもしれない」とか思うんです。 
校長先生同士がどれくらい情報交換しているかわからないですけれども、特に、個別支援
学級でどう取り組んでいるかとか、通常級に学んでいる子どもたちの支援をどうしている
か、とかっていう情報交換が、ほとんどされてないんじゃないかって思うくらい、校長先
生は情報をご存知ない。で、こんなことやってるんですよっていう前例が、どちらかとい
うと、出る杭は打たれるっていうか。先駆的にやってしまったことに対して、あまり評価
をされないんじゃないか、と思いたくなるほど、支援がうまくいっていることに対しての
情報がない。だから、この学校でこんなことをやってますよっていうことが、校長先生の
耳に入ると、じゃあうちもやろうかっていう。そういうごく単純な話が多いなっていうの
を、横浜の場合ではすごく感じます。 
あとはひとりひとりの個別支援級の先生とのやりとりについての相談を例にあげると、
「子どもが給食をたべなくなってしまった」ということを親が相談に行ったら、個別支援
級の先生が「しゃべらないからわからないんだ」というような答えをするとか。もう少し
コミュニケーションがとれていればうまくいくことが多いのではと思います。親御さんは、
学校側と話が通じないことを、すごく悩んでいるケースが多いです。 
あと障害のある子の生活は、２４時間サイクルで考えていかなきゃいけないということが
あります。今の学校教育では、朝、校門に入って来てから出るまでの支援で、校門から出
たら、翌日朝、校門から入って来るまでは知らない、っていうのでは、障害児教育は成り
立たないというふうに思うんです。私どもは、放課後支援をしていますので、学校にお迎
えに行って、そのまま余暇を過ごし、自宅に送るっていうようなケースとかだと、学校に
お迎えに行ったときに、子どもの顔が強ばっている場合とかがあるので、そこでプール活



 

 

動をしたり、いろんな活動をして何とか落ち着かせて家に届けます。でも家で一晩寝て、
朝学校へ行くとまた顔が強ばるとか、そういうことも多々あったりするんですね。 
もちろん２４時間を学校だけが考えるのではなくて、一人のこどもを囲んで学校という場
と、それから保護者という家庭生活の場と、もう１つ、第三者の機関が関わることによっ
て、子どもの２４時間をいっしょにつくるということなのです。例えば私たちは、学校に
お迎えに行くことが多いですから、その時に学校の先生と連携がとれていれば、情報を共
有し、学校で今日こういうことがあったんですね、ということを引き継ぎながら、余暇生
活ができ、また先生と保護者の間も直接ではなくワンクッションをおいて関係をつくるこ
とができます。最近、直接学校の先生と保護者が話し合うということの難しさを、実はち
ょっと感じているんです。うまくいけばいいんですけど、感情論にいくこともあるし、保
護者が直接学校のほうに意見を言うということの難しさっていうのは、すごくあるなあと
いうふうには私感じているので、そういう時に、何か１つワンクッションがあるといいと
思うのです。子どもの代弁者をもう少し増やしてほしい。子どものことが説明できる人が
もう１人でも２人でも増えていけば、そこに客観的な見方や意見が入り、上手に話し合え
るんじゃないのかなって思うんですね。 
あと今日の教育委員会のお話を聞いていると、例えば、今困っている子どもはどうするん
だろう、というふうに考えてしまいました。年２回会議があっても、年に３回会議が増え
ても、今日困っている子どもたちのところに支援がいくまでには、本当に何年かかるんだ
ろうと、今日また実感してしまいました。大切なのは、やはり現場のニーズ、現場で今起
きていること、どうやってちゃんと吸い上げるかっていうことが、必要なんだろうな、と
思います。即効性がないと、そうしているうちに、小学校５年生の息子は、今日ここで話
していることがうまくいくまでには、多分卒業しちゃっているくらいの速度ですね。シス
テムを作ることの大事さと、もうひとつは、システムを作るまでの間に１つ１つ起きてい
る現場のことを、学校側や教員や係わっている人たちが、しっかり積み重ねられるような
仕組みを、まずは作ってもらいたい。今、親が悩んでいることを、どこに言えばいいんだ、
ということさえ、明確ではありません。校長先生に言ってもダメだった場合に、誰に相談
すればいいのか。それをどう考えてゆくかということが、私の中でいつも消化できないと
ころなんです。 
 
（司会）ありがとうございました。保護者の立場、あるいはいろいろな保護者の方から相
談を受けているという立場からのお話がありましたけれども。何かありますでしょうか。
やはり今学校で起こっている、目の前で起こっている事象に対して、即時に対応出来るシ
ステム作りというものが必要だ、ということがありましたし、また、安藤さんの方からは、
いろんな新しくシステムを構築していくためには、情報提供の体制をどういうふうに構築
していくかということでは、１番目の課題と関連していると思います。 
 
（笹本）あの、佐藤さんに訊きたいんですけども、今学校と言われたのは、小・中学校と
いうことでよろしいんですかね。 
 
（佐藤）はい。 
 
（笹本）私の意見なんですけれども、例えば、報告書なり報告を提供するターゲットを考
えなければいけないんだな、という感じがするんですよ。第一のターゲットはもちろん、
システムというのは、まさにさっき滝坂さんが指摘したように、学校とか教育委員会とか、
そういう所で、受け皿を設定してきていた。でも本当は、そのシステムが正常に、効果的
に動くのは人なんですよね。さっき、佐藤さんがおっしゃったんだけども、当たりのいい



 

 

先生とか、保護者と先生同士の連携やコミュニケーションもあれば、そういうようなニュ
アンスだった。即効性は、やはり、人の心とか人の知識も含めてですが、というような感
じがするんですけどね。これ多分システムとかそうじゃなくて、システムの背景にある、
人の状況を言っているということじゃないかな。そこのところを、もちろんシステムはこ
うで、連携はこうで、と言わなきゃいけない部分もあるけど、このプロジェクト研究では、
もう少し背景にあるような、我々自身とか、我々がターゲットとするべき小・中学校の先
生の、どういうような所に、本当はターゲットを絞ったらいいかどうかを考える必要があ
る。で、むしろ、心に響くという、先生の心に響くというような、そこら辺のこの報告の
中で、ないしは研究の中で何かできたらいいなというふうにぼくは思います。いくらここ
のメンバー、私も含めてね、障害がある子どもたちにずっと教えて来て、見て、教育に携
わってきた、その教育を保護者ですとか、小・中学校の先生がどう思ってるかということ
が、ぼくらはちょっとわからない。ほんとは思っているところ、現状を知らしていったの
は、滝坂さんの資料じゃないかな。むしろ、プロジェクトの長が、さっき言われたみたい
に、小・中学校の先生が、ほんとはどういうふうにこれを考えているのか、を明らかにす
るというところが、一番の即効性があるところではないかな、と思っている。私見です。 
 
（佐藤）学校に行って現場の先生と直接お話しをすると、現場の先生は目の前にいつもお
子さんがいるので、やはり困ってらっしゃる例が多いんですね。その時に、私たちが支援
に入ると、どうしましょうかっていう、ものすごく具体的な話があって。例えば、今週か
ら行ってる学校は、中休みから昼休みが一番トラブルが起きるんで、ここを何とかしてく
ださいって言われるんですね。ものすごく具体的に。だけどもう少し上のレベルとお話し
をすると、そういう具体的なことにはならないですね。必要ですね・連携も必要ですね・
支援も必要ですね、で終わってしまったりする。そういったところで、例えば、横浜市も
障害児教育プランを策定されて、そういったことを、現場の先生に知ってます？ときくと、
誰も知らない。実際、個別支援の先生とか養護学校の先生とかにはお聞きしたわけではな
いんですけど、通常学級の先生は、ほとんどこの仕組みを知らなかったりとか。例えば、
コーディネーターって何？とか。そういう先生方が多くおられるのも事実。でもこれだけ
通常学級にも、学校生活の中にも、少しお手伝いが必要なお子さんたちが多いとわかって
いる中では、こういう情報っていうのが、こういうシステムがあるんだよ、困ってたら現
場の先生もここへきけばいいんだよっていう。本当に連絡帳みたいなものがあって、この
県で困っている時は、ここへお電話ください、みたいな。子どもの１１０番みたいなのあ
るじゃないですか。教員にもああいうのがあって、何か困ったら連絡先が書いてある、よ
うなものがあって、それが教育委員会から出て、困った時は、ここへ電話してください、
みたいなのがあったら、もっといいんじゃないのかな。即効性としてはですね。どこに訊
いたらいいかわからないというのは、保護者だけではなく、多分教員も同じなんじゃない
かな、と感じています。 
 
（笹本）あのですね。２年くらい前に、プロジェクト研究があって、小・中学校の先生に
意識調査っていうのをやったんです。これはほんとに数が少ないです。全国調査じゃない
ですよ。いわゆる特殊教育をどう思うの？と。そしたら、その調査の中で、障害のある子
と障害のない子を入れることは、あんまり抵抗感じませんというのが本音の所らしいんで
すよ。ただ、どうやって入れ、そこに入れていい理由はなあに？っていう本質論みたいな
ところが知りたい。それと、障害がある、こういう障害児はこの様な特性がありますよ。
障害とはこういうものですよ。ではなくむしろ、なんでこの子たちと通常の子どもたちが
一緒にやるのがいいの？っていうこと。もう１つは、いいといっても条件がある。わから
ないんだけどね。集団の授業を乱すような子、これはやだなというのが多い。ほんとに重



 

 

度の子で、何も騒がない子、それって入っていいよっていうことだとは思うんです。小・
中学校と我々っていうのは、ちょっと違うんだなと思い知らされた。そういうような結果
があるんですね。そういう情報がある。 
 
（滝坂）今日の議論をうけたまわりながら思ったんですけど、“「個別の教育支援計画」
”っていうことだけではできない。別な言い方をすると、もっと内容を整理してみる必要
があるんじゃないないか。それは、今、話されている、「個別の教育支援計画」っていう
のは、ある側面からすると、個別の学習支援計画だと思う。その子の学習的なニーズとい
うものがあって、育ちへのニーズというのがどうあって、そういうものがあって。もう一
方には、この子をどう育てようか。これは教育の支援計画。それがごちゃごちゃになって
いる感じ。ぼくの観点は、個別の学習支援計画っていった場合には、その子自身の主体的
な学習に対する支援の見通し、教育の支援計画って言った場合は学校が社会的なシステム
として、その子どもをどう育てたいか、ということ。この両側面があって、その側面の見
通しということがある。でもこれだけじゃ足りなくて、個別のと言ったらいいのかわから
ないけれど、教員支援の見通しというのも、もう一方で考える必要がある。それは子ども
が困っているかどうか、ということと、その担当している教員が困っているかどうかとい
うこと。関係はするけれども、別々の問題としてとらえられなきゃいけない。それと、も
う１つは、子どもを学校に送り出している、保護者とか家族の家族支援っていうのも、も
う一方では見通しを考えなくてはいけない。やっぱり、「個別の教育支援計画」と、個別
の支援計画というと、つい障害のある子ども、その人、というだけで考えられる可能性が
あるが、やっぱり、その子を取り巻くいろんな人たちへの支援というものを、一旦分けて、
見通しを立ててみるっていう方が、最終的には、まとまったってかまわないんですけど、
必要かな、と思いました。 
 
（司会）予定の時間を過ぎてしまいました。今、個別の学習計画ということが意見として
ありましたけれども。 
このあとの進め方ですが、本日の研究協議のまとめに進めてまいりたいと思います。それ
では、盲・聾・養護学校の「個別の教育支援計画」を含めて、校長会と連携をとってこら
れて、今後の方向性も含めて、島さんからお話しを頂きたいと思います。 
 
（渡辺Ｋ）ちょっと１点だけ。滝坂先生の、今の話しなんですけども、 
よく解ります。障害のある子どもLD/ADHD全ての、支援を必要とする子どもたちで、幅広い。
言えば、小学校に就学している子ども全部に支援しなさいっていう話しなんですけれども、
よく気持ちも解るし、将来的にはこういうひとりひとりの個別計画みたいなのが必要にな
ってくるのかもしれませんけれども、ただ、ある、どっかで、特化した形で風穴を開けて
いかないと、その仕組みというのは、できないだろうな、と私は認識しています。だから
今回は、いわゆる「個別の教育支援計画」ということで、ある一定の型ではめていくわけ
ですから、LD/ADHD含めて、障害のある子どものある一定の支援のあり方っていうことを、
求めていく必要があるんだろう。で、現場サイドでは多分、不登校にしても、コーディネ
ーターが兼ねて不登校なんかをされている所もあると思うんですね。そこは運用の話しに
なっていくんだろう、と。それからそこのとっかかりの部分を、私はこの特別支援教育の
範囲でまず、考えていくことが、非常に大切ではないかなと思っています。そこからのと
っかかりを作っていって、そういった子どもに対する見方というものを、小・中学校の先
生方の意識が変わっていくことで、こういったことでやれというようなことになっていく
のかな、というふうに思っています。そうしないと、バーッと広げてやり出したら、多分
収拾がつかない、まとめるのが、非常に難しくなるだろう、と。個人的意見です。 



 

 

 
（司会）ありがとうございました。今後の方向性も含めて、島さんの方から。 
 
（島）特別支援教育は、今年で２年目に入りました。２年目っていうのもヘンな言い方な
んですけど。でも、「今後の特別支援教育の在り方について」の最終報告が出まして、そ
れを基に特殊教育が動き始めたわけですから、昨年度が特別支援教育元年で今年が２年目
と言っています。現行の制度の中で、できることから始めてしてほしいと、昨年度来、調
査官も各地へ廻って言ってまいりました。要するに特殊教育という考え方から、特別支援
教育と言う考え方に、頭を切り換えてくれと言っているんですね。 
で、その動きの中で、法整備を、法律を変えなければいけない所も当然でてくるから、そ
れに関しては、またあらためて整理する必要が出てくるだろう。現に、中教審で今やって
いるんですが。その大きな枠の中で、この「個別の教育支援計画」というものが、非常に
大きな役割をするものであると考えています。具体的には校長会の方にもおねがいをして
いますが、最終は１０月に出して頂く予定で、本当に出るのかな（笑い）と言ってるんで
すね。でも、実際に特別支援教育を進めていく上で、現場で役に立つものを作って頂けた
らいいな、と思っているんですが。 
私たちが施策として、枠組みを推し進めていく。研究所がそれに対して具体的な研究を通
じて、一緒にやってもらえる。その両輪でお互いの役割りを果たしながら、今後どんどん、
子どもたちにとって、より良い特別支援教育というものを作っていきたい、ということを
充分にまず考えて頂きたいなと思っています。 
 で、今日来られている研究分担者の方へのお願いです。実は、先週も出かけていたんで
すけど、全国あちこち歩いていると、やっぱり、理解がすごく進んでどんどんと前に行っ
ている所もあるし、まだまだ理解が進んでない所もあるのがわかります。今日来られた方
々を見ていると、理解もすごく進んでおられて、大分前に、何歩も前を行っているような
所におられる方々であると感じることができました。しかし、願わくは、これから研究を
進めるにあたって、我々は、子どもから見て受けられる教育にでこぼこをつくりたくない
ので、前に行っている人たちが、ちょっと出遅れている所の大きな参考になれるようなも
のを出して頂きたいと思うし、それから、研究分担者の方々は、そこへ直接入ってくれる
ということですね。  
 ただ、そこで、いろんなパターンのところで、参考になっていけるような研究もして頂
きたいなと思っています。日本全国を全体的に見ると、多分いろんなところでいろんなや
り方があるんだろうとも思っています。具体的に言っていけば、それぞれの場所にあって
いろんなやり方や進め方があるんだろうけれども、それが進んでいる、進んでないってい
うふうな見方だけではなくて、いろんなパターンでもって、それぞれに前へ進んでいける
んだっていうふうな形での研究を期待しています。 
 私たちも、それを頂きながら、また新たな施策展開ができるように、と思ってます。 
 
（司会）これで研究協議を閉じたいと思いますけども、最後に研究代表者から、まとめと
今後の予定についておねがいします。 
 
（西牧）今日は長時間にわたりまして、ご議論ありがとうございました。いろんな角度か
らご議論を頂きました。ほんとに、この議論は、なかなか議論し尽くせない部分が多々あ
ると思います。ただ、繰り返しになるかもしれませんけれども、研究所の使命といいます
か、それは、あくまでも対象はall JAPAN と考えてます。つまり、先進事例があれば、そ
れを我々がもう一度考え直して、いかにまだ進んでいない所へ提案できるか。つまり、先
進事例を、こんないいことがあるよ、とそのまま提示しても現場っていうのは、なかなか



 

 

できないっていうのは私自身、骨身にしみてわかっております。だからいかに底上げをし
ていくか、そういうことがまず我々の使命かな、と考えております。そういう意味で、や
りながら相手の動きを見ながら、どういうことかというと、絶対に専門家の思いこみにな
ってはいけない、と思っております。世の中には、ほんとにいろんな考え方をする人がお
られますので、全てを満たすというのではなくて、研究者が先入観を持って行きますと、
トップダウンになってしまう危険性がありますので、そうなってくるとそこの施策は進ん
でいかないような気がいたします。安藤先生とか、三浦先生とか、先進的な所でも、その
先進事例は一日にしてなってないというのが、今日はもう充分にわかりましたので、いろ
んな優れた方がおられる所でもそのくらい時間がかかる。ましてや全国的に見れば、ほん
とにいろんな所があるのかな、その辺を考えながら進めていきたいと思っております。 
今後の予定としては、もう１度、こういう会議を開催させて頂きたいと思っておりますが、
その時には、分担者も今日は、みなさんのご意見を充分に承ったと思うんですが、実際に
あと半年くらい現場に入る機会がありますので、その辺での進捗状況を具体的に見ながら、
次の１年の戦略を練っていきたいな、と思っております。お時間がなかなかない中で、ま
た我々のスケジュールも考えながら、３月の後半くらいを目途に次の協議会を設定してい
きたいと考えております。 
 せっかく今日はこういう機会ですので、この後場を移して、もう少し訊きたいこととか
お話しをさせて頂きたいと思っております。お時間の許すかたは、二次会の方に足をお運
びいただいて、いろいろとご議論を進めていただければと思っております。本日はほんと
うに、長時間にわたりまして、ありがとうございました。 
 
（司会）それでは、これで研究協議会を閉じたいと思います。ありがとうございました。 
 
（西牧）皆様方とできるだけ情報を共有したいので、メイリングリストをつくっておりま
す。できましたら、アドレスをお教えいただけるとありがたいと考えております。また、
いろんな資料が手に入り次第皆様方にお送りしたいと考えておりますので、たいそうなフ
ァイルですが、１年間でそれがいっぱいになるといいなと考えておりますので、重たいで
すがお持ち帰り下さい。 
 


