
特殊教育総合研究所研究所セミナー Ⅰ 

               平成 17 年 1 月 18 日・19 日   

     

一人一人の子どもの特別な教育的ニーズにこたえるために 

                 ―支援体制の構築と支援の実際― 

 

第２分科会  「小中学校における個別の教育支援計画策定に向けて、今を考える」  

 

（司会） 

ただいまより、平成 16 年度国立特殊教育総合研究所、セミナーⅠ第 2 分科会を始めます。きょう

の午前中の司会をいたします、国立特殊教育総合研究所、教育支援研究部の當島でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

まず簡単な日程をご紹介いたします。こちらの分科会のテーマは「小中学校における個別の教育

支援計画策定に向けて、今を考える」というもので、午前・午後の部に渡って皆さんにご協議いただ

きたいと思います。 

なお、前にございます表示が先ほどご紹介しましたテーマと若干違っておりますが、これは私たち

のプロジェクト研究が日々進化している状況で、「今を考える」といっても、もっと根本的な選択が必

要じゃないかという、プロジェクト研究代表者等の意見もございましてこういうことになっているとご

理解ください。 

午前の部ですが、私ども「小中学校における個別の教育支援計画の策定に関する実際的研究」

プロジェクト研究班の中間まとめということで、西牧研究代表者よりプロジェクト研究の報告をさせ

ていただきます。続きまして岩井先生から、盲学校・聾学校・養護学校における「個別の教育支援

計画」ということで、全国特殊学校長会で現在検討されている内容について話題提供をしていただ

きます。そして後半の部では短時間ですが、皆様と意見交換ができればと研究協議の時間を設け

てございます。皆様からの積極的なご意見をいただければ非常にありがたいと思います。今回はま

とめの報告ではなく中間報告です。皆様方と共に考えながら進めていきたいと思いますので、ご協

力よろしくお願いいたします。 

それから午後は、こちらにおります牧野が司会をいたしますが、パネルディスカッションです。既に

パネリストの方々がお見えになっていますが、障害のある子どもが住みやすい町作りを目指して、

学校現場の挑戦、それを支える養護学校や市町村教育委員会の役割、それから都道府県教育委

員会の役割を考える、ということで、これも大変大きなテーマでございますけれども、私たちの「個

別の教育支援計画策定」の１つのゴールではないかなと考えております。これに関しましてもパネリ

ストからご意見をいただき、そして皆様からご意見をいただきながら進めさせていただければと考え

ております。 

以上が今日の予定でございます。西牧研究代表者からは 40 分程度、岩井先生からは 45 分程度

のお話しをと考えております。 

それから連絡事項です。講義等の妨げになりますので携帯電話等はマナーボードにしていただく

か電源を切っていただけるとありがたいです。それからアンケートにつきましては、できるだけいろ
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いろな方のご意見を集約して活かしていきたいという意味がございますので、お帰りの際には外に

用意いたしました箱に是非皆様のご意見を入れてくださるようお願いいたします。 

本日お配りしました安藤先生の資料は皆さまのお手元に届きましたでしょうか。 

それでは分科会の第１番目ということで西牧研究代表者からお話しをいたします。 

 

 

（西牧謙吾） 

どうも皆様おはようございます。きょうは我々からいろいろな情報提供をさせていただきたいと思い

ます。これは例えば、国の方針であるとか、研究者の個人的な考えであるとか、様々なものが混じ

っていると思います。そういうことで本日の発表の趣旨は、こういう方針でやるほうがいいよという提

案ではなく、現時点での我々の１つの到達点をお伝えするというものになると思います。そして皆様

方からきょういただくご意見がわれわれのところにフィードバックされて、実際に皆様が学校現場で

「個別の教育支援計画」を作られる上でさらに作りやすいもの、また子どものためによりよいもの、

これを作ることでどんどん、どんどん組織が連携しながら子どもの教育が進む、そういうものになれ

ばいいかなと考えております。従いまして、我々が一方的に情報を提供するのではなくて皆様方と

一緒に、きょうはこの問題について考えていきたいと思っております。 

２この研究は今このメンバーで議論をしております。これを見ていただければお解りと思いますが、

様々な専門分野の方々が入っております。もともとこれは福祉の『障害者基本計画』から出てきて

いるわけですが、出てきているから作るというのではなく、今の歴史的な背景とか、そして医療、福

祉の現状とか、そのようなことを押さえながら、それでは教育にとってこの「個別の教育支援計画」

を作る意義というのはどういうところにあるのか、これは理念の部分になると思いますが。また皆様

方が現場で作る時、非常に困難を感じておられるかもしれません。またその効力についても疑問を

お持ちかもしれません。そういうことを解決していく。それは都道府県の教育委員会レベルで解決

する方法、市町村の教育委員会レベルで解決する方法、そして学校現場で解決する方法。皆様作

られる方々が、これは本当に作る必要があると実感しながら作っていける、そうするためにはどうし

たらいいか、ということを今考えております。 

そういう議論の一端を紹介させていただきます。３特殊教育から特別支援教育への流れ、これは

皆様方にとっては釈迦に説法かもしれませんが、実はこういうふうに歴史的に並べていきますと、

大変おもしろい事実が解ります。基本的には特殊教育というものを掲げたのは、昭和22年の『学校

教育法』。その時には、今の基本的な理念である、養護学校と特殊学級において全ての障害のあ

る子どもに義務教育を施す、という基本的理念が語られました。そして昭和 54 年、これが義務制実

施ということになるわけですが、この間に日本は一所懸命、お金がない中、養護学校を作っていた

わけです。そして障害のある子どもたちが学校へ行けるようになって、全員義務制を敷いたことに

なります。昭和54年から次の平成14年の間は何をしていたかというと、それでもまだ就学できない

子どもがいましたから。重度の子どもたちです。重度の子どもたちにどのように教育の場に入っても

らうか、そういうことを考えながら特殊教育総合研究所ができ、国立久里浜養護学校ができたわけ

です。従いまして今回の特別支援教育の流れまでは、日本の特殊教育の充実期というか、はじめ

にプランをし、そしていろいろな建物箱物を作り、そして医療的ケアとかソフトウェアを整理しながら、
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日本は世界に名だたる重度の子どもも教育を受ける国になったわけです。そういう１つの到達点に

今あるのではないかなと考えました。 

そういう中ででは今、障害のある児童生徒に関して、障害という意味合いはどうなのか。軽度発達

障害というものが新たに加わってきました。それだけでなく、戦後も60年経過しているわけですから、

この間に当時の子どもたちと今の子どもたちと、社会的な状況は大きく違っているわけです。社会

的な状況も含めて、我々がこれからやろうとしている教育がどうあるべきか、ということを考えないと

いけないなという議論を今進めております。 

４これは昨日の宮田先生からいただいたファイルです。昨日の議論を伺っていて、これはこのまま

教育に当てはめられるなと感じました。行政の責任で教育委員会が障害のある子どもたちを保護

する、教育を施すことを目的に行政処分として学校への就学を義務付けたわけです。義務教育。昭

和20年代くらいの社会情勢を反映して、それではそれはどういう仕組みになっていたかというと、ま

さに措置制度と同じ背景の上に仕組みを作ったわけです。例えば障害種別の施設体系、養護学校

がそうです。そして措置定員の存在。これは当り前のことですけれども、対象年齢の存在。そしてあ

たま数主義、つまり生徒数で教員の給料や建物の運営費などを、今我々は計算しているわけです。

そしてさらに提供する場の限定。つまり学校という場に来てもらえば、そこでどのようなサービスを

するか、ということになります。そこで我々は一所懸命、教育方法というものを工夫してきたことにな

ります。そして利用者に選択権がない。これもその通りなわけです。福祉も医療も、今我々が連携

をとろうとしている様々な分野がもうこの 10年くらいかけて、戦後の措置制度、昭和 20年代に日本

の社会保障制度として制度設計されたものを、どんどん新しく変えていっているわけです。そして今、

教育もここで大きく流れを変えようとしていると思います。 

５これは、中央教育審議会の中に、昨年末 12 月 17 日に義務教育特別委員会が設置されました。

この中の検討すべき内容について少し見ていきます。１つは、義務教育制度について。教育内容

のあり方、義務教育の目標の明確化、制度の弾力化、年限等のあり方、そして教育内容・教育方

法の改善。このようなことが書かれています。これは皆様方、新聞やニュース等でまだ目新しいこと

かと思いますが、要は、義務教育制度そのものを今の子どもたちにどう合わせていくか、という議

論が今まさに国でなされようとしております。これは昭和 20 年代にできた戦後の義務教育制度の

制度設計を抜本的に見直そうという動きに他なりません。 

それともう１つは、国と地方の関係についても教育の中で見直そうとしています。福祉は平成 6 年

くらいですでに権限はだいたい市町村に移りました。児童福祉だけがまだ福祉制度として生き残っ

ておりますが、基本的には地方に権限が移っています。ただ、国の予算の中で、義務的経費、つま

り、日本国憲法に保障された、国としてやらなければならないものが定められており、それはどんな

に高額なお金が必要であっても、国としてお金を出さなければならない経費です。義務教育費もそ

の１つです。従いまして国の方は、この財源を国としての義務的経費として残すと、権限として内容

までコントロールできますので、できるだけそういう制度設計をしたいと考えています。一方で、都道

府県は、財源を直接自分たちで使いたい。住民に対してのサービスは地方で考えたい、という動き

があります。これが地方分権という流れです。義務教育制度の根幹を担う国と、地域の教育を担う

地方とのそれぞれの役割、責任。義務教育の実施主体である市町村と、広域自治体としての都道

府県の役割、関係。こういったものをもう一度議論する。これはもう既に文部科学省のほうで、審議
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会が始まっておりまして、かなりホットな議論が続いております。文部科学省のホームページで見て

いただければ、この辺の状況は解ると思います。 

もう１つ、学校と教育委員会制度のあり方が今、検討されております。これは学校の運営管理の

方法、そして教育委員会のあり方、つまり国を頂点とするピラミッド体制、これをどうするか。そして

教育活動の評価。それと我々がやっている教育内容の公開。そして全国的な学力の調査。もちろ

ん教員の養成、教員の専門性の議論、それと人事と給与。こういう議論がこの中でされるときいて

おります。また、これが一番大きいですが、義務教育にかかる費用の負担のあり方です。来年度

8500 億円が地方に委譲される。内容、使い方についてはこれから議論されるわけですが、今後数

年間に渡って、今の義務教育の 2 兆 5 千億円というお金が、どちらに転ぶかという議論になってい

ます。 

それと、学校、家庭、地域の関係。これは特殊教育だけではなく、学校教育それから障害児教育

そういう中で家庭、学校、地域、この関係はどこでもやはりテーマになっております。こういう議論を

おさえながら、じゃあ「個別の教育支援計画」というものがどうあるべきか、という議論を進めており

ます。 

６これがたぶん皆様方に今一番馴染みのある施策だと思います。平成 15 年から文部科学省の特

別支援教育課から、全国に向けて様々な事業の展開をお願いしています。平成 16 年度について

は、この特別支援教育推進体制モデル事業、これが多分皆様方の中で一番、特別支援教育という

ものを推進している原動力になっているのではないかと思います。平成 17 年度はどうかということ

はまだわかりませんが、今、様々な議論が進んでいるときいております。 

７シェーマにすると、推進体制モデル事業はこういうものになります。これをよく見てまいりますと、

１つは都道府県の広域の特別支援連携協議会、これは各地域別市町村別にも作っているわけで

すが、そういう上部組織と、それから養護学校のこういう部分と、それから地域の小学校・中学校、

この 3 層構造がここで見てとれます。それでですね、この中のここの部分に「個別の教育支援計画

策定」「検討委員会の設置」ということが、小学校・中学校で一応理念としてうたわれています。今は、

義務的には盲学校・聾学校・養護学校が来年度までに全員について作るということが決まっている

わけですけれど、小学校・中学校についてはまだ確固たる方針というものは出ていません。しかし、

やはり方針としては、軽度発達障害の子どもたちを中心にしてどういうふうに計画作りの本来の趣

旨を実現していくか、ということが小学校・中学校レベルでも重要な課題になっていくかと思います。 

８われわれの研究は、まず盲学校・聾学校・養護学校について「個別の教育支援計画」の策定を

視野に入れながら、次には、小学校・中学校に在籍する子ども、本来ですとこれは高等学校とかそ

れ以外にも幼稚園などにも拡大されていくわけです。多分来年度はそういう方向も出てくるかと思

いますが、一応義務教育である小学校・中学校に在籍する障害のある子どもの「個別の教育支援

計画」の策定を目的に考えていくことにしました。この策定では、先ほど當島の方から“日々進化し

ている”というかっこうのいい言葉が言われたのですが、我々は気持ちとしてはそういうふうな気持

ちでやっております。実はこれ裏返しますと、いろいろ話し合えば話し合う程、ますますいろいろな

問題点が出て来る、課題が出て来る。それらをひとつひとつ説明をつけながら、解決法を一緒に考

える。そういうことを考えていかないと、この問題というのは前に進まないなあというのが今の認識

です。最終的にはこの策定を議論する訳ですが、できれば、全国を我々が調査させていただいて
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おりますが、そういう中でそれぞれの地域の問題点などを勘案しながら、実際にモデルというものを

考えていきたい。モデルというのは、様々なイメージを皆さんもっておられると思いますが、ひとつ

の具体的な、それはフィクションであっても我々はいいと思っております。そういうことを読んでいた

だくことで、またそれを中心に考えていただくことで、実際にそれぞれの地域で、小学校で、中学校

で、「個別の教育支援計画」を作っていく時に様々なヒントになるような、方向性を示せるようなもの

ができれば、と今は考えております。 

９「個別の教育支援計画」とは、という具体的な話しは次に岩井先生の方でお話しいただきますが、

実は、『障害者基本計画』の中に書かれているということをここでお示ししたい。この中には「教育」

という言葉は実は出ておらず、「個別の支援計画」と書かれています。 

１０今、どのような研究をしているかということなんですが、実際に実地調査としてこのような所に今、

おじゃまさせていただいております。これはあくまでも、研究所の職員がかかわっている地域、それ

から今までのいろいろな情報の中で、様々な試みをしている地域、また先進的かどうかという尺度

ではなくて、日本の特別支援教育を推進していく上で、様々なトライアルをしている地域、そういう所

へ伺っていこうとしています。まだまだ行けずにいる所がたくさんあります。是非ともここにお越しの

皆様方の所で、我々がなかなか得られない情報、特に現場レベルの情報をなかなか我々は得るこ

とができません。こういうおもしろい試みがあるよということがあれば、お知らせいただければ是非

お話しを伺いたいと思っております。 

１１都道府県別の特別支援教育の推進体制で、実際にうかがった時に、現在そこで議論している

内容の一端について紹介させていただきます。基本的には、１つの学校、１つの市町村の教育委

員会、都道府県または政令指定都市の教育委員会、この３層構造でお話しを伺うことを原則として

おります。 

今、養護学校のセンター的機能というものが重要だということが、今回の中間報告の中にも出て

おります。また地域では様々な教育相談ということが行われております。外に向けてという意味で

す。こういう養護学校のセンター的な機能とそして教育相談、こういうものを体系化していこうという

事業が文部科学省の方ではすでに平成１３年から１５年まで進んでいった訳ですが、まず一番始め

に、実は子どもを中心にみた場合、本当にスムースには体系化事業というものがなかなか進んで

いないという状況がわかってきました。実はこれが以外な盲点でした。つまり、養護学校の先生方

がセンター的機能で教育相談を非常に進められています。じゃあ進められている対象はどういう所

の子どもなのですか、その地域の障害のある子どもをどのくらいカバーしているのですか、というお

話しを進めていこうとすると、そこから先になかなか進まない訳です。実はですね、地域で障害のあ

る子どもさんを全体として把握している所がなかなかないということが解ってまいりました。例えば

政令指定都市にいる子どもは障害が重い場合はだいたい都道府県の養護学校に行きます。そう

すると政令指定都市として実はかなりのレベルの教育サービスをしている訳ですが、基本的には

都道府県レベルのサービスへと上がってしまって、その間で情報交換がスムースに進んでいませ

んでした。そういう所を、軽度発達障害も含めて、専門的なセンター的機能においてどのように圏域

の政令指定都市との連携をしていくか、そういうことも非常に大きな課題であるということも見えてき

ました。 

それと学校現場と教育委員会との関係というもの、これも進めていく上で非常に重要であるという
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ことがわかってきた。これはあまりここでは立ち入りません。これはパネルディスカッションの中で考

えていきたい問題として考えております。 

それと今回第１分科会の中で取り上げられております特別支援教育コーディネーターの役割の持

ち方の問題です。 

それとあとは校内支援体制の状況。これはもうリアルタイムでどんどん進んでいっている問題です

が、これも大きな問題だとわかってきました。これに絡んで、その地域に学校以外の既存の連携シ

ステムとしてはどういうものがあるか、きのうの午後のパネルディスカッションの中でも、ああいうも

のが教育の問題として取り上げられる以前から、地域の中では様々な連携システム、行政が加わ

っている場合もあります、福祉中心にしている場合もあります。福祉といっても例えば、社会福祉法

人の高齢者の施設であればそういう所が中心にやっている場合もあります。そして地域療育等支

援事業などで皆様ご存じのように、地域療育センターがこういう役割を担っている場合もあります。

そういうふうに、地域の様々な連携システムが既に存在している場合、その連携システムについて

どのくらい情報を得るかということが、当然の如く重要であるということもわかってきました。 

それと地域の中のキーパーソンの存在ということがどこに行っても欠かすことができません。これ

は非常におもしろいなと思ったのですが、キーパーソンというのはやり始めた人がキーパーソンに

なるんですね。その人がなぜやり始めたのかというのは、もっと深く訊いてみないとわかりませんが、

きっかけは本当に単純な場合が多いです。はじめは突然指名されて行けといわれた。で、研修会

に行った。そこで実際にその仕事をしてみると、地域の情報がいろいろわかってきて、動き始めると

おもしろくなってきた。そういう単純な理由が多いと思います。そして今、スーパーマンみたいな、地

域療育等支援事業の中で全国的に名前の知られた方も、実はこの１０年の中で、そういうふうな中

で育ってきた方なんですね。だからこれから５年１０年経つと、特別支援教育の中で、コーディネー

ターの中で、素晴らしい動きをされる方が出てくると思います。皆様方ひとりひとりがその可能性が

あるなと思っています。 

それと行政レベルでいきますと、都道府県の学校再編計画。こういうものが非常に大きく地域の特

別支援教育を進めていく上で鍵になるなと思いました。つまり、都道府県レベルで特別支援教育を

考えているポジションが、様々な組織形態をもっているということがわかりました。都道府県立とい

うことで、特殊教育が都道府県の高等学校と同じ所に入っている場合もありますし、別に義務教育

課に入っている場合もありますし、そういうことも非常に大きな影響をもっているなとわかってまいり

ました。 

あとはですね、小学校・中学校と一口に言いますが、これも全然違うなということもわかってまいり

ました。小学校で本来子どもの教育が何をしているのか、中学校で何をやっているのか、本来的な

意味が特別支援教育を進めていく上で結構効いているなということがわかってきました。 

盲学校・聾学校・養護学校の「個別の教育支援計画」の進め方も、トップダウンからボトムアップま

で様々でした。 

１２今、研究をどのように進めているかということなのですが、今年度から日々ホームページ上で、

我々の情報を出すようにしております。今回もこのパワーポイントとか、昨日の宮田先生のパワー

ポイント、このような資料をどんどんアップしていきますので、しばらくしたらホームページ上に出ま

すので、今回は皆様方にはプリントアウトしてお渡ししておりませんが、きょうはしっかりと話しを聞
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いていただければいいなと思っております。それと都道府県別の特別支援教育の状況を、ネット上

からという条件の下ではありますが我々の方で集めていっております。こういうふうな情報を、取り

やすい形で提供していくということも考えております。 

次に意識調査について少しだけご紹介をさせていただきたいと思います。これは全特長の調査を

補完するものとして、我々が全国の盲学校・聾学校・養護学校の校長先生に対して直接、今どのよ

うなお考えをおもちかということを訊きました。 

・１３例えばこれは、教員の意識改革が進んでいるかということと、学校長のリーダーシップが重要

かということをクロスした結果です。それぞれの校長は、本当に自分が引っぱらないとだめだと思っ

ていますが、教員の意識改革はまだもうちょっと進んでないなと思われているという結果です。 

・１４また校内でのコーディネーターの認識も実は、校長がリーダーシップをとっているんですが、ま

だコーディネーターもまだもうひとつだなあ、というふうに認識をされておられました。 

・１５これはバイアスがかかりますが、教員の意識改革とコーディネーターのクロス集計ですが、まだ

やはり学校現場では、意識改革とかコーディネーターの認識は相半ばというか、これからだんだん

進んでいく状況ではないかと思います。 

・１６これは「個別の教育支援計画」なんですが、実は盲学校・聾学校・養護学校でも、この必要性の

認識はされているのですが、ほんとにこういうものが要るのかなあ、と思っていらっしゃる方がけっ

こうまだおられます。それは教員の意識改革が進んでいないと考えられている所はやはり、必要性

も認識が低いというように観てとれます。 

・１７今度は、あなたの学校が、地域の社会資源の１つとしてどのような位置にあるか、そういうこと

をお訊ねしました。これはですね、やはりかなり地域の社会資源として重要だと皆様お考えでした。

しかし、連携協議会としては、まだ上の方としてはあまり進んでいない。だから地域の社会資源とし

ては重要なのだけれど、もうひとつなかなか進み方がいかない。そのような結果ではないかなと思

います。 

・１８これは特別支援教育コーディネーターの地域での認知度と、社会資源と思っているかということ

のクロスなんですが。やはりまだ、特別支援教育コーディネーターはまだ地域の中で、あまり認識

をされていないという結果でした。この辺はきょうのパネルディスカッションの中でもきっと取り上げ

られるかと思いますが。やはり学校というのは、地域に古くから住んでおられる方は養護学校をよく

ご存じです。ただ都市部などで新しく入ってきた人は、近くに学校があるのに、本当に養護学校が

あるのかなと知らない人が多いですね。例えば子どもの通学路でなかったらもうわからない。それ

が今の都市部の現状ではないかなと思います。自分達をＰＲするためには、外に出て行っていろい

ろな所の人と話しをしないと、実は本当に自分の所の存在というのはアピールできない。 

１９「個別の教育支援計画」策定に向けて、我々が今考えている考え方の到達点をご紹介したいと

思います。 

ひとつは、今までの学校完結型の教育からの脱却 ということが必要なんだということです。これ

は、教育的ニーズに基づく指導への変換ということにもなると思いますし、交流及び共同学習の意

味するものをどのように考えていくかということにも通じると思います。教育的ニーズに基づくという

意味においても、これらは午後のパネルディスカッションの方で取り上げていきたいと考えております。

２０今回の国の様々な推進モデル事業の中身について、いろいろな議論をさせていただきました。こ
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の中身について、本当に特別支援教育という新たな教育の中で出てきたものは、実はそんなにたく

さんないわけですね。例えば特別支援連携協議会とか、専門家チーム、巡回相談、校内委員会と

いうのは、これは国の方が事前に準備をしていったわけですが、今の小学校・中学校のLD等のモ

デル事業の中ですでに出てきた概念です。コーディネーターもある意味ではそうです。現実に学校

という、特に小学校・中学校の現場では、すでに様々な形でコーディネーター機能を果たしていらっ

しゃる方がおられます。そのコーディネーター機能の一番重要な役割を担っているのが学校長だと

考えますが、この辺も午後のパネルディスカッションの中での議論になってこようかと思います。セ

ンター的機能もすでに、この概念は出ておりました。「個別の教育支援計画」ということが、ある意味

では新たに出てきた訳ですけれども、これも連携をいかにとっていくかというツールと考えれば、場

における教育の中でもすでに様々な試みがなされているものではないかと考えています。また今ま

で教育現場の中で工夫されてきたものとしてでも、教育相談活動ですとか居住地校交流であるとか、

体系化事業、また様々な指導法の工夫、特に軽度発達障害なんかでは、様々な工夫がなされてき

ております。そういうふうな工夫が、今皆様方の手元にあるわけですね。ちょっと手を伸ばせば、自

分たちの仲間の中でそういうノウハウを積み重ねている方がけっこうおられる、ということがわかっ

てまいりました。 

５番目として、教育改革の行方というものが特別支援教育を進めていくのに、一番実は問題であ

るわけです。これがリアルタイムでどんどん変わっていくような状況であります。こういうものをでき

るだけ情報をとっておくということも重要かと思います。 

２１「個別の教育支援計画」については、福祉、医療、労働それぞれに支援計画というものがあるは

ずなんです。いろいろなレベルであります。こういうものの概要をまず理解していただきたいと思い

ますし、こういう情報を出していきたいと思います。この中身は、理念的な部分と実際にどういうふう

にしていくかという、両方のことが書かれてあります。これをまず意識して読んでいただきたいと思

います。そういう中で教育的な視点から、こういうふうに直せばもっと福祉が充実する、医療が充実

する、労働が充実するのではないか、そういう眼で他の施策を眺めてみてもらいたいと思います。

教育に貰うだけではなく、まず相手に何を与えられるかという視点が重要かなと思っています。 

それと「個別の教育支援計画」の内容については、やはり従来の教育の中にあった内容と、連携

することによって解決する内容、やはりこの２つが必要であると思っています。策定の意義としては、

まずこれを作ることで我々の教育の情報が外部に対してオープンになります。そうすると、外から

様々なーある意味では批判になるかもしれませんがー意見が入ってくると思います。そうすることで、

教育の質が高くなる、また逆に、教育が係わることで福祉、療育、医療、労働の質も高くなっていく

と思います。 

２２我々の基本的な考え方としては、計画策定のための書式の議論をするのは、できるだけ避けた

いと思っています。なぜかといいますと、もう全国で様々な書式が出てまいりました。その書式をこ

れはどうこれはどうということではなく、それぞれが地域の中で意味があるものだと考えております。

またその中身、連携していくことによってその中身をどのようにバージョンアップしていくか、そのよ

うな議論が重要かなと思っております。 

また、学校現場、市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会で必要なものがやはり違ってい

るな、ということがわかってまいりました。それぞれの各層で必要とされるような情報を検討していき
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たいと考えております。また学校現場の先生、これがもう一番重要なわけですが、先生方が「個別

の教育支援計画」を書くことによって、授業がどう変わっていくか、また子ども達がどのように将来

に渡って幸せになるか、そのようなことがわかるような何らかの、ツールとここに書きましたが、もの

を作りたいと考えております。 

２３国の課題として、中間まとめの中に「特別支援学校（仮称）での学習指導要領等が、障害種別を

超えたグループ別の教育課程編成、個別の教育支援計画と、どのような関係をもつかが要検討」、

と書いてあります。これもリアルタイムで、どのように考えていくかということを議論しないといけない

と思っております。実は我々は今、「個別の教育支援計画」を策定するということはどういうことか、

というキャッチフレーズを作りたいと思っております。１つのキャッチフレーズをここにお示ししたいと

思います。 

 

個別の教育支援計画を策定すれば、子どもが変わる、教師が変わる、地域が変わる 

 

今の福祉や医療は、もう地域の中ではかなり構造改革を進めております。今回は特別支援教育と

いう、特殊教育の中の１つの流れなわけですが、実は教育の大きな構造改革の流れの中にあると

いうことです。従って、教育側が子どもに対してどれだけ貢献するか、我々自身がどれだけ教員とし

ての資質を高めることができるか。また地域が暮らしやすい地域にどうなっていくか。そういう中で、

教育側からどういう提案ができるか、ということで「個別の教育支援計画」というものを今とらえてい

るわけです。 

現在の我々の計画の進捗状況と方向性を報告させていただきました。どうもありがとうございまし

た。 

 

（司会） 

ありがとうございました。プロジェクト研究の中間報告ということで、教育行政の歴史的なものも含

めて、現時点までの「個別の教育支援計画」策定の過程から見える様々な課題の整理をしていた

だきました。そして「個別の教育支援計画」はなぜ必要か、ということも含めてお話ししていただきま

した。そして、私たちのキャッチフレーズといたしまして最後にお話しにあったように、子どもが変わ

る、そして教師が変わる、地域が変わる ということが、やはり「個別の教育支援計画」の１つのゴ

ールというように考えておりましてお話しをいただきました。ありがとうございました。 
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それでは引き続きまして、話題提供ということで、東京都立羽村養護学校の岩井雄一先生お願い

したいと思います。 

岩井先生のご紹介ということで、少し時間をいただきます。 

昭和４７年、東京学芸大学を卒業されて、その後東京都荒川区立第一中学校の心障学級を担当

されました。その後５４年から、都立調布養護学校、平成３年からは都立青鳥養護学校、そして平

成８年から都立南大沢学園養護学校の教頭先生を務められ、平成１２年から東京都立羽村養護学

校の校長先生としてご活躍されておられます。現在は、全国特殊学校長会の事務局も担当してお

られまして、昨年度から事務局次長ということで、学校の現場からお忙しい中、本日のような協議

会等にもご協力くださっておられます。それから、『個別の教育支援計画 中間まとめ ビジュアル

版』作成にも深く関わっていらっしゃるということを伺っております。きょうはそのことに関連して、い

ろいろなお話しが伺えるのではないかと思います。 

私ども先ほど西牧の方から報告しました、「個別の教育支援計画」策定のプロジェクト研究の研究

協力者としてもお願いしておりまして、情報提供等多くの示唆をいただいております。先生どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

話題提供者（岩井雄一） 

みなさんこんにちは。只今ご紹介いただきました羽村養護学校の校長の岩井といいます。今お話

しがありましたように、私ども全国特殊教育学校長会というのは、全国約 1000 校の盲学校・聾学

校・養護学校の校長が集まった団体でございます。こちらのほうで様々な盲・聾・養護学校の取り

組みに関する研究等を進めているわけですけれども、この中で今もご紹介がありました「個別の教

育支援計画」につきましては、一昨年の12月から調査研究を始めまして6月に『中間まとめ』を出さ

せていただきました。きょうはその御報告と、それ以後この中間まとめには 10月には最終報告を出

す予定ですと書いてあるのですけれど、それに向けて今文部科学省から委嘱を受けて調査研究を

している中身も含めてお話しをさせていただきます。ただ最終報告に向けての調査研究のほうは今

検討中でございますので、最終的なこういう形ですよ、という所まではお話しできないと思いますが、

現段階での状況ということでお話しさせていただきます。先ほど西牧先生から歴史的なお話し等ご

ざいましたけども、この間の『２１世紀の特殊教育の在り方について（最終報告）』から、12 月に出ま

した『特別支援教育を推進するための制度の在り方について（中間報告）』までの間で、「個別の教

育支援計画」がどのような形でとらえられているか、というようなところを少しお話しさせていただき

たいと思います。 

まず、３平成13年1月の『２１世紀の特殊教育の在り方について（最終報告）』では、「教育、福祉、

医療、労働等が一体となって乳幼児期から卒業後まで障害のある子ども及びその保護者等に対す

る相談及び支援を行う体制を整備する」ということが述べられました。盲学校・聾学校・養護学校に

よってはこの段階からいち早く関係機関との連携をとりながら、児童生徒たちを支援するような取り

組みを始めた所もございました。 

４『障害者基本計画 重点施策５ヵ年計画』が平成14年12月に出されましたが、この中でかなり明

確に「盲・聾・養護学校において個別の支援計画を平成 17 年度までに策定する」という年限を切っ

ての目標が示されたわけです。基本的にはこれに基づいて私ども全国特殊学校長会につきまして
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も、各学校でこれから取り組めるような資料提供をしていこうということで中間まとめを出させていた

だいたわけです。 

 

５併せて平成 15年 3月に出されました『今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）』の中

で、より明確に今後の特別支援教育の体制をつくっていくための仕組みとして、「個別の教育支援

計画」というのが提起されたというわけです。これを進めていくための仕組みとして、特別支援教育

コーディネーターそして広域特別支援連携協議会等をつくりながら進めていく、ということが述べら

れております。６この中で「個別の教育支援計画」についてはどんな押さえ方がされているかという

と、児童生徒の障害が多様化している、発達の状況も様々になっているという現状を踏まえて、多

様なニーズに適切に対応する仕組み、それから障害のある子どもを学校だけではなくて生涯に渡

ってニーズを把握して、しかも関係機関の連携によって教育的支援を行っていくということが出され

ております。なおかつこの「個別の教育支援計画」については、Plan-Do-See のプロセスによって

次々に子どものライフサイクル、ステージに合った形のものにしていくということがあります。７これ

は他の分科会でお話しをされているところだと思いますけれども、この最終報告では併せて特別支

援教育コーディネーターについても、支援を行いかつそのための連携を図るキーパーソンであると

いう位置付けがなされております。それから、学校内あるいは外部との連携の中心になって推進し

ていく役割だと位置付けられています。学校内部の例えば保護者とか担任とかとの調整、あるいは

外部の関係機関との調整、この内向きと外向きの 2 つの役割があるのではないかとこの最終報告

の中では押さえられていると思います。８広域特別支援連携協議会は、それぞれ一人一人の支援

のための会議あるいは関係機関が連携するために、都道府県等のもとの段階でのきちっとした連

携をしていくための組織というふうに押さえていますが、これは広域ということで都道府県レベル、

あるいは支援地域レベルにおいてもこういった連携協議会が必要になってくると考えています。 

９その後 12 月に『特別支援教育を推進するための制度の在り方について（中間報告）』が出されま

したが、その中でも「個別の教育支援計画」については注を付けてかなり説明がなされている。これ

は今までのものを基本にしながら新たに特別に変わった所はないのですが、私ども議論の中で、ど

うこれから解釈していくのかなというところは、1 行目にある「ひとりひとりのニーズを正確に把握し」

という表現がありますけれども、これは以前の報告では「教育的ニーズ」と表現をしていた。この「教

育的」を取ったというあたりを、どういうふうに解釈していくか。つまり、関係機関の連携でこの支援

計画を作っていくとなると、必ずしも「教育的ニーズ」に基づいて学校が支援していくということだけ

ではなくて、いろいろな関係機関の立場からの支援も含めてこういった押さえかたがされたのかな

と、今の段階ではこういった解釈をしています。 

この教育支援計画が出てくる以前から盲学校・聾学校・養護学校を中心として、障害のある児童

生徒には個別の指導計画が作成され、それに基づいた指導がなされてきました。これは学習指導

要領には「自立活動」そして「重複の児童生徒」に対して作成をする、ということですが、現実的には

盲・聾・養護学校の中では自立活動に限らず、全ての教科にわたって作っている学校が実際には

多かった。しかもその中身としても、児童生徒の実態把握の段階では、学校だけではなくて地域生

活等についても把握しながら進めてきたという実態があります。 

１０ただここでひとつ整理をしておきたいのは、1 つは個別の支援計画。これは『障害者基本計画』
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あるいは『重点施策実施 5 ヵ年計画』の中に出ていた「教育」のついていないものですけれども、こ

れが基本的に「関係機関の連携による生涯に渡る一貫した支援」ということで、ひとつ大きな枠組

みとして「個別の支援計画」というものがある、という考え方です。この「個別の支援計画」を、学齢

期を中心として、教育機関等が中心になって策定する場合を「個別の教育支援計画」とよぶんだと

いうことで、中身としては基本的には変わらないということでございます。それから今まで盲学校・聾

学校・養護学校の高等部を中心にして、「個別移行支援計画」というものがかなり取り組まれてまい

りました。これは平成 13 年に、これも全国特殊学校長会が「就業支援」つまり高等部を卒業した後

の進路・就業を促進するための調査研究をした時に、初めて言葉として報告書に書かせていただ

いたものです。学校から社会へ出ていく時や、18 歳を超える時あるいはその 2 年後には成人式を

迎える、そういう大きな移行期について。あるいは就業促進の立場からいえば、就職はしたものの

離職率もけっこう高いということを含めて考えた時に、どういった支援をしていったらいいのかという

ことです。この移行期についてはこの 13 年の調査研究の中で、関係機関と連携しながらより就業

支援がされるような中身で、あるいは就職した生徒についてどのように必要な支援をしながら職場

で定着し、自立していけるかという観点で出されたものです。経過的にはそういうことですけれども、

これも当然「個別の教育支援計画」とか個別の支援計画の一部である、ということでお話しを今はし

ています。１１簡単に図に描くと、時期的なものでいえばこういう形になるかなと思っております。１２

個別の指導計画との関係。学校の中でかなり個別の指導計画が地域のことも含めて進んでいく中

で、教育支援計画が新たに出された時に、この関係が非常に難しいということがかなり現場から出

されてきています。ただ、この間の整理のしかたで言うと、個別の指導計画は学習指導要領に基づ

く教育課程を具体化したもので、全ての教科に渡って一人一人、全ての教科というのはそういう学

校が多いという意味ですけども、指導目標などを明確にして学校での指導を行うという押さえでい

る。「個別の教育支援計画」というのはやはり、学校だけで完結するものではないと先ほど西牧先

生のお話しにもありましたが、関係機関との連携で学校にいる時間帯だけでない部分も含めて、し

かも将来を見据えたニーズに応じた形で、生涯に渡って支援していくものの一部だということです。

この中間まとめには、次元が違うと表現させていただいてますけれども、明らかに学校の中で完結

しないという意味では違う。やはり児童生徒が生涯に渡って地域で過ごしていくための大事なツー

ルであるという押さえです。 

１３昨年度の夏に、全国知的障害養護学校 PTA 連合会の研究大会があったのですが、その中で

東京都の知的障害養護学校PTA連合会の会長さんが、「個別の教育支援計画」について報告をし

ています。PTA 連合会の研究会の中で。そのスライドの一部なのですが、こういう考え方で整理す

るやり方もあるのかなというので拝借してきました。これは、上に縦軸で家庭生活、学校等での生

活、余暇・地域生活、医療・保健・療育と、あるいは全機関の役割ということで割ってあります。左は

乳幼児期から卒業後までという縦系列で書いてあります。黄色で塗った部分が「個別の教育支援

計画」の対象になる時期である、とお話しをされたわけですが、このグラデュエイションになっている

部分というのは、教育支援計画は学齢期だけではなく、前後に少しはみ出した形で教育機関が関

わっていくという考え方から出てきた図です。１４先ほど出てきた個別の指導計画は、この学校等で

の生活の中で、小学部・中学部・高等部の中で指導計画をたてる、ということを表しております。１５

それから先ほどお話しした個別移行支援計画については、高等部卒業から卒業後にかけて、移行
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の時期にたてられるものだということを示しています。１６併せて個別の支援計画、この「教育」を取

った方については全部がかかわっていますよ、と。細かい所を見ていくと課題も出てきますが、整

理の仕方として、説明するためには解りやすいかなと思いますので入れさせていただきました。 

１７中間まとめの本の発表のあと、全国の盲学校・聾学校・養護学校の校長の方に調査をして、そ

れから最終報告に向けての調査研究に入ったわけですが、17 年度までに盲・聾・養護学校では策

定するということが『障害者基本計画の重点５ヵ年計画』に示されて、各学校とも17年までにはこれ

を策定して実施していくんだという認識をもって取り組んでいるところです。16 年度というのはその

準備を急速に進めていっているという状況で、今も、研究も日々新しい情報が入ってきて変わって

いくということです。私ども校長会の情報としても、各学校が取り組みを進めているところで、次々と

新しい取り組みの情報が入ってくるという状態であります。そういうことで、この調査については昨

年の 8 月におこなったものでちょっと古いのですが、学校というのは年度の途中ではあまり体制を

変えないということがありますので、12月に出されたこちらの研究所の速報と比べても、そんなには

変わらないかなと思いながら今見ているところです。 

・１８まず「個別の教育支援計画」の策定状況はどうだろうかということで見ると、これは 16 年度中に

実施で今準備をしたりもう既に実施したりしている所と、17 年度に実施するために準備をしていると

いう所との割合を示したものです。すでに14％。冒頭で約1000校と申しましたが、回答が約850の

学校から戻ってきております。 

・１９これは先ほどの研究所の調査でも、特別支援連携協議会との関係がまだなかなかうまくとれて

いないという話しがありましたが、私どもの方は学校の置かれている地域でこういった連携協議会

ができていますか、という訊き方をしました。青色の部分が、うちの地区にはありませんという回答。

まあ、なかったら作っていってくださいよ、ということでお話しをしているところです。 

・２０続きましてこれは、校長あるいは学校はどのように進めようとしているか、ということで訊いたと

ころです。後ほどネットワークの所でお話ししますけれど、広域特別支援連携協議会あるいは地域

の特別支援連携協議会といったものを踏まえて、児童生徒一人一人に対して支援をする関係機関

が集まって支援会議あるいは支援相談会議、まあ支援のための会議を行うという組織になろうかと

思いますが、この辺のことをどういうふうに考えて準備をしていますかという質問です。8%という青

色の部分は、一人一人に支援のための会議を実施しながら、一人一人に支援をしていくんだと計

画していることを表しています。ただ多い所は 400 人を超える児童生徒を抱えている盲学校・聾学

校・養護学校もありますし、17 年度にいっぺんに児童生徒を対象に一人一人の支援会議を行って

いくというのは学校もかなり厳しいし、そのたびに関係機関に声をかけていたらこれはなかなかでき

ないという状況もある。こういう声も大きくきかれるところです。従って地域ごとにまとめて、ある程度

どういう児童生徒が地域にいますよ、ということを踏まえて実施していくという計画を立てている所

が 6％。一番多いのはやはり、必要なケースに実施していくんだろうということです。これは先ほど

『２１世紀の特殊教育の在り方』が出た時に、一人一人の支援をしていくんだということで取り組み

を始めた学校もありますと報告しましたが、それ以前からかなり、学校だけで解決できないような家

庭の問題地域の問題を含めて関係者に集まっていただいて、協力しながら支援をしていくという手

法は各学校はとっていたと思います。これは盲学校・聾学校・養護学校に限らずやっていることだと

思います。今回の教育支援計画というのは、これらを全児童生徒にやるというのが課題になってい
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るかと思います。そういう過程の中で、今こういう回答が出ていると思います。 

・２１それから学校内の分掌などの整備はどうなっているか、校内委員会が設置されていますか、と

いう質問に対して約 66％が設置していると答えています。これは、準備のためにいち早く組織整備

をしてきたということではないかと思います。 

・２２それから「個別の教育支援計画」策定委員会。実際に作っていくための委員会がどういうふうに

できているか。半分まではいかないですが、約 44％の学校が既にこういった委員会を設置している。

ただ、今までの分掌を活用しながらやっているというところも当然あろうかと思います。これも何らか

の形でそういったことを担当する分掌が、これらの学校におかれている現状であるということです。 

・２３特別支援教育コーディネーターです。指名状況はこの段階で 66％なんです。２４中身をみていき

ます。約60％が1人を指名している。研究所の調査は、1人 2人 3人 4人 5人という形で全部パー

センテージが出ておりましたが、2人から 3人という複数で指名している所も 40％ということです。こ

れは先ほどもちょっとお話ししましたが、盲学校・聾学校・養護学校は大所帯ですし、地域も様々に

抱えておりますので、当然 1 人でこれらをこなしていくのは難しいだろうということと、実際に動ける

体制作りをしていくためにはただ指名をすればいいと言うわけではないので、次を見ていただくとわ

かるのですが、２５時間軽減ができるとか、あるいは持ち時間なしで専任で配置している。まだ制度

的な改訂は行われていないわけですが、現段階ではコーディネーターのために加配するという制

度は都道府県によってはあるかもしれませんが、全国レベルではないということで、この辺を苦労し

ながらやっているということだと思います。14％が授業なしで専任でこの仕事に当たっている。それ

から何らかの時間軽減をしながら当たっている、というのが約半数。ただ 36％については、普通に

担任をしながら、授業をしながらこの仕事をやっているという状況がある。２６学級担任についても、

兼務している所が 35％。 

２７今のようなことを踏まえて、中間まとめの中身に触れながら、具体的にどういうふうに「個別の教

育支援計画」を考えていくかというところを簡単にお話しします。これは既に中間まとめの冊子も出

ておりますし、今まで様々な報告の中、特に『今後の特別支援教育の在り方の(最終報告)』の中に

詳しく出ていることのおさらいということですが、概要という形で見てみます。 

２８目的は先ほどから何回も繰りかえされていますが、一人一人のニーズに応じた形で生涯に渡っ

た一貫した支援を行うこと。そのために、学齢期を中心とした教育機関が中心となって、この教育支

援計画を作っていくということです。 

２９内容ですが、これは都道府県等で、特別支援教育の推進のために様々な報告あるいは指針が

出されて、その中に「個別の教育支援計画」の位置付けもされながら様式等も出されておりますけ

れど、おおよそこういった中身が網羅されている様式が多いと思っています。ニーズ、支援の目標

と内容、それぞれの分野からの支援及び支援を行う機関、支援者、必要があればそれぞれの役割

分担を明確にしていく、それから先ほどお話ししましたPlan-Do-Seeのサイクルでいきますので、次

の評価の時期。これは場合によっては緊急、臨時に等も当然あると思いますが評価の実施時期、

方法、内容、誰がかかわるというあたりのところも明記をしています。それから評価をして次に引き

継ぐ場合、評価結果と改善内容について、あるいは引き継がれた経過についても解るようにしてい

る。こういう個人情報をたくさん含む資料の扱いということで、個人情報の保護に関しては後で触れ

ます。 

 14



３０それから策定のプロセス、これについても各学校の個別の指導計画の進み具合とか、あるいは

地域のネットワークのでき方とか、あるいは学校の中で実態把握をどのようにしているか、そういう

ことによってそれぞれが工夫しながら進めているということになろうかと思います。基本的な部分で

は、ニーズの調査、あるいは教育支援計画ですので当然就学する前の段階で個別の支援計画が

できているということを前提とすれば、それを引き継いでいくということになります。そのニーズ等の

調査及びその内容を受けて、支援の目標・内容、支援機関等を検討しながらそういった所と連携を

とっていく、そしてその中でそれぞれの支援内容を話していく。ここまでで実際話し合いをして、おお

よその計画ができるということですね。そして5番で実際に支援をし、6番目は評価、改善。３１こうい

ったサイクルで行われるわけです。この「個別の教育支援計画」を進めていく時に何度も、学校だけ

で完結するものではないというお話しがありましたが、関係機関との連携による支援というのが非

常に重要になってくると思います。しかもそれぞれがバラバラに対応するのではなくて、連携を組み

ながらということですので、当然、先ほどお話しした特別支援連携協議会を中心とするネットワーク

というものがきちんと機能していかないと、有効な支援はできないと思います。そういう中でそれぞ

れの学校でどのように取り組んでいくかといった時に、現実に学校が置かれている所の、現在ある

資源をどう活用していくかという観点が大事だろうと思います。既に情報交換が行われているような

ネットワークが当然あるわけですのでそういう所との連携、まあ現実問題としては教育の場合難し

いのは、全部が全部ではないとは思いますが、今こういうケース会議等をおこなっている福祉のケ

ースなどをみると、いわゆる教員が言う勤務時間の範囲に収まるようなケースは非常に少ない。学

校の勤務体制をあまりにも考えて、生徒が学校にいる間とか、そういうことを言っているとこれはな

かなか難しいなと思われます。これは表には出てないのですけれど、実際議論するとかなり出てき

ます。教員の勤務時間をもう少し弾力化しないと、コーディネーターの役割を果たして連携をしてい

くのは難しいですよ、ということも出てきています。このような、情報交換をお互いにやっていくネット

ワークということと合わせて、先ほどアンケートのところで少し触れましたけれど、実際に一人一人

の「個別の教育支援計画」を作るためのネットワークというか、支援会議のためのネットワークです

ね。３２学校としてはある程度の資料集めをしながらこの支援会議を実施して、支援計画を作るため

の資料をまとめていくという役割がある。これをもとに一人一人の支援のための会議を開いて、関

係者も含めた形で策定していく作業になるというのが理想形というか、現実にはかなり厳しいです

が進めながらそういう取り組みをしていくんだという考え方、図に示すとこんな感じになろうかと思い

ます。連携協議会があって、一人一人の支援のためのネットワークあるいは会議というのがここに

ある。３３一人一人によってニーズが違うので参加する支援機関が違いますよ、ということも若干示

してあります。本人を中心としてどのような支援機関が現在あるかとか、あるいはニーズに対応す

るための支援機関をどのようにしていくかということで、比較的担任の先生たちが見やすいのかな

ということで挙げておきました。 

３４この計画をずっと策定していくための学校の中の組織とか都道府県や市町村の組織というのは、

今までお話しした中に何回か出てきていると思うのですが、３５その辺の各自治体の役割ということ

で、これは特別支援連携協議会が医療、福祉、労働を中心として教育との絡みを考えていく必要が

ありますよと、３６市町村についても同様な役割がありますよということです。 

３７盲学校・聾学校・養護学校の中ではコーディネーターをきちっと置いて、学校の中に校内委員会
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とか策定委員会などを作っていきながら連携を図るとか、あるいは学内で保護者との連携をはかる

とか、実際に策定するのはおそらく担任ということになって、担任とコーディネーターとの連携のた

めの組織体制を作る。そういうことが必要になるかと思います。３８これはちょっとおこがましいところ

でもあるんですけれど、盲学校・聾学校・養護学校としては、それぞれの学校の中での取り組みを

進めていく中で、地域の小学校・中学校との連携もおこないながら、自分の学校で作っているノウ

ハウをやはり提供していく必要があると考えているところです。これは私どもの方から盲学校、聾学

校、養護学校の各校長先生達に、是非こういった観点での取り組みもやっていただきたいとお話し

しているところです。 

３９これは計画の引き継ぎの体制ということで、進学あるいは転学に対しても対応できるようにとい

うことですが、そのために地域で書式を統一しているという所もありますし、内容的に一定のものを

押さえていけばそれでも充分にできるという考え方の所もあるということです。ただそれぞれがきち

っとした形で作っていくことによって、まあ当然地域が変われば支援機関等も変わってくると思いま

すが、ニーズとか目標とか、こんな支援をしてきたよ、ということは引き継いでいかなくてはいけない

かなと思っています。４０これはそれぞれの支援地域の中で、こういうことが進められるようなシステ

ムを作っていかなくてはいけないなということと合わせて、こういう書き方はしないのですけれど、

face to face といいますか、都道府県とか大きな団体の連携というよりは日常的に顔と顔を付き合

わせて情報交換をしていく中で、より連携が深まっていくというかっこうで、コーディネーターはこう

いうことも含めて組織していかなくてはいけないかなということです。 

４１実は PTA の会長が使ったスライド、これもお互いに情報交換しながら、私どものスライドを保護

者の方が使ったりという中で進めているわけですけれども、保護者の参画ということで一番その会

長さんがおっしゃったのは、「実際の一人一人の個別の支援計画に保護者が参画するのは当然の

こととして、各学校でこういった制度に取り組んでいく時に、保護者が一緒になって考えていくのが

大事なのではないか」というお話しをなさったのが印象的でした。そのかたの学校では、PTA の会

長さんが職員会議等で、個別の支援計画について保護者というのはこういうふうだ、ということをお

話ししながら学校の中のシステムを作ってきたと伺っています。保護者も重要な支援者の一人です。

保護者の積極的な参画を促して、意見をきいて計画を策定することが重要になってくる。これは個

人情報の扱いということにも後で絡んできますが、計画や実施の段階から、保護者に「個別の教育

支援計画」とはどういうものであるかを理解していただく必要があると思います。 

４３もう１つ、保護者への的確な支援が必要であるということ。これは保護者の方とお話しをすると、

最初の段階、障害があると告知された段階で、その障害を受容していくのに相当支援が必要だと

おっしゃいます。これは学校へ入ってからの場合もあるし、迷ったあげくに盲学校・聾学校・養護学

校に入ってきた、そのあとのフォローというケースもありますし、教育機関以前に福祉機関とか医療

機関と関わっているということもありますし、その辺での支援、支えが一番大事だとおっしゃってい

ます。これも印象的でした。４２今ここに保護者の役割と書いてあるのも、その方のスライドから拝借

をしております。本人・保護者のニーズという言い方をしたり、本人のニーズという言い方をしたりす

るんですけれども、基本から言うと本人と保護者のニーズというのは全く違う。別物であるということ

で、保護者は本人の実態を把握した上で、本人の意思を代弁する役割があるんじゃないかという

ふうにその PTA の方も捉えていたと思います。 
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４４個人情報の保護です。これは 4 月から個人情報保護の法律が施行されますので、充分注意を

していかなくてはいけないと思います。あまりにも細かい実態把握から支援計画までを記入してし

まうと、なかなか保護者としても全部を出してもらうというのは厳しい状況になって、共有していく情

報というのはある程度絞っていく必要はあるかなと思います。ただ、あまりにも個人情報の保護とい

う、これは大事なんですが、これを心配するあまりに、情報が活用されないというのも困るなという

感じです。 

４６あとは各学校の中で、盲学校・聾学校・養護学校がどういうふうに準備をしていくかといことで、

17 年度に取り組んでいくんだ策定していくんだということを受けて、盲学校・聾学校・養護学校が取

り組みをどんどん、それぞれの状況に応じて進めているという段階です。これは児童生徒一人一人

によっても違いますし、地域の状況によっても違います。それぞれの学校が本当に、この教育支援

計画が子どもたちの支援を有効にしていくような中身になるように、工夫して進めてくださいというこ

とです。またそれを情報交換しながら、お互いにより良いものにしていこうというふうに今考えている

ところです。 

繰り返しになりますが、一人一人の児童生徒のニーズによって一貫した支援を行う。これはモデ

ルは示されていない、自分のところで工夫してやってくださいという考えかたです。 

４７ただこの時期ですので、連携をするというのはどこかが声をかけていかなければ、なかなかうま

くいかないということもあります。よく福祉の方から、学校はブラックボックスで何をやっているのか

わからないというご指摘も、いろいろな学校で受けているようですが、敢えてそういう中へ入ってい

って、学校からも積極的にアプローチして、児童生徒のために計画を作れるようなネットワークを作

っていくということが大事なことだろうと思っているところです。で、実態に応じた取り組み、本人・保

護者のニーズを基に計画を作っていこうと。完璧なものを作ってそれからスタートしましょう、という

のは厳しいのかなと思っています。我々は研究者ではなくて現場の校長達の集まりですので、実践

していく一歩でも踏み出していく。あまりいい加減なことはもちろんできないわけですが、一定課題

は課題として押さえながらも踏み出していくことが大事なんじゃないか、そしてその中でよりよい計

画を作りあげていくという考え方です。 

４８このように進めていくと、先ほどツールというお話しがありましたが、この「個別の教育支援計

画」はネットワークを作って広げていくというツールであり、支援機関や支援内容を広げていくための

ツールになる。そういう広がりの中で、本人とか保護者がどのように地域社会の中で生きていくかに

伴って、ニーズも変わってくるだろうというふうに考えています。また、関係機関との連携をしていく

ことによって、学校の専門性を活かした支援をしていくべき中身も明確にされていくだろう。ゆくゆく

は、個別の支援計画に一本化していく途中ものであると考えています。何回か保護者の方の言葉

を引用しましたけれども、保護者とお話しして一番きくことは、いろいろな機関に行くたびに、生ま

れた時のことから、何がしたいんだとか根掘り葉掘りきかれる。その辺の連携はいったいどうなっ

ているんだ、と。なかなか教育としては、うまくつながってないという現実も踏まえながら、これから

きちっとした形で、支援計画という形でつながっていきますよ、という説明をさせていただいていると

ころです。４９保護者のかたからの意見を受けて、私どもの方もこれを議論しながら、年度内に何と

か出せるかなということで進めている所です。昨日からきょうの流れの中でうまく話しがかみ合わな

い所もあろうかと思いますが、私どもの「個別の教育支援計画」についての取り組みをお話をさせて
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いただきました。ありがとうございました。 

 

（司会） 

ありがとうございました。岩井先生から、「個別の教育支援計画」策定に向けての課題と、それに

ついての方策ということ、校内体制あるいはネットワークの問題、そして保護者との関係、個人情報

の管理を含めてお話しをいただきました。あらためて先生に感謝申し上げます。 
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これから研究協議に入りますが、プロジェクト研究の中間報告をいたしました西牧先生と、話題提

供をしていただきました岩井先生に壇上に上がっていただいて、皆様方との意見交換を、皆様から

ご意見をいただきたいと思います。発言の際には、所属とお名前をお伝えいただければありがたく

思います。どうぞ積極的なご意見をいただきながら、私どものプロジェクト研究の今後の進め方に

ついても協議していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（質問要旨） 

① 保・幼では、個別の支援計画の理念と具体的策定は、どこまで進んでいるのか。 
② 市町村によって状況が大きく違う現在、連携協議会に関するイニシアチブをとるのは誰か。 
③ 各領域が連携協議会として恒常的に集まることが難しい現状で、学校レベルでのネットワーク
の協議会があれば集まりやすいかと思われる。これに関して市町村で具体的な動きがあれば

どのような状況か。 

④ 個別の支援計画について、福祉労働ではどう進めようとしているのか、意識、体制、組織の動
きはどのような状況か。 

（質問要旨） 

① 一番大元の個別の支援計画は、どこがどのようにして進めるものなのか。 
 

（司会） 

 ありがとうございました。それでは西牧先生から。 

 

（西牧） 

幼・保の連携というのは、国のほうは組織上いろいろ進んでおりますが、多分それは地方によって、

障害のある子どもを上へ上手に移行していくという試みは様々だと思います。ただ、国としてやるべ

きこと、地方としてやるべきこと、現場としてやるべきこと、実はきょうお伝えしたかったことのひとつ

が、問い方として、医療の中に個別の支援計画がありますか、という問い方をすると多分ないという

返事になると思います。ただ、１人の子ども、それが小児科であった場合ですね、その子どもをどう

サポートするかという視点で考えれば、医療の中は、そこの医療機関がどう所か解りませんが、

様々なチーム医療を展開しつつあります。それは病気によってもいろいろあります。 

保育所・幼稚園の場合も、是非ヒントとしてきいていただきたいのですが、まず、個々の子どもの

緊急性が高く何とか連携を進めようと思った場合は、あなた自身が連携をとりに行かないと無理だ

と思います。 

それ程緊急性がなくこれから皆さんの地域でシステムとして作っていこうとすれば、まず勉強して

いただきたいのが、その市町村の「地域福祉計画」。必ず今はもう 90％以上の、全国 3000 余りの

市町村で、地域福祉計画というものが法定計画として作成されているはずです。その中に学校とい

う名前があるかどうか、で大きくかわってまいります。もう１つは、「次世代育成計画」というのがどこ

の自治体でも作られているはずです。まず学校の先生は、そこの市町村の行政計画を見ていただ

きたいと思います。その中に教育とのかかわりが書いてあれば、それがとっかかりになります。これ

がシステム化していくための１つの手法です。 
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もう１つは、これは従来型の地域作りの手法ですが、やはり皆さん方が地域に出られて仲間作り

をしていく方法があります。これは個々の連携をいかにシステム化していくかという方法で、ある意

味では様々な社会運動がこのような方法で地域のシステム化、または行政に対して様々な施策作

りに寄与していっております。皆さんの地域がどういう地域かわかりませんが、必ず今はそういう運

動が皆様の近くにあると思います。それはモデルとすれば、障害者のレベルであるかどうかはわか

りません。例えば精神障害者の運動の中にそういうモデルがある場合もあります。母子保健の、子

育て支援の中にモデルがある場合もあります。ただもう１つ必ずおさえておいていただきたいのが、

地域の「社会福祉協議会」です。これは今、すばらしい動きを全国で展開しています。そういう中に

皆様方の学校という枠が入っているかどうかを確認していただきたいと思います。地域に出るとそ

のような様々な情報が入ってきますので、そういうものをどう利用できるかを考えながら、特別支援

教育というものをそこでＰＲしていく。そういう自主的なダイナミックな動きが多分、質問を下さったお

２人への答えにはならないですがヒントになると思います。充分な答えにはなっていないと思います

が、具体的な地域の情報をもってきていただければ、これがヒントになるというサゼスチョンはできると

思いますので、もう少し情報を教えていただければありがたいなと思います。 

 

（司会） 

ありがとうございました。岩井先生のほうからもお願いします。 

 

（岩井） 

盲学校・聾学校・養護学校を考えても、各学校によって「個別の教育支援計画」の作りかたはかなり違

っています。当然、個別の指導計画の作り方についても違っています。就学前機関で個別の支援計画

ができている状況はどうかというと、福祉関係については個別の支援計画を作るということで作成されて

いる所もたくさんあるのですが、中身については「教育支援計画」とはかなり違うというふうに思います。

そうやって考えていくと、学校が教育的な指導としてやる指導計画と支援計画は違うと思いますし、就学

前の保育園、幼稚園あたりの養育計画とか保育計画とか、そういうものは多分学校は引き継いでいると

思います。そういうやり取りの中から、これを支援計画に発展していくにはお互いにどうしたらいいのか

という、ネットワークの作り方というか連携の仕方をしていくのが、おそらく現実的なんじゃないかと思い

ます。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

質問されたかた、よろしゅうございますか。いかがでしょうか。 

それではほかに。 

先ほど出ました、保育園、幼稚園との関係の中で、私どもの研究協力者である渡辺さんがいらっしゃる

のですが、これについて何かございませんか。横浜の事情も含めてですが。突然で申し訳ありませんが

よろしくお願いします。 

 

（渡辺幹夫） 
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横浜市南部地域療育センターの渡辺と申します。昨日の宮田さんが会長をなさっている、全国肢体不

自由児通園、それから関東地区の各知的障害児通園の方々のところに、教育との連携は今どうなって

いるかというアンケートの返事がやっと先週集まりまして、これからまとめていくのですが、目を通したと

ころ、だいたいやはり、教育との連携をやっている所もありますが、上手くできていないと書かれている

所がざっとですが多かったように思いました。これはちゃんとまとめて、このプロジェクト研究の中に入れ

ていきたいと思っています。先ほど岩井先生がおっしゃったように、中身のある連携がとても大事と思っ

ていますし、やはり顔と顔、知り合うということを積み重ねていくしかないのかな、と思っています。いろい

ろありますが以上です。 

 

（司会） 

ありがとうございました。ほかにございますか。特にないようですので、昼食の時間といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 昼食 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21



パネルディスカッション 

（西牧） 

朝からいろいろな話が続いております。午後はかなり密度の濃い部屋になっていますので、眠くな

ろうかと思いますが、そこは話の内容で和気あいあいといきたいと思います。 

このパネルディスカッションで我々が目標としたのは、「障害のある子どもを育む町作り」ということ

です。今は「個別の教育支援計画」をどう作ってもらったらいいか、ということが時の課題であるわ

けですが、それが少しづつ出来かけてきており、それではそういうものが最終的には何を目指して

いるのか、という情報提供をさせていただければと思っております。 

きょうのパネリストの方は、それぞれ相互に関係のある方もおられますし、全く独自でそういうお仕

事をされている方もおられます。一番目は、学校現場としていろいろな試みをされています海老名

市立中新田小学校の校長先生の新野先生から、学校現場での試みについてのお話をしていただ

きます。次に、養護学校のセンター的な機能、教育相談機能を使いながら地域の学校をどのように

支えていくかという視点から、神奈川県立伊勢原養護学校の鈴木先生。それと県の教育委員会の

立場から、単に要望を出すだけあるいは現場でやってねというようなことではなくて、実際に自分で

動かれて県内の小学校レベルまでさまざまなところの情報をつかみながら活動されておられます、

神奈川県教育庁の指導主事である安藤先生から県の役割について。そしてその県のモデル事業

であった教育相談体系化事業を受けて、横須賀市、特殊教育総合研究所がある市なのですが、そ

こがさまざまな取り組みを始めました。その中心になっていらっしゃいます横須賀市教育委員会の

三浦さんからその辺りのお話をしていただきます。また「個別の教育支援計画は連携をめざすも

の」となっておりますが、市の行政レベルで様々な、特に子育て支援計画であるとか様々な行政計

画に携わっておられます横須賀市子育て支援課の平澤さんから、教育と保健、福祉、医療が行政

としてどのような連携をとりながら協力して支援体制を作っているか、そういうお話しをしていただき

ます。 

トータルで完成品が目の前に示されるわけではありません。それと、例えば地域毎で非常に特性

がありますから、これは神奈川県だからできることだ、そのように思われる方がおられるかもしれま

せん。しかしその中に何らかのモデル的なものを見出していただければ、多分この中にはどの地域

でも使えるようなヒントがたくさん隠されていると我々は考えました。そのような一端を是非勉強して

いただければと考えております。 
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（司会） 

それではさっそくですが、話題提供に移らせていただきます。順番は今西牧からご紹介がありまし

たとおり、まず新野先生よろしくお願いいたします。 

 

（新野芳久） 

みなさんこんにちは。今紹介されました、海老名市立中新田小学校の校長をやっております新野

と申します。よろしくお願いします。一番バッターというのは、ホームランもヒットも打たなくて振り逃

げでもいいから何とかあとへ繋げばいいという、そういう気楽なつもりでお話をさせていただけたら

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

私の学校はこの２年間、昨年度と今年度、特別支援教育の推進モデル事業ということで進めてい

る。何か形にまとまっているということではなくて、今現在進めているということです。ですから何か

素晴らしい実践をやっているとかそういうことではなく、迷っている学校の代表として出ろということ

なのかなというふうに思っていますので、その様子について少しお話しをさせていただけたらと思っ

ております。レジュメの50頁51頁に私どもの概要が書いてございますので、それに基づいてお話し

たいと思います。私の学校は児童数が約 530 名です。全学年 3 クラス。だいたい 1学級が 30 名程

度の学級ですけれども、その他に特殊学級が情緒障害と知的障害の 2 つあります。それから昨年

度から情緒の通級指導教室を開設しております。そういった中で職員 30 名という、中くらいの学校

かなと思っております。 

私は赴任して 4 年目になるのですが、正直なところ 4 年経ってだんだん難しくなってきた気がしま

す。何が難しくなってきたかと言うと、子どもにどう対応したらいいのかということ。先ほど見たら、ロ

ビーで『自閉症のことわかってよ』という本を売っていました。うちの学校では、担任が「校長！うち

のクラスの子どものことわかってよ！」それが叫びなんです。以前は担任が私の所へ来て「この子

どもはこうです。家庭の状況はこうです。これを見てください」私は「じゃあこういうふうにしたらどう

か」「じゃあ親呼んでよ、私が話すから」という形でやってきた。１対１でやってきた。そういうふうな感

じだったのですが、なかなかそれではやりきれなくなってきた、というのがひとつあります。それから

学校の力だけではどうしようもない。先ほども個別支援計画のことが出ていましたけれども、学校だ

けではやりきれない。家庭に主に要因があったり、いろいろなケースがでてきた。正直いいまして担

任が要因な所もあるんですね、でもあまりそういうことを言うと怒られてしまいますから、言わないよ

うにしているんですけれども。その中で何とかしていきたい。ですからこの特別支援の事業を受け

ましたのも、私は自分の学校でたくさんいろいろな子どもたちをかかえている、後からお話しますが、

そういう子どもたちを何とかしたいという教師の思い、私自身もそう思いますし、それを何とか解決

していきたいな、と。解決と言ったって、しっかり解決しようなんてことじゃなく、少し見えるようにして

いきたいな。それには人材も含めて学校だけの視点ではやりきれないだろうな。で、この事業があ

ったから私は乗ったのです。本当は、あんまり言っちゃいけないけど、県とか国とか市の事業はあ

まり好きじゃないんです。こういう研究委託というのは絶対受ける気はなかったのですけれども、こ

れだけは今、自分の学校の子どもの実態を見た時にどうしても必要だろうなと思ったのです。地域

の専門家が来てくださる。ここにも来られていますけれども安藤さんが来られたり、いろいろな関係

機関が学校に手をかしてくれるという訳ですから、これは何とかうまく使っていこうかなと、そういう
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発想でこの事業を受けたんです。この事業ありきじゃなくて、何とかしていきたい。そこにも書きまし

たが言い方は悪いですけれど、役に立つものが来たら何でも利用しよう。それで今、学校がかかえ

ている子どもの問題について少しでも解決していきたいな、ということがいちばんの発想です。です

から職員に話をした時にも割とスムーズにこの研究をやろうと、あまり組織とかそんなこと言いませ

んでした。子どもを何とかしたいから、いろいろな人も関わってくれるから、我々も少し楽になるし問

題の解決に向かうだろうということで、やってみようということで職員とも話をしていったんです。通

常級は 18 クラスありますけれど、18 クラスのどのクラスも問題をかかえています。きのうも児童相

談所へ行ってきて、今朝も電話が入ってきたんですけれど、本当に今現在も動いているんです。多

分今この時間ですと清掃の時間ですので、誰かが飛び跳ねていまして、また誰か先生が飛び跳ね

ているんじゃないかな、そんなふうに思っています。そんな中で校長が出てきてしゃべっているのも

どうかなとも思いますけれど、いろいろな形の問題を何とか解決していきたいなと思って。 

子どもは問題をかかえてない訳です。担任は、多動であるとか自閉的な傾向があるんじゃないか

とか、遅れがあるんじゃないかとか、LD っぽいんじゃないかというふうに思っています。しかし子ど

もはそんなことは思っていないし、なかなか保護者もそういうふうには思わない方がたくさんいらっ

しゃいます。中には、父親も若い頃そうだったからもう少したてば治るだろうという思いがあったり、

それは担任のやり方が悪いからだよ前の学年の時はそういう問題はなかったじゃないの、と。とい

う中で親の方の認識もなかなか深まっていないという実態もあります。 

そういう中でみんなで取り上げていこう、ということで考えたわけです。しかし正直言いまして毎日

学校は忙しいですから、新しいことをやるというのは、子どもの問題を解決したいからいいんですけ

れども、非常に難しいところがある。それでできるだけ負担にならないように、ということで考えまし

た。その中心になるのが、3 番に書きましたけれど、校内委員会。校内委員会については、うちは

児童指導部というのが各学年から出ていますから、それとは別につくろうと思いました。県内のいろ

いろな学校の校内委員会のメンバーも見ましたし、いろいろ教えていただきましたけれども、これ以

上会議が増えたら先生方がいやなんです。悲鳴をあげちゃうんです。私も会議は減らせ減らせと言

われてますから。それでそこにも書きましたけれども、学年会を毎週おこなっているわけですから、

その時間に級外の学年会を開こう、たまには級外も集まっていいんじゃないの？お茶飲みながらお

しゃべりしていいんじゃないの？ということで始めようと思ったんです。今 7 名で構成しています。校

長、教頭、教務、それから後で言いますけれどコーディネーター、それから級外の職員、養護教員

も入れています。それで構成している。うちの学校は、3 年生以上が少人数と T・T をやっています

ので、級外を集めると 3 年生以上の子どものことはだいたいわかるのです。網羅できるんですね。

そういう意味で、そのメンバーで多分大丈夫だろうと。そうすると他の先生方に迷惑かけない。で、

何かあったらその委員会の中に呼ぶんですね、30 分程度と約束して。それで情報を交換する。そう

すると負担にならないで、いろいろな形でやっていけると思いました。それと学年会は毎週木曜日

なのですけれど、月末の木曜日を一応正式の会議にしてあとは日常的に会議を開く。正式の会議

ではないですけれど、朝の打ち合わせが終わったあと先生方が職員室で、今朝あの子はこうだっ

たよ、とそこでバババッと話しをするんですね。それから給食の時間もだいたいみんな集まりますか

らそこで、あの子 3 時間目に廊下へ出てこうだとか、今どこそこの上に上がってるとか、じゃどうしよ

うか、じゃ給食の後に行ってくれとか、そういうような形。頻繁に、正式な会議ではないですけれども

 24



いろいろな形で話しをしていけるというふうにしている。無理のない形でお互いに情報を共有して子

どもに当たっていきたい、というのが発想の 1つです。 

その中心になるのがうちはコーディネーターで、児童指導の担当者でもあります。男性で 50 前半

ですけれども、職員からの信頼を受けている職員であるということがあります。今年から県は3年計

画でコーディネーターを養成していますので、きのうまで年10回頑張って行ってきたのですけど、か

なり学校の中で中心になってやっています。20 時間くらい持っていますから、正直言ってかなり大

変です。休み時間とかいろいろな形の中でやっています。そんな中で校内委員会では、上がってき

た子どもの中から相談をして、この子について重点的にやるとか、大きな課題を抱えているからい

ろいろな所との連携を含めてやっていかなきゃいけないという子どもについては、定期的に会議を

開いている。その中でまたやっていきます。それから先ほど言いましたように緊急時。うちは緊急が

多いんですけれど、“緊急”って言わないんじゃないかなと思うくらい、そういう子どもが非常に多い

です。そういう中でチームの対応を、ということでやっています。そこで初めは話をするだけだったん

です。いろいろな先生がそれぞれ関わっていますから、いろいろな情報が集まってくる。それを１つ

に校内委員会でまとめて、じゃあどうしようってやっていたんですけれども、なかなか共有できない

ところが出てきます。みんなそれぞれ忙しいですから。 

その中でコーディネーターが中心になって記録みたいなものをまとめていこうよ、それから担任か

ら学級での様子や何かを書いてもらって、それをまとめてみようよ、と。それが１つのシートなんで

す。ここにも書きましたけれど、もちろん他の学校のシートも参考にしましたけれども、それは参考

にしか使いません。だってシートを書くことが目的じゃなくて、学校で子どもを指導したり支援するた

めに何が必要か、何がわかっているか、それを書けばいいわけで、足りなかったらそれを書いても

らうというかたち。初めにシートありきではない。シートはもちろんあります。ここやめよう、ここ狭い

からあとなくていいよと、名を取るより実を取る方がいいです学校では。そういう形でシートを作って

います。また多分変わってくるかもしれない、これから。名前が変わってきたり書式が変わるのなら

構わないです。学校で何が必要で何が役に立つのかということがわかるようなシートを作っていこう、

この中で具体的な支援計画を作っていこう、と。学校の中で担任は何をやるのか、関わっている先

生方は何をやるのかどうかかわるのか、それから家庭や地域に対してはどういうことをお願いして

いくか、その中で何をやってもらうか、ということが少しずつわかるようにするんです。初めからなん

て全然書いてないです。何回も繰り返し会議をやるわけです。この情報はここの人たちがわかって

いる、これはまるでわからないよと、その中で付け足していく。うちのやり方はみんなそうなんです。

何かを決めるのじゃなくて一応決めて、その中でプラスしてつくっていけばいいんじゃないの、と。先

ほどみたいにコーディネーターという名前ではなく、誰か中心になってやってくれる人がいればいい

んです。資料だって、必要なものが書いてあればいいじゃないか、と。うちの学校の先生方は子ど

もの問題かかえて必死ですから、そういうことを頼んでも割と書いてくれるんです。きのうも児相へ

行くために、先週の金曜日に「これがほしい。これがあると児相へ行った時に私が必要な話ができ

るから」と言ったら頑張ってちゃんと書いてくれましたから。これが「書け」と言ったら、なかなか書か

ないでしょうけれど。そういう形でやってます。 

それから、そういった私どもを動かしてくれるのが相談支援チームなんですけれども、海老名市で

は学校訪問相談員制度というので心理職を派遣してくれます。それから県の安藤先生、巡回相談
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員、養護学校の地域支援担当の 4 名の先生方に学校に来ていただけるわけです。この人たちを私

の学校では相談支援チームの中核にしているんです。まずここに相談するんです。ですから相談

支援チームは図に描くといろいろな所からたくさん裾野が広がってます。学校にはそんな知恵ない

んです。私にも。だからその 4 人の人たちに相談してそこで、どこに繋げたらいいのか、どういう対

応をしたらいいのか教えてもらうんです。それで他の所へ当たっていく。相談支援チームを拡大して

いくのです。それを私は 2 層だと思っているのです。中核があって回りがある。この前コーディネー

ターに話したら「校長さん、それは 3 層なんじゃない？だってもっといろいろな人がいるから」とか言

われたんです。そうかなあと思ってますけども。私どもはそういう中で仕事をしています。県の関係

も、最初はそんなに回数も多くなかったのですけれども、できるだけ多くしてください 5 回でも 6 回で

も 7 回でも 10 回でもいいですから、ということでやってます。それから海老名市には学校訪問相談

員制度というのがあって、年間だいたい 30 回くらい来てくれるんです。ところが午後からなんです。

2 時から。教員を支援するのが趣旨ですから。でもそれじゃあ話しにならないので、30 回を 15 回に

すれば午前中にも来られますね、お金の問題では。それでちゃんと約束して、うちの学校は１日来

てもらうんです。そういう形で、本当に相談支援チームがうちの子どもたちのことをみてくれて、相談

にのってくれて、いろいろなアドバイスをいただいく。それが非常に私どもを勇気付けてくれるなと思

っています。 

具体的な事例として、そこにありますけれども、そこに１から８まで、こんな子どもがいますよという

ことが挙げてあります。これは本当に概略だけです。で、この分け方もいいのかどうかわかりません。

障害があるとかないとかは関係ないんです、私には。自分の学校で担任が困っていたり、学校が

困っている。そういう子どもを全部対象にすればいいわけであって、不登校もいるし、LD もいるし、

いろいろな子どもがいる。そこに何も線引きする必要はないし、線引きしたら私どもやっていけない

から。何も関係ないんです。問題をもっていたら全部対象。そういうことでやっています。学校だけ

ではなにぶん足りませんから。 

 

                       （事例省略） 

 

 学校で進めているのは、地域の人たちも、民生委員も、児童相談所もそうだし、うちの学校は自治

会もいろいろ協力してくれます。それから安全管理員さんという学校を守る人が来てくれる。そうい

う人にお願いしたりするんです。 

学校でやりきれることはわずかなんです。だからみんなの力を借りるのです。校長はそれをお願

いするのが役割かな。だからうちは、自治会でも週に１回は私はこうしておしゃべりをしています。

私がやることはコーヒーを一緒に飲むこと、おしゃべりをすること。そうするといろいろな情報が入る

し、こちらも頼めるんですね。そこからまた広がっていくんです。私は今 4 年目ですけれど、あと３年

しかありませんから。せいぜい校長は７年、うちの学校の職員もせいぜい８年です。８年したらどこ

かの学校へ行っちゃうんですよ。ところが子どもはずっとそこで生活していかなきゃならないんです

よ。地域の人を知っている、地域の人に知られるというのはすごく大切なんです。だから地域の人

やいろいろな人を、できるだけ入れているんです。まだ全然ですけどね。そうすることによって何か

解決する方向が出てくるのではないかな、と思っています。 
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あと、学校としては少しずつ、最後に書きましたけど、組織的にみんなの力でちゃんと子どもを見

ていこうやという気持ちは少しずつ育ちつつあるのかなということです。 

非常にまとまりのないお話しをしましたけれど、空振りで逃げますのでよろしくお願いします。どう

もありがとうございました。 

 

（司会） 

新野先生どうもありがとうございました。空振りでも次へ繋げればというお話しでしたけど、もう十

二分に本音を交えてお話しいただいたと思います。次の人から少し話し易くなったのではないかと

思います。 
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只今は校長先生のお立場からのお話しでしたが、続きまして、養護学校の立場から鈴木先生に

話題提供者としてお話しいただきます。 

 

（鈴木正一） 

伊勢原養護学校の鈴木と申します。今、新野先生のお話しを伺っていて、こういう校長先生ばかり

だったらどんなにいいだろうなあと思いました。実感です。新野先生のお話しを受けてというかっこう

になるかと思います。起承転結の承という役割かと思いますのですが、新野先生もおっしゃってい

ましたけれど、私もモットーは 使えるものは何でも使っちゃえ ということ。こういう所で何となくとっ

ても親近感を覚えさせていただきました。新野先生の学校でも養護学校との連携というお話しがご

ざいましたが、エリアがちょっと違うものですから、私自身は直接新野先生の学校には係わらせて

いただいてはいないのですけれども、共通する部分があろうかと思いますので、これから養護学校

のセンター的役割と地域支援ネットワークということで、伊勢原での実践を報告させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

２神奈川県内の盲学校、聾学校、養護学校の地図なんですけれども、伊勢原養護学校というのは

ここら辺にあります。ここに、地図には描いてないのですけれど、真ん中に相模川という太い川があ

って、川東と川西では都会と田舎というか、はっきりいっちゃうとそういうような大きな地域性の違い

もあるのですけれど、ここで仕事をしています。因みに、横浜、川崎というのは川東、一番東京に近

い所です。それから全国的に有名な茅ヶ崎養護学校というのはこのあたり、湘南にあります。それ

と、このあとお話しの中で出てくるかと思いますが、モデル事業に携わっている武山養護学校という

学校、これも有名な学校さんかと思いますけれど、このあたり。伊勢原はただの田舎の普通の養護

学校。近隣には秦野養護学校、平塚養護学校、湘南養護学校、平塚盲学校、平塚聾学校、こうい

った具合に点の数でいくと確実に川東の方が点は多いわけですが、西の方は少ないですが半径

10 ㎞で括ったくらいにけっこう養護学校があったりします。今こんなことを考えています。座間養護

学校さん、新野先生の所にお邪魔するのは座間養護の担当、北の方へ行って相模原養護学校、

津久井養護学校、このあたりも１つのエリアかなと勝手にとらえています。何をしているかというと、

こういうことをやっています。１校で担当者１人とか 2 人ですから、できることには限りがありますの

で、近隣の養護学校間で担当者の連絡会というのをやっていこう、とりあえず顔合わせをしていき

ましょうということです。盲学校、聾学校さんは、もう相談事業の大先輩でちょっと遠慮していたんで

すけれど、これから巻き込んでいこうかなと思っているところです。これは県教育委員会さんとか相

談センターさんからの依頼とかモデルとかでは全くありませんので 自主的な勝手なつながりで と

書いておきました。 

３伊勢原の養護学校ですけれど、知的障害の養護学校です。現在在籍児童生徒数 195 名、通学

部門と訪問教育部門 2 つありますけれども、それぞれ人数的にはこのような大きさの学校です。全

生徒 195 名ということですが、これでも減りました。一昨年は 200 名を超えて、もう１本訪問をもって

いたのでトータルで 250 名を超えていた時期があります。 

４さて本題ですが、センター的な役割を担う分掌ということで、本校では進路・相談部という校務分

掌をもっています。その中に進路指導さん、こちらが専任 2 名、担任との兼務 3 名の 5 名で担当し

ております。相談と地域連携係ということで、こちらも専任 2 名、担任との兼務３名という形で対応さ
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せていただいております。もともと進路指導部があって、そこに相談をくっつけた形で本校の分掌は

できあがっています。今も同じお部屋でお仕事をさせていただいています。電話もつながります。で

きればファックスとインターネットに接続できるパソコンがほしいところなんですけれども贅沢はいい

ません。あと、もうちょっと広い部屋がほしいですけど贅沢はいえません。とても自然にやっていま

す。とてもいい案とよく言われるのが、進路が担当する進路指導・移行支援と相談とそれから地域

との協働、地域の自立生活支援、または入学相談、地域の障害児教育の支援、このあたりが入り

組んでいるかっこうで対外的な相談事業を一手に担うような形で動いているという所。このへんが

特徴なのかもしれません。で、この進路に相談がくっついた時に、昔は地域連携という言葉をずっと

使っていたのですけれど、あの、支援はおこがましいという発想だったらしいんですけれども、管理

職の方から、やりたいようにやっていいよと言っていただきました。で、やりたいようにやっています。

やりたいようにやっているのが以下です。 

５これがＰＲ用のパンフレットです。カラー版でなくて申し訳ございません白黒で載っています。みな

さんにお配りしたパワーポイントの資料の一番最後に、連絡先も入っていますので何かありました

ら御連絡ください。こういったような仕事を相談地域連携のほうで担当しているのですが、きょうは

教育相談のところと地域の障害児教育を支援するというところ、こちらのほうしかお話ししませんの

で、他にもやっているんだということは冊子の方に少し書いておきましたので後ほど見ていただけ

ればと思います。 

６教育相談の件数です。3 年分ひろい集めてきました。校内相談とかアスタリスクをつけたところだ

け話します。校内相談の件数が 7  36  27 となっていますが、これはあとでちょっと詳しくお話しし

ます。地域の教員と書いてあるのは、地域の小学校、中学校の先生方からのご相談ということで、

来校していただいた分ですが 20  28  22 と続いています。入学相談等につきましては減ってきて

いる。出張件数ですが、この内容は巡回相談で学校さんにお邪魔している回数です。ケース数で

はなくて回数です。１回行くと 5人みてね、7人なんです、とか言われる場合もあって大変だったりす

るんですけれども、回数としてはこういう回数です。出張件数を 02 年度 03 年度 04 年度と比較し

ていただくと、黄色で囲ってありますが、今年度は異様に多いです。これは何故なのか後でみてい

きます。 

７校内相談が増えたり減ったりした理由について考えてみました。最初の年は相談事業が認知さ

れたということなんだろうなというふうに思います。そのあと減ったのはなぜだろうかと眠らずに考え

ました。正解ではないかもしれませんけれど、こんなふうに考えました。相談担当者である私たちが

直接には係わらないケースが増えてきたんです。担任や学年と外部機関が直接連携しちゃうかっ

こうですね。福祉機関と連携して福祉相談会というのを今年度、分掌の方で始めました。そしたら、

当たり前っていえば当たり前なんですけれど、会場は学校で福祉から来てもらっているんですけれ

ども、学校の中で保護者と外部機関が、教員はぜんぜんタッチしない形で相談していますので、そ

んな理由があるのかなと思う、ああこれでいいなという感じはしているんですけども。直接係わらな

いケース、学級、学年、学区の中にきっとコーディネーター的な人ができているんだろうなというとこ

ろ。もう、相談担当出てくる幕ありませんという感じ。 

８それから、地域の先生方との関係ですけれども、括りました。ひとつは、これは大きいと思います。

個別の指導計画作成相談会というのを行ったんです。これは後ほどちょっと見てみます。それから
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減りました。なぜ減ったのだろうなと思ったんですけれど、ああこういうことかと。来校数は減った出

て行く回数が増えた、こういうふうに考えればいいのかしらと勝手に解釈しています。 

それから入学相談数の減少については、過大状況が解消されてきているという、ただ単にそうい

う事実なんだろうなと。非常に大きくなってしまって、学区割りをちょっと県教育委員会さんでいじっ

ていただいたりした中で今子どもの数が少しずつ減っている、適正に近づいているということ。 

９では出張件数の増加についてですけれど、なんで今年度になって急に増えたのかということです。

まずは個別の指導計画作成相談会というのをやっていろいろな先生方が学校に来て下さいまして、

では次は是非自分の学校へ来て下さいということで依頼が増えてきて、外へ出て行く回数が増えた

ということ。それから県の教育センターの方でコーディネーターの養成講座などをやっているのです

が、県立学校の教員だとお金がかからないからということでいいように使っていただいて、助言者と

いうことで呼ばれたりしています。こういう件数も増えている。それから去年あたりから、市町村の教

育委員会さんの主催の研修会等でも助言者という形で呼んでいただけるようになってきていて、こ

れも結構増えてきているんですね。とうとう市町村の教育委員会の指導主事さんと一緒に学校を廻

るようになってきた。県と市なので、こういうのは難しかったのではないかと思うんですけども。ある

市の指導主事さんはとてもざっくばらんな方で、その方も 使えるものは何でも使え がモットーだと

いうことで似たもの同士なのかもしれないですが、一緒にまわったりすることもあります。教育では

なく福祉関係機関、医療機関との合同で開催した福祉フォーラムの実行委員会とか、そういう所へ

よばれる機会も増えてきたということです。 

１０これは巡回相談ではこんなことをやっていますよということですが、ある学校に行って授業参観

して保護者と面談したり、ある学校には指導主事さんと一緒に行って放課後の研修会に参加したり

しています。行くたびに思うのですが、問題が顕在化したあとに呼ばれることが多い。まあそうなん

ですけれども。大変なんです困っているんですということで呼ばれるんですが、行って思うのは、こ

うなる前に呼んでもらえたらなというところです。僕らはただの教員ですので、行って何ができるかと

いう部分にはあまり自信がないのですけれども、ただこれだけは言える。第三者だから気づくこと、

第三者だから言えることというのがあるんです。その学校にいないから。１日居てしゃべるだけだか

ら何でも言えちゃうんです。そういうところがあって、そういう意味でもご利用下さいと営業活動をさ

せていただいてます。いいように使ってほしいということです。 

１１さて、先ほど出ました個別の指導計画の作成相談会ですけれども、１年間を何クールかに分け

て実施しました。４月５月初めの時期と７月８月夏休みと２月３月まとめの時期、というかっこうで地

域の先生方に声をかけさせていただいて、どうぞ相談やってますよということで。なぜこれをやり始

めたかというと、02 年に相談というのをばーんと出した時に、相談窓口開きましたよという声はかけ

たんですが、ただ何もしないで待っていたんですね。部屋で待っていても１本の電話も鳴らない誰も

来てくれない、ことがあったんです。やはり養護学校と地域の小学校、中学校との間には垣根があ

るんだなあというふうに思いまして、何か考えてみようかなというのでこれを考えたのです。窓口を

開いてやってますよと待っているだけでは、やはりお客さんは来てくれない。そんなお店誰も行かな

いですよね。具体的に、例えば個別の指導計画の作成相談会ということでやるんだよ、というと割と

乗ってきてくれる。１２具体的なテーマ設定って有効だなと感じている。それから研修会、講演会の

実施ということで、02 年度から、学校でいろいろな分掌や学部で行っている研修会、講演会、全部
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地域の先生方にご案内を差し上げています。02 年度の地域参加者はこの通りです。いろいろな方

に来ていただいてますけれども、この 2 月 20 日に横浜国大の先生に来て頂いた時は授業日の放

課後だったのに31名、これは外から来た人数ですので31名ってものすごい数の人に来て頂いて、

それで感じたのは、テーマ設定がやはり魅力的だったかなという自己満足。問題行動をどう見立て

どう支援していくかという、具体的にどう支援していくかというお話しが先生方の興味を引いたので

はないかと感じています。１３次の年、いろいろなことをこの年もやりました。その中で黄色にしてあ

る部分ですけれども、夏休みと冬休みの研修会や講演会は非常に多くの方が参加して下さいまし

た。これはやはり長期休業中の参加しやすさというのは絶対あるなということで、何かやる時は考

えていこうというふうに思っています。１４それから今年度ですけれど、今年度も夏休みのところが多

いです。一番多いのはやはり、本校の職員も100人くらい参加しているわけですけれど外部の方が

61名来られて、入る会場がなくてギシギシの状態でおこなったのですが、全国的に有名な講師をお

呼びすると違うなということです。その時は横浜やまびこの里の篁先生に来ていただいて、自閉症

のお話しをしていただきました。 

１５はしょっていきますが。外部機関との連携ということで、いろいろな所へ行っていろいろなことを

やっていますが、ポイントはこれです。お友達作り。仕事で行ってますけれども、どちらかというと常

にお友達作りに励んでいます。やはり顔見知りになるのが一番大事。お互いに顔を知っている関係

になる、ということがすごく大切なんじゃないかなというふうに思っています。そしてすみません、こ

れは資料にはないものと思います。実はきのう、県の総合教育センター主催の相談支援チームの

研修というのと教育相談コーディネーター養成講座研修というのがありまして、私も出させていただ

いているのですが、そこへいくと各校で同じような仕事をしている同僚に会えるんですね。励まして

いただきながらいろいろアイデアをいただいて、ここ分けた方が解りやすいよ、と言われてちょっと

手を加えた所です。何かというと、教育関係ではない所を別に拾ってみたらと言われて拾い出しま

した。歯科医師会と福祉施設の共同事業への協力、医師会の専門校医モデル事業に協力しての

巡回相談、そして障害のある方の在宅生活サポートセミナーに出させていただいています。この在

宅生活サポートセミナーというのは、福祉機関が主催して福祉機関が音頭取りというかコーディネ

ートして、ある市内の障害児療育機関の園長さん、学齢期は私が出させていただきましたけれど養

護学校、卒業後ということで地域作業所の方と施設の方、それから総合相談窓口事業の担当者、

そして支援費の居宅介護事業所の担当の方、そういう人たちが集まってそれぞれの立場から一生

涯に渡る障害のある方への支援について考えていきましょうという会議があったんですね。こういう

ところが自然発生的に割とわき起こってきているのがあの辺り、田舎のあの辺りなのかなという感

じもしています。専門という部分では、巡回相談に行くにも、医師の立場からはお医者さんが行く、

ぼくらは教員の立場で行く。話す内容もきっと違ってくるだろうということで、これも連携だね、と。福

祉領域の地域ネットワーク作りというのは進んでいます。教育よりも福祉の方が先にもう動き出して

いますので、進んでいるんですね。そこへ教員からの視点ということで、ちょっとごめんなさいで乗っ

ていくというのもありかなと考えています。 

１６巡回相談を通じてのまとめです。私達養護学校が地域に出ていく時は学校を支援するわけです

けれど、間接的支援であることを心に止めておくようにしています。それは何かというと、直接子ど

もは指導しない。気づきを述べてアイデアは出すけれども、子どもと子どもを直接支援する担任が
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あくまで主体です。担任の先生をサポートするということです。そしてこれも当たり前のことですね、

外の人間がこんなこともできるんじゃない？あんなこともできるんじゃない？なんて勝手なことを言

ってもしょうがないと言うか意味がなくて、現実的で実現可能な支援策、現場で実際に先生ができ

ることでやっていけるように、それをサポートするという立場で考えています。そういう時にも時々出

るのですが、判定とか診断とか、ADHDとか高機能自閉症とか私たちには関係あるっていえば関係

あるんだけど、関係ないといえば関係ないなというふうなとらえ方もしています。それはお医者さん

の仕事。心理職の仕事。私たちはやはり教員だね、ということ。教育で携わる、そういう意味で専門

職、というふうに考えて自分をふるいたたせています。１７それから小学校・中学校の校内支援体制

作りのご相談を受けたりもするんですけども、やらなきゃいけないという考え方は止めましょ、という

お話しをしています。まず先生方の共通理解が大事ですよね。ひとりで抱え込まないようにしましょ

うよ、というお話しをして、無理なくできることから始めましょうよ。チームだけ作っても動かないので

は意味がないので、動きやすい機能的実際的なチーム。これ何でもいいんです。新野先生のお話

しの中にありましたよね、チーム、校内委員会をこういうふうに作ったよというお話し、すごくいいア

イデアをもらったなと思ったのですけれど、その場その場で動き易くて機能的なチーム。それは各

学校でできるんじゃないんですか。そういう時に外部機関を上手に使ってくださいね。何のためにや

るんですか、ということをやはり忘れないようにしよう、というのが私たちのスタンスです。校内の支

援体制を作るために仕事をしているのではないですから。具体的な子どもへの支援をするために、

というこの順番を間違えないようにしましょうということで、ここが一番大事だろうなというふうにとら

えています。 

１８すみません。おまけ。急ぎます。 

養護学校の教員として感じていることです。養護学校ですからうちの学校にも児童生徒がいます。

その子ども達にも支援をしています。地域への協働ということで、学校の周辺地域にいろいろかか

わっているのですが、本当は彼らが住んでいる地域に出ていかなくては意味がないなと思っていま

す。でも難しいです。なかなかうまくいかない。でも目標は子ども達が住んでいる地域でのネットワ

ーク作りだろうと考えています。それからきょうお話ししたように、地域での障害児教育への支援と

いうことでいろいろな活動をしています。そういう中で、地域の先生方とのネットワーク作りができて

きつつあります。そうすると、これはやはり養護学校の副業ではなくて本業なんだろうというふうに

考えている。子ども達の居住する地域というのが、私たちがおこなっている、いわゆる地域の先生

方のネットワークにうまくリンクしてくるんじゃないかな。そうした時に、ものすごく長いスパンで考え

ることになるかもしれませんけれども、きっと役に立つというか、いつかはそうなるのではないかなと

思っています。 

１９「個別の教育支援計画」については、やはりただのツールだよねと捉えています。形なんかどう

でもいいというと怒られちゃうんですけれど、作る過程、人が集まってどう作っていくか、それとでき

たものをどう利用するか、これが大切だと思います。けっこういい引き継ぎの書類を前の機関からも

らったりすることはこれまでにもあったんですね。だけどこれが個人ファイルの一番最初にもう挟ま

れたきり、１年後２年後になっても全く振りかえられなかったということってあるんですよ。書類って

いうのはしまい込んじゃったら二度とお目にかかれない。そこにすごく大事な係わり方のヒントが載

っていたのに使えなかったという事実もあるんです。どう利用するかというのが大事だと思っていま
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す。で、ちょっと大きくなっちゃいますけども、教育だけではやはりいかんていうか、うまくいかないで

しょうねというふうには感じています。地域といっても奥が深いんです。けれども最終的には地域の

生活支援ネットワーク、それも具体的な A さんの、B さんの地域生活支援ネットワークというのを作

っていくのが目標だろうな。その時にきっと「個別の教育支援計画」というのが、便利なツールにな

るだろうというふうに感じています。 

最後です。face to face でお互いに顔を知っている関係というのをやっているので、機関同志の連

携なんですけれども、行ってみると人の連携なんです。それはすごく大事で、それでいいと思ってい

るのですが、でも学校ですから、学校でどういうシステムでいくのかなあと、これから考えていくのか

なと思っています。 

すみません、時間をオーバーした上に最後にもう一言いいでしょうか。この場には各県の教育委

員会の先生方も多くいらしていると思います。指導的な立場の先生方も多くいらっしゃると思うので、

この場をお借りしてお願い申し上げておきたいと思います。それぞれの所で、本当に目の前にいて

困っている子どもへの支援ということで、もう我慢できなくて、待てなくて、勝手に始めちゃっている

先生方、動き出している先生方が大勢いらっしゃると思います。コーディネーターに指名されていな

いんだけれども、もうコーディネーターとして動いちゃっている先生が結構大勢いらっしゃいます。そ

ういう先生方を是非支えていただきたいなと思います。学校の中に１人とか２人という仕事になりま

すので、そうするとどうしても孤立無援の状態になりがちなんじゃないかと思うんですね。自分自身

もそうなんですけども、例えばきのう、相談支援チーム研修というのがあって、同じような仕事をして

いる人たちと顔を合わすことができて、励まされて、きょうここへ勇気をもって出てきている訳なんで

すけれども、小学校、中学校単位になるとなかなかそういう機会もなくて、本当に学校の中で１人で

っていうことにもなりかねないので、是非ともそのあたりはよろしくお願いいたします。と、お願いをも

って終わります。どうもありがとうございました。 
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（司会）  

鈴木先生どうもありがとうございました。続きまして、今の鈴木先生のお願いじゃないですけれど、

ちょうど次は神奈川県教育委員会の安藤先生です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（安藤正紀） 

はい、こんにちは。障害児教育課の安藤と申します。こんな小学校の校長先生、こんな養護学校

があればいいなあと思いながら聴いていました。皆さん、きょうのキャッチフレーズを覚えています

でしょうか。 

個別の教育支援計画を策定すれば、子どもが変わる、教師が変わる、地域が変わる 

皆で唱えたいところですけれどもそれは止めておきまして。神奈川県としては、このスタンスがちょ

っと違います。こっちを覚えて帰っちゃだめですよ。神奈川県のほうを覚えて帰っちゃだめ。神奈川

県としては、 

保護者そして地域と向き合えば、子どもが変わる、教師が変わる、地域が変わる、 

そして個別の教育計画が書きたくなる 

というようなスタンスです。ゆっくりやろうよ。支援計画ゆっくり。実践を積み上げた後で、やっぱり書

かないとだめかな、というスタンスでおります。 

私は県の行政の担当としてはちょっと異例なのかもしれませんけれども、週に２～３回は小学校、

中学校、学校現場に出向きます。やはり現場のニーズに基づいた具体的な支援を、市と県がどう

いうふうに支援していくか。絵に描いて「何とか計画」ってかいたけれども、何だかわからないんじゃ

だめですよね。やはり実質的で具体的な支援が必要だと思います。そこでですね、きょうは私たち

神奈川県がやったことを、もう一つのキーワードになる「ボトムアップ」、学校の現場が一所懸命や

って積み上げてきたこと、ボトムアップでやること。それから行政が「トップダウン」でやること。それ

らをどんなふうに組み合わせてきたか、ということを少しお話しさせていただきたいと思います。そ

の前に、神奈川県がすごくいい訳じゃなくて、鈴木さんの伊勢原養護学校がああいうふうになるの

には6年かかりましたからね。最初センター機能といって、平成10年にモデル校指定でやり始めた

時には総スカンですよ。なぜ養護学校が地域に出ていかなきゃならないのよ、今いる子だけで精一

杯じゃないの、なんてずっと言われ続けて 6 年かかりました。それから「個別の教育支援計画」がこ

こに戻るのだって１１年かかっているんですね。ちょっとそれをお話しします。神奈川県は石隈先生

がアメリカからお帰りになって平成５年に、その頃はもう IEP という言葉で、画期的ですね、その時

にIEPという形で冊子を出して、通常学級にいる障害をもったお子さんはIEPを書かなきゃいけない

よ、という冊子を平成５年に出したんですね。そこからですね、平成５年頃から養護学校がポツポツ

と個別教育計画、神奈川県では「個別教育計画」って言ってますけども、そういうものを作り始めた。

そして特学の先生も必要だねって言ってやり始めた。その時にスクールサイコロジスト、学校心理

学の SP 研と言って、養護学校から各１名出てきていただいてアセスメントだとか、個別の教育計画

をどうやって作るのかという研修を平成５年から始めました。それが今、ちょうど１１年かかって徐々

に徐々に徐々に進化をして、今の特別支援教育コーディネーター、神奈川県では教育相談コーディ

ネーター養成講座と言ってますけれど、そこへ進化してきたわけですね。それから平成 5 年には、

養護学校が地域の支援センターにならなきゃいけないよと。やはり再編計画の隅に書かれていた
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んですけれども、そのあと 5 年間それは誰も手をつけずに放ったままでした。そして平成 10 年にな

って、茅ヶ崎養護学校をモデル校として研究し始めて、伊勢原のような形で、やっと 6 年かかって県

内の養護学校が少しずつセンター化してきました。また 10 年頃から、サラマンカ宣言が出た後だっ

たので、インクルージョン、これからはインクルージョンだねと言って総合教育センターと協力しなが

ら研究が始まりました。その時に各県内の地域を指定して小学校と養護学校、それから小学校の

中で通常学級で困っている子どもはどうしたらいいかというのを、実践的に、小学校で特別な配慮

を要する子どもたちをどうしていこうかという研究が始まりました。平成 5年や 10年からの取り組み

がやっとここで少しずつ実際的なものになってきた。だから別に 3 年前に特別支援教育が出てきて、

それから始めてこうなったなんて決して思わないでいただきたい。だから神奈川県がということでは

なくて、どこでもそうやって 10 年かければ絶対うまくいきますので頑張ってください。・・・全然納得し

てないですね・・・何か人ごとのように聞いていらっしゃる。そこで本当はウンて頷いて、よし頑張る

ゾって・・・思って・・・・・・ください。 

それではお手元の資料を見ていただけますか。お手元の資料で県がやってきたこと、市がやって

きたこと、それをどういうふうにボトムアップ、トップダウンでやってきたかということをお話しします。 

一番初めの「県の教育相談コーディネーター養成講座」、これがさっき言った段々進化してきたと

いう養成講座です。またさらに進化して、これを始めるに当たっては先ほど新野校長先生もおっしゃ

ったように、神奈川の特別支援教育では、障害児だけではなくて不登校も視野に入れています。新

野校長先生はもっと進んでいます。それから現場の先生方はほんとにもっと進んでいます。「障害

のあるなしにかかわらず」と言っています。私どこの小学校に行ってもそう言われます。「いや、うち

は LD しか入れません」なんて言ってる学校は１つもありません。障害のあるなしに係わらずやって

いくよと、養成講座としては不登校も対象にしました。神奈川県の場合ですね、川崎市、横浜市とい

う大都市と、それから中核都市がいっぱいありまして、政令・中核を除くと473校の小学校中学校が

あります。それを年間160人ずつ3年かけて473校どの学校からも1人ずつ研修を受ける形です。

年間まる 9 日間を使ってやります。センターで 4 日間、地域で 5 日間ということになります。地域で

やるというのは実務的な研修で、さっき盛んに鈴木先生がおっしゃったように「私は相談支援チー

ム研修に参加しています」とか「何々研修に参加しています」とか、これはやはり総合教育センター

すごいですよね、全部結びつけてとにかく人と人が出会うように、そういう仕掛けをすることしか考

えていません。研修の中身よりも人と人をどう会わせて、その地域にどういう小学校、中学校、養護

学校、それからすごい特学の先生、おもしろい行政の人、それをどうやって結びつけてみんなでワ

イワイやるか、ということしか、あの、考えてない。そういう人的ネットワークをつくるための研修みた

いなものなんですね。 

それからその次に書いてある「障害のある子どものための相談・支援体系化推進協議会」という

のは、いわゆる文部科学省で言う広域特別支援連携協議会です。神奈川県はもともとどうしようも

ないんですよね。神奈川方式とか、神奈川とかって言ってますから。何でもかんでも名前は違うの

をつけたがりますのでみなさんには解りずらい。でも内部にいる人間は文部科学省の言葉を使って

話しています。つい、文部の言葉を使って話すほうが通じちゃうんですね。自分たちがちゃんとこれ

だと思って付けた名前で話すと誰も話しに乗ってくれない。この「障害のある子どものための相談・

支援体系化推進協議会」で何をするかというと、知事部局とかいろいろな関係機関が集まって、こ
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こできょうの話題の支援計画をオーソライズして推進していきます。この中ではグランドデザインだ

とか、療育と支援事業とか、県独自の次世代育成だとかいうことで、すごく行政同士の実務者レベ

ルでは話しが盛り上がるようになってきています。 

それからその次の、県総合教育センターの相談員は何をするのかというと、スーパーバイズ。神

奈川県は専門家チームも置いていません。市町村の相談支援チームというのが中心になって、そ

れをサポートするのが総合教育センターという形で位置付けております。基本的に教育相談のスタ

ンスは、鈴木さんがずっとしゃべったように、学校コンサルテーションというスタンスをとってきていま

す。 

次の「県立養護学校等のセンター的機能による巡回相談の実施」というのがありますけれども、こ

れは平成15年度だけで、県立の23校で教育相談や進路を含めると約 8443件の相談を養護学校

が受け付けている。これもこの 2～3 年のうちにこうなってきたという数字です。 

ここら辺上の 3つまでのところがどちらかというと、行政が養成講座はこういうふうにするよというト

ップダウン。でもそこに必ずボトムアップを入れているんですね。地域の人たちが結びつく人的ネッ

トワークを作っていこうというボトムアップ。それから推進協議会、これはもう完全なトップダウンの、

ただ支援計画をオーソライズして全県的に取り組んでいこうというスタンス。それからその次の巡回

相談によるスーパーバイズというのもトップダウンの事業かな。ところが養護学校等のセンター的機

能による巡回相談の実施というのは、もう完全にボトムアップの事業です。養護学校におねがいし

て、養護学校がそこに係わる市町村とどういうふうに結びついていくかということは、本当に養護学

校にお願いしてきました。最初のうちは養護学校から、お願いですから市町村教育委員会に養護

学校がこういう事業を始めるようになりましたのでと通知してくださいと言われました。で、その度に

はいはいと言って、一切通知は出していません。つまり養護学校が本当に地元の小学校中学校、

それから地元の市町村教育委員会に自らの力で結びついていくことを私どもは願っていたんです。 

それからその次の、「個別の支援計画の策定」ですけれども、これは完全にトップダウンの事業と

とらえています。後ほどご説明しますけれど、みなさんはもう特殊教育のことをよく解っているので

あれなんですけども、学校の中における個別の指導計画、それから神奈川県で言う教育計画とい

うのは教育内部の問題ですので、その学校内の問題ですので、決して私どもはトップダウンで様式

を示しませんでした。基本的な考え方だけを示してあとは学校でボトムアップの、障害種や、学校の

実情に応じたものを作りあげていく。だから学校によっては学部毎に書式が違っていたり、障害種

毎に書式が違っていたりということがおきてくる。ただ、これから目指していこうとする「個別の支援

計画」は、これは幼稚園も、保育園も、それから就学前の療育機関も、小学校も、中学校も、それか

ら養護学校も、進路先も、全てを繋ぐものです。これはトップダウンで神奈川県としてはこの様式・こ

の方法で行うという形にしないと意味がない。ですからこれはトップダウンで行う事業。ただ、この研

究を進めるにあたっては、この後に話しのある横須賀市の研究の成果を充分活かさせていただい

ております。 

それからその次に、「県内 58 校の実践を」というふうに書いてありますけれども、特別支援教育そ

のものはボトムアップの事業だと思います。中新田小学校のように、学校がどのように活動していく

か、どのように実情に合わせながらやっていくかということを、私たち行政が一個一個の実情をよく

理解しながら、それらが全てうまくいくような大枠を決めていくのが私の仕事だと思っています。通
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知で「特別支援教育が始まります」「始めてください」では始まれません。ですから私は今また張り

切って、この2月3月、ほとんど2月は居ない予定になっちゃうのですけれども、歩いて県内の小学

校、中学校を訪問します。でもその訪問のしかたは、別に問題があるからじゃなくて、どこかでちょ

っとでもネットワークが出来ていますので、この学校おもしろいことやってるよ、こんなことやってる

よ、と聞くと義務教育課も事務所も無視して電話をしちゃいます。時には市教育委員会も無視しちゃ

って困るんですけど。電話をして、すいません行かせてください勉強させてくださいと言って。そうす

ると必ず言います「うちの学校は何もやっていません」「特別支援教育、そんなことやってません」て

言うんだけど、行くとそんなことないんですよね。ちゃんと１人１人の子どもに対しての支援を先生方

で一所懸命で考えている現場に出会う。中にはやはり、ほんとにあれでいいの？心配だなあという

所もあるし、これはすごいぞ、これは俺は絶対歩いて全部の県下の小学校に広めるぞと思う秘策

をいっぱい見せてくれている小学校もたくさんあります。ですから今目標にしているのは、さっき言っ

た県域の 473校。去年までは 100校計画で 100校廻るのが目標でしたけど、ちょっと変えて 200校

計画にしたいなあと思っています。これは完全なボトムアップの事業で、私はそこでいっぱい勉強し

たことをこの教育支援計画にも活かせますし、それから、じゃあ実際にどういう支援がいいのかって

いう内容にもいろいろ活かせる。各学校を廻る学校コンサルテーションにも活かしていくことができ

るんじゃないかなと思います。 

もうひとつ、これは画期的。まる秘です。まだ言わないでください。県の教育庁が機構改革を行い

ます。もうこの時代、通常か障害児かなんて言っている時代は終わりました。課長が言ってこいとい

うから言います。そんじょそこらの機構改革ではなくて、全国をびっくりさせるような機構改革、秘策

を捻っています。決して障害児教育課は乗っ取られちゃうんじゃありません。 

それともうひとつ。私がいつも考えているのは、市町村の指導主事の先生方と仲良くなることです。

全県指導主事会議といって、障害児担当の指導主事の方々、37市町村ですと約50名の担当の指

導主事が年に何回か集まります。そこで何をするかというと、一緒に作業所やグループホームや、

職業訓練校や、特例子会社や、それから来月の2月の10日には不登校のサポート校も見学に行く

予定になってます。そういう見学、それからそういう現場での学び合いを市町村の指導主事の方々

ともつことがとっても有意義だというふうに思っています。 

それからさっきから問題になっている、市町村の相談支援チームというのも、多岐に渡る支援をや

っている。それはこれからの横須賀のお話しを聴いていただければと思います。 

はい、めくっていただいて、私いっぱい歩いた中からやっぱり、上から2番目のまるぽち「予防的対

応」っていうのがすごく大切と思っています。クラスの友達やクラスの他の保護者の方々の理解、集

団の中で個を育てるには、ここにあるような手法を活用しながら、予防的な対応を、というのはとて

も重要な役割だと思います。それから「多様な進路指導の研究」、ここに初めて養護学校のセンタ

ーという意味の専門性が出てくると思います。それから小学校・中学校の営みについては、やはり

１・２年の時の重点化と、それと時間がないので詳しい内容は言えませんけども中新田が行なって

いるような家庭支援の視点、それに協力する市町村教育委員会の在り方、それから中学校と小学

校の違い、そういったものがやはり基本的な方向性としてトップダウンで示していければなと思いま

す。 

個別の支援計画は、きょうお配りしましたけども、神奈川県は全部をこれで通していきたいと思っ
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ています。ただポイントはシートⅠ、現実に全ての関係機関が会うことは難しいんですけれども、関

係機関の１人としての保護者、本人や保護者との話しをきちんとする、というところからスタートする

ことが大切だと思います。シートⅠをごらんください。そこにあるように Plan-Do-See の、今まで何を

してきたか、そしてその評価はどうであったか、そしてどんなことに繋げたいかというのを、そのシー

トⅠというものを真ん中にして、保護者と話し合ったことをメモ書き程度でいいと思っています。で、

違う意見であれば、おかあさんはそう言うけど私はこう思うねって、違う意見を書いておけばいいん

ですね。ややもすると、この「個別の教育計画」というのは、双方が一致した内容しか書けないとい

うふうになる。そうではなくて、双方の意見をきちんとそこに書き、そして Do-See をして、Do の結果

をきちんと評価し、そして次に繋げていくというふうに、縦のラインはこれは全員に取り入れていこう

と思っています。支援シートⅡの養護学校や他機関の連携の方は、必要なケースに応じて養護学校

やそれから特に社会への移行時といったような形で今のところ考えています。これを広域連携協議

会の中できちんと、もうすでにオーソライズされていますので、関係機関に通知をしていただいて全

県的な取り組みにしていくのが県の仕事です。 
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（司会） 

安藤先生どうもありがとうございました。今までの流れで、こんな校長、こんな教員、こんな指導主

事がいてくれたらいいとお思いの方もいらっしゃると思いますが、決して我々はそれを意図してお呼

びしたわけではありません。では続きまして、横須賀市の立場から三浦先生よろしくお願いいたしま

す。 

 

（三浦昭夫） 

こんにちは。横須賀市教育委員会の三浦と申します。今ちょうど神奈川県の安藤先生が非常に力

強いお話しをなさったところでございますけれども、その口車に乗ってモデル地域になりました横須

賀市でございます。人聞きが悪いですけれども、きれいに言おうとしてもその言葉以外思いつかな

い。 

私の方は資料の 44・45 頁に沿ってお話しさせていただきます。きれいなパワーポイントもなく、こ

の 2 頁のペーパーポイントでお話しさせていただきます。 

まず最初に横須賀市ですけれども、神奈川県の中の１市でございまして、ちょうど鈴木先生が出さ

れたプリントの中に、神奈川県の地図がありますのでそれをちょっとご覧いただきたいのですけれ

ど。きょうのキーワードの１つが、使えるものは何でも使う、ということなので、本人の許可なく使わ

せていただきます。ちょっと言葉がきたないんで、使えるものはというよりは、これが連携・情報の共

有かなという次第です。その地図をご覧いただきますと、横須賀市がございますのは神奈川県の

南東部。ちょうど突き出た半島、三浦半島がございまして、ここにあるのが横須賀市です。人口が

43 万。中核市で、小学校が 49 校、中学校が 25 校、養護学校が 3 校ございまして、きょうこちらの

企画をしていただいた特殊教育総合研究所のお隣にある国立久里浜養護学校、今年度から名前

が変わりまして筑波大学付属久里浜養護学校。それと神奈川県の武山養護学校。そして私ども横

須賀市立の肢体不自由の養護学校、計 3校ございます。もう 1校横須賀市立の聾学校がございま

して、盲・聾・養護学校という括りですと 4校になります。人口が 43 万の中に 4校というのは非常に

恵まれた環境かなと思っています。横須賀市は面積が 100k ㎡で、これはぴったりなんですね。非

常に覚え易くてありがたいんですが、なぜかと申しますとこれは裏話しがございまして、4 年ほど前

に中核市になったんですが、中核市を満たす要件として面積が 100 というのがございまして、それ

を目指して東京湾を埋め立てたからきっかり 100 なんです。そんなような市でございまして、中核市

としてスタートしています。 

まず、私どもは 44 頁の最初にも書かせていただいたんですが、障害のある子どもの教育相談体

系化推進事業という事業を平成13年の後半からモデル地域として担当させていただきました。何も

見ないでこの名前が言えるようになりましたらもうこの事業が終わってしまいまして、これから先どう

しようかなと思っているところなんですが、先ほどお話しいただいた安藤先生と共にこの事業の中核

となる、いわゆる教育だけではなくて、福祉、医療、保健、労働、そういった機関を回るところから始

めさせていただきました。その頃は大変辛く、安藤先生と回った後涙がこぼれそうになったこともあ

りました。教育はブラックボックスだという言葉を幾度となく浴びせられまして、そんなに透明感がな

いところかなという思いもいたしました。また、今ごろ何しに来たんだ教育が、という対応をされたこ

ともございまして。今となりましては笑い話になってみんなひとつの仲間として活動しているところで
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すが、そういった活動の中で私自身も障害があるお子さんに対する仕事というのは、教育という範

疇だけで考えていては全くもって進まないなということを実感したところでございます。 

その中から、教育相談体系化推進事業の中核となる相談支援チームを形作りました。これは先ほ

ど申しましたように、教育だけではなく医療、保健、労働などの機関併せて 30 名ほどの組織で担当

しております。そしてそのメンバーでいったい何をしていくかということなんですが、様々な担当があ

るんですが、その様々な担当の１つが「本人・保護者とともに作る個別移行計画」でございました。

これは個別移行支援計画という括りの中に入るもので、幼稚園・保育園から小学校、そして小学校

から中学校、中から高、そして就労。その間をどううまく一貫していくか、そのためのツールとして考

えたものです。そして個人情報保護が非常に叫ばれているところですので、そういったところをどう

クリアしていくか。そのためには、「本人・保護者と共に作る」というところで、個人情報ではなく、こ

れは本人・保護者が伝えたい内容なんだという中で、機関を渡っていけるようにしたらいいんじゃな

いか。そんなようなことで始めさせていただいたものです。 

そのお話しが中心となるんですが、2番のところです。平成14年度からの取り組みについてお話し

をさせていただきます。モデル地区になりましたのは平成 13 年の後半でございまして、平成 13 年

の後半は組織作りのためだけに時間がかかってしまいました。平成14年からスタートということで、

平成 14 年度につきましては、30 名ほどいる委員の中から 5～6 人のプロジェクトチームを作りまし

て、まずは書式を、どういうものが必要なのかを考えたわけです。ところがですね、やる気のある人

たちが揃っておりましたので、予想より早く出来上がってしまったんですね。本来は 14 年度は形を

作って、そこまでのつもりでおったんですが、これが不思議なものでして、出来上がってみますと使

いたくなるんですね。これがやはり人の好奇心と言いましょうか。ちょうど今くらい、1 月の時期なん

ですが、できたんだから使ってみようという声がございまして、だんだんその気になりまして、その年度

実際にこれを使ってみました。と申しましてもすぐに全体にはできませんので、②の所に書かせて

いただいたように、幼稚園・保育園段階は障害児通園施設、そして小学校・中学校は特殊学級の

在籍者ということで、狭い範囲だったんですがこれを使ってみました。また、どう移行するかというこ

とにつきましても、教育委員会の声かけでということでしたので、どちらかといいますと行政主導の

形で見切り発車的にスタートしたのが平成 14 年度でございます。 

その反省点といたしましては、最終的には支援が必要なお子さん皆さんに使っていただけるもの

でなければいけないということで、対象範囲をこれから広げていこうということと共に、やはり本人・

保護者の意向を反映するものなので、あまりにも行政色が強くなってしまいますと、何か行政に言

われてやっている、いわゆるトップダウンではございませんが、そういう色彩が強くなりすぎてもい

けないのではないか、そういう辺りが 14 年度の反省でございました。 

そしてその下、44 頁の真ん中やや下になりますが、平成 15 年の取り組みがスタートいたしました。

書式もまだまだ中途半端でした。手書きの時代ではないだろうということで、パソコンで入力できる

ような書式を考えなければいけない。そして対象者につきましても、やはりどんどん広げていこう。

ただ、いきなり広げますと 43 万の都市でございますのでごちゃごちゃになってしまいます。その辺りも

含めまして対象範囲を広げること、また管理保存の方法につきましてもある程度のきちんとしたマ

ニュアルを作らなければいけないな、ということを考えまして平成 15 年の取り組みをいたしました。 

この 2 ヵ年が終わったそのまとめというのでしょうか、ふり返ってみた部分が 45 頁の 3 です。正直
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申し上げまして様々な声がございました。担当者からのいい反応ばかりではございません。ただ 45

頁に書かせていただいたのは、いい反応ばかりを書かせていただきましたけれど。そこに①から⑩

まで、主だった反応を書かせていただきました。基本的には前向きなものが多かったというふうに

思っております。①ですと、いわゆる「保護者との信頼関係が土台になっている」「日頃からの連携

や連絡をとり合っていく必要があるんだ」というふうな意見が非常に多かったです。中にはそれを超

えて保護者と一緒に作ろうと担任が呼びかけましたら 今さら何言ってんだ と拒否されたという担

任もおりまして、そういった部分からも日頃からの関係性が必要だということが痛切に伝わってまい

りました。また2番のところでは、「保護者との話し合いが移行計画を基に核心にせまってできる」あ

るいは「子どもを再認識することができた」「親と同じ視線で子どもを見ることができる」そのような

様々な意見をいただいているところでございます。また移行計画を共に作ることによって、⑥でござ

いますが、「自分自身の指導をふり返る貴重な機会になった」ということ、あるいは⑧でございます

が、「通常の学級で苦戦している子どもにも移行計画を作っていくことが必要なんではないか」その

ような前向きな意見をたくさんいただいているところです。また保護者の方からもですね、「安心して

次の学校の担任の先生とお話しをすることができました」というような、そういう温かいメッセージも

いただいているところでございまして、これにつきましては相談支援チームの担当者一同、たいへ

ん喜んでいるといいましょうか、これまでの努力が実ったなと、そういう気持ちになっているところで

す。これが平成 14 年度 15 年度の内容でした。 

実は平成 16 年度もこの延長線上でと思ったのですが、先ほども申し上げました通り、名前を覚え

た頃には国の事業が終わってしまうということで、平成 16 年からはどうしたらいいかというのが、

少々担当者として悩んだところでございますが、モデル地域が終わってもこの流れというのは継続

しなければいけない。ですので、市の単独事業としてスタートをさせていただきました。それが 4 番

の部分です。名前の方は、特別支援教育推進事業という新しいタイトルで、これまでの事業を継続

しております。ちょうどこの新規事業を出しましたところ、新しい事業には愛称が必要ということで、

愛称を考えてほしいというふうにトップから言われまして、そこで考えましたのがここにも書いてあり

ます、「横須賀ライフステージサポート」という名前を付けさせていただいたんですが、こうやって見

ますと一応形にはなっているんですけれどこれも裏話を申し上げますと、私が実は担当で愛称とい

われるとカタカナというふうに思い浮かべるんですが、6 つか 7 つ作りまして、自分では決められま

せんので同僚にどれがいいかと訊ねたんですが、全ての同僚がどれもダメだと言いまして、センス

が悪いとか究極の選択をさせる気かとかいろいろなことを言われましたが、その中で最終的にこれく

らいだったらまだいいんじゃないのとなったのが、そこにも書きました「横須賀ライフステージサポー

ト」なんですが、そんな裏話を申し上げなければ普通にスッと入っていただけるものかなと、字で見

ますとそういうような気がしまして私自身ちょっと安心しているところでございます。 

よけいな話しをしてしまいました。この市の単独事業をスタートいたしました。これは個別移行計画

だけをする訳ではなくて、相談支援チームの事業全てを継続しております。簡単に申し上げますと、

相談支援チームの事業は柱が 4 つございます。１点目が、今申し上げた「本人・保護者と共に作る

個別移行計画」。2 つ目が幼稚園・保育園の先生との連携を図るもので「配慮を要する園児のため

の合同相談会」というのを実施しております。これはちょうど先週実施させていただいて、助言者と

して西牧先生にもおいでいただいて貴重なお話しをいただいたんですが、たいへん、幼稚園や保育
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園の先生は指導で困っていらっしゃいます。その方々をお招きし、相談支援チームのメンバーがグ

ループに分かれてお話しすることで、何かいい解決策見つけて頑張っていきましょう、という会でご

ざいまして、先週とそして来月の企画をさせていただきました。これによりまして、幼稚園・保育園と

小学校との垣根をとっぱらっていこうではないか、ということです。これが 2 つ目の柱です。そして 3

つ目の柱が、今度は学校からの出口、就労で、「仕事にチャレンジ」という名前の、これも合同相談

会を計画しております。障害のあるお子さんたちの支援者、家族の方々。これはほとんどの場合が、

施設の方々あるいは教員、ご家族が多いのですが、学校卒業後、就労を目指そうじゃないかという

試みです。法定雇用率も変わりまして就労の世界もだいぶ変わっております。就労を目指して頑張

りましょうよという、支援者を励ます会ですね。特例子会社の方々をお招きしたりしまして、グループ

相談という形の会をもっております。これが3つ目の柱です。そして4つ目の柱が「巡回相談」です。

先ほどお話しもございましたが、武山養護学校の相談担当の先生を中心に、機動力をもって様々

な学校を回って御相談に応じる。こういった相談支援チームの 4 つの形、これがこの新規事業の柱

になっております。 

そしてもう1つは先ほどから話題になっております、特別支援教育コーディネーター。この要請とい

うことで、先ほど安藤先生のお話しの中では中核・政令を除くというお話しがございましたが、本来

でしたら私ども横須賀市は、中核市と申しましても埋め立てをしてやっとなった中核市ですので、神

奈川県の研修の中に入れていただきたいんですが、ダメということで、市で自前で担当させていた

だいて、コーディネーター研修をしておるところでございます。このコーディネーターの養成と相談支

援チームの仕事、これを継続したものを今年度から始めました、「特別支援教育推進事業」という形

でさせていただいております。 

きょうのお話しの中心は個別の移行計画になるかと思うんですが、この事業の中でもこの「本人・

保護者と共に作る個別の移行計画」の推進というのは大変大きな柱になっておりまして、やはり最

終的には在籍している学校や学級に関係なく、支援が必要なお子さんにはこの支援計画を添えて

次の教育機関へ行っていただこう。そういう目的で現在も、対象とする範囲といったら失礼なんです

が、お子さんたちを広げております。本年度平成16年度につきましては、教育委員会にご相談をい

ただいたケースにつきましては全て対応させていただいています。もちろん保護者のご了解を頂い

た方のみになりますが、今のところ、うちは結構です、とおっしゃった方は 1 人もいらっしゃいません。

従いまして、教育委員会にご相談をいただいた100件以上のケースになりますが、この「本人・保護

者と共に作る個別移行計画」を作って、就学あるいは次の教育の機関に繋げさせていただくという

ことで対応させていただいております。 

またきょうは書式のお話しが中心になる訳ではございませんが、ひとつの様式で全てを網羅する

というのはやはり難しいところがございまして、下の方にも書かせていただいたんですが、今年度

からは小学校に入学するお子さんにだけは別な様式を作りましょうということで、幼児版というもの

もスタートさせていただきました。その他については同じ様式なんですが、2 つの様式を使って、障

害種ではなく対象となるお子さんの年齢によって移行計画の様式と多少違ったものを使うことも、

非常に柔軟性があっていいんではないかなというふうな考えでやらせていただいております。何か、

埋め立ての話しで中核市の立場を下げてしまって申し訳なかったですが、中核市の意気込みを最

後に付け加えさせていただきますと、三浦半島の中にはその他に3市1町がございますので、中核
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市としての立場として、やはり市町村にもこういったものを広めていくというのは中核市の 1 つの役

割ではないかなと思っておるところです。 

まとめという形ではございませんけれども、「本人・保護者と共に作る個別の移行計画」。これをス

タートさせていただいて、やはり障害のあるお子さんにとっては、ライフステージに沿った支援、そ

れが大変必要になってくるということで、そちらの部分として必要性を強く感じておるところでござい

ます。また、移行計画だけではなく、その他の幼稚園、保育園の先生との相談会。あるいは就労支

援の会。そういったものも併せてこれから、教育の中だけでは完結しない、障害のあるお子さんの

支援というのはやはりお子さんのライフステージに沿って考えなければいけないんだ、ということを

相談支援チームのメンバ－一同たいへん強くして連携の必要性を痛感しておることろでございま

す。 

最後に私事になって恐縮なんですが、実はずっと私ラグビーをしておりまして、連携という言葉は

ラグビーの中ではキーワードみたいな言葉でございます。様々な機関の立場の方がいらっしゃって、

それぞれの機関にはそれぞれのルールがあって、なかなか連携というのも難しいんですが、時に

は人が塊となってする連携もあるし、手渡しのようなパスをする連携もあれば、遠い所へボールをく

るっと回しながらとばすパスがあったり、あるいは時によってはボールを蹴ってキックによって前に

進むような連携もあるから、やはり一筋縄ではなかなか立場の違う機関が結びつくというのは難し

いのですが、連携もですね、方法を様々に考えることによって、機関との組み合わせ方協力の仕方

ができるのかな。一言でいいますと連携なんですがその中身を考えながら、どういう連携の仕方が

あの機関とは一番有機的にできるかな、その辺りを考えながら、これからも相談支援チームの仕事

を含めて新しい事業を含めまして、連携を広めて個々の仕事をさせていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 
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（司会） 

三浦先生どうもありがとうございました。 

引き続きまして、最後の話題提供者になりますが、保健、福祉の立場からということで、横須賀

市健康福祉部子育て支援課の平澤先生、よろしくお願いいたします。 

 

（平澤和宏） 

 こんにちは。横須賀市の平澤と申します。1 時間半でお疲れとも思いますけれど、今 4 名の先生

方はみんな先生でいらっしゃるんですが私はただの一般事務職の公務員でありまして、話しが下

手なんでお聞き苦しい点もあるかと思いますがよろしくお願いいたします。役所に入って 20 年なん

ですが、今の職場が 4年目になります。ということは福祉に携わったのが 4年。初めてでして、その

直前は三浦指導主事が盛んに言っていました、中核市の移行の仕事をやっていたんです。といっ

ても別に私がやったわけではなく係ったというだけですが。中核市になると何が一番変わるかとい

うと、福祉が全部、全部とは言えないがほとんど自前になるということが一番大きな変更点でして、

その責任を取れる訳ではないんですけれど、初めて福祉というところに赴任した次第です。きょうは

先生方が多いかなと伺っておりますけれど、そういう意味では私の話は現場でこういうことをやって

いるというご紹介の意味で聞いていただければと思っております。頁は 46 頁 47 頁です。 

 「よこすか子育ち支援行動計画」というのがございます。子育ちというのは、子育てのミスプリとか

間違いではなくて、子ども自身が育つ力を育むということを目標にして敢えて入れたのであります。

子育てを支援するだけではなく、子ども自身が育っていくという、その「子育ち」を支援するということ

がひとつの大きな目標という意味でこうなっています。これはご承知のように、次世代育成支援対

策推進法に基づく行動計画。17 年度ですね、来年度から 10 年間の時限立法のうちの前期の 5 年

の計画でございます。これに先立ってすでに横須賀市では「よこすか子育ち支援計画」というのをも

っていまして、これはどちらかというと保育園ですとかいわゆる福祉、少し範囲が狭い子育ちなんで

すね。そういうことで私たち現場の人間としては平成14年、2年前に計画を作っていたんです。それ

で今回国が法律をつくりまして、全市町村に計画の策定を義務付けるということがおきて、現場で

は計画を立てたばかりのところでしたので、“必ず作る”というのはおかしいんじゃないかと思ったり

しました。計画を作るに当たってはアンケート調査を必ずやれ、というふうに言われました。私たち

は 14 年に計画を作った時にアンケート調査をすでにやってましたので、神奈川県内で唯一、横須

賀だけは国のいうことをきかずに自前で数値目標等をつくったわけです。この計画自体は、当然で

すけれど市民参加ということが前提になりますので、市民参加の策定委員会をつくってその下に作

ってきたということです。 

計画の中身としては、そこに書いてありますように6つの課題、これが計画の章立てになっており

ますけれども、6 本あります。特に療育ということになりますと、6 番に「支援を必要とする子どもとそ

の家族への支援の充実」という章があります。この支援を必要とする子どもというのは何かというと、

障害をおもちのお子さんだけではなくて、ひとり親家庭の方、それからその中で療育の関係では統

合保育のことですとか、障害児をおもちの親御さんへの支援とか、そういったことが書いてあります。

それからもうひとつ大きな流れとしては被虐待児ですね。子ども虐待への対応ということも、この計

画の中で大きな柱の 1 つに位置付けています。 
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 この 6 つの課題を達成するために、いろいろな施策がこの中に盛り込まれているわけですけれど

きょうは省略させていただきたいと思うんですが、これらの施策を進めるに当たりまして、下に書い

てありますような 5 つの基本的視点に基づいて計画を進めていくというふうにやっております。これら

はあくまで計画でしてかなり幅広のものです。当然ですが、教育委員会の指導主事にもメンバーと

いいますか庁内のワーキンググループのメンバーにも入ってもらっているし、福祉サイドでいえば

我々だけでなくて障害福祉課や、あるいは母子保健サイドと、かなり幅広い計画ということで作って

あります。今後 5 年間の計画に基づいて様々な施設整備であったり、あるいは手当、医療費の支

給であったり、経済的な支援も含めてやるという流れになっております。 

47 頁なんですが、これはその中でも特に支援を必要とする子どもとその家族という意味で、きょう

のテーマであります療育ということも含めまして、横須賀市がこれからおこなっていく事業でありま

す。まだ仮称ですが こどもセンター ということでして、これはまだ今年度は基本計画という段階で、

来年度基本設計をし、その後2年間工事をし、平成20年の開設を目指しております。点線で囲って

ありますのがこどもセンターの中に入る事業ということで予定しています。先ほど中核市になって福

祉がほとんど来たと申しあげましたが、唯一今まで中核市になかったものが児童相談所であります。

私どもは神奈川県の横須賀児童相談所にお世話になっていたわけですけども、今回、児童福祉法

の改正がございまして、平成 18 年 4 月から保健所と同じように政令で定める市は児童相談所をも

つことができることになりました。私どもの市長が非常に国からの権限委譲ということに力を注いで

おりまして、せっかく児童相談所を持つんですから、今まで療育の部分で遅れていたこともあります

ので、今までの遅れを一気に取り返すという意味で少し気張りまして、こどもセンターというものを

建てちゃおうということになったわけです。まあそんな軽いノリではないんですけれど。 

 子どもに関わる機関というのはいろいろな機関があるのですけどそれを統括して、誰が来てもあ

る程度のインテークというか案内ができて、関係機関に繋ぐことができて、というのが実はあるよう

であまりなかったのです。私たち福祉事務所、私の課は半分福祉事務所でして保育園も所管して

いるし、児童手当・児童扶養手当も支給している、母子手帳も交付している。だけどみんなそれぞ

れ順番に窓口に行くんですけど、一通り終わってお疲れ様でしたって帰る。そうではなく、何かわか

らないけれどとにかく子どものことで来た時に、みんなでわーっとよってたかって、ケースワーカーも

含めてよってたかっていって、その人が抱えている問題をきちんんと把握をしてー自分たちがやら

なくていいんですね。自分たちができることは限られているー把握をして、どこかに繋ぐということが

あまりできていないという反省があったものですから、今回こどもセンターをつくる時には、そういっ

たことはないようにしよう、その中にできるだけいろいろなことを入れていこうということで造っていま

す。このこどもセンターの基本計画には西牧先生にも策定委員会に入っていただいている、養護学

校の校長先生にも入っていただいている、それから通園施設の保護者にも入っていただいている。

ただ、障害をもつ子どものおかあさん方からは、こういうところに、いわゆる普通の育児相談や何や

かやといっても、普通のおかあさんたちがたくさんいる横で自分が障害児をかかえて並んでいると

いうのはやはり非常に抵抗があるというようなこともございました。そういったことで、最初の案では

この中につどいの広場的なもの、おかあさんたちが遊ぶ場所みたいなものを入れようと思っていた

んですが、それはもう止めまして、ある程度専門的な児相と療育相談センターに関わりのあるもの

ということに今はなってきています。 
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 私たち横須賀市は人口が 43 万なんですけど、少子化はかなりご多分にもれず進んでいまして、

合計特殊出生率は1.2 代なんですね。子どもも年間 3,000人くらいの出生。そうすると 0から 6歳で

18,000 とか、小学校低学年で 22,000 くらい。そのほとんどの 8 割 9 割のおかあさんたちは、役所と

かこういう所に来るのは子どもが育つ間で数回しか来ないんですね。手帳をもらってから、手当をも

らうとかよくて年 1 回ということで、このこどもセンターに来られるおかあさんたちは、そういう意味で

は非常に範囲が狭いんですけど、だけれども、ターゲットが狭いだけに、今までは行く所がなくて地

域の中で困っていたという方々ですので、そういう方々にきちんとした対応と、児者一貫支援という

ふうに療育相談センターの方には書いてありますけれど、今まではぶつっぶつっと切れていたもの

を児者一貫した支援をしていけるように体制を整えよう、ということが一番大きな目的であります。 

 それから学校の先生方におかれてはですね、この左側に家庭や地域での見守りという中に保育

園、幼稚園というのを書かせていただいています。私達福祉事務所からすると、ちょっと失礼な言

い方ですけれど、学校も 1 つの機関、保育所も 1 つの機関、民生委員さんも 1 つの機関ということ

で、そういうことでは地域の中で子どもや家庭を育て支えてゆく 1 つの重要な役割を担っている機

関として、地域のネットワークの中に位置付けています。先程来の先生方のお話しをきくとそういう

心配はないと思うんですけれど、そういうネットワークの中に是非足、手を入れていただければなあ、

というふうに思います。 

私たちがみられる期間というのは限られているんですが、最後はやはり一番右にありますように、

家族に戻って行ったり、地域へ帰っていくということになります。やはり一番望ましいのは在宅で、

施設に入るのではなく在宅で地域の中で暮らしていくと。これは障害児も被虐待児も、ドメスティック

バイオレンスを受けたおかあさんも、みんな地域の中で最後は家庭に戻って行くというのが、やは

り福祉としては非常に願わしいと思っております。こうした中では、私たちもこれから学校の先生方

と連携をとっていきたいと思ってますので、きょうもし、私の話をきいていただいて、地域の方でそう

いう機会がありましたら、是非とも福祉の方にもご協力いただければと思います。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

（司会） 

 どうもありがとうございました。ここまでのところで、本日 5 名お越しいただきましたパネリストの先

生方の話題提供が終わったわけです。協議に入る前に休憩になりますが、その前に、今までの話

題提供の中で補足ですとかあるいは発言の修正とか、そういうことがありましたら今お話しいただ

ければと思います。安藤さんよろしいですか？ 

補足とか、言い足りなかったということがありましたら、今、ご発言いただいて、その上で休憩に入り

たいと思います。 
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（新野）資料の訂正 

  51 頁１の（１）“市の特別支援教室”を“市の教育支援教室”に訂正。中身は適応指導教室のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ―休憩― 
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協議 

 

 

（質問要旨） 

①自分も含めて一般の教師の意識はまだ特別支援教育に向いていないと思うが、普通学校の新

野先生は教師の意識を変えるにあたり、どういうことに苦労されたか。 

②特別支援教育の対象者を探すことに対して教師からの反発を感じることがある。神奈川県の状

況はどうか。 

 

（新野） 

 教師の意識改革。すごく難しい。私もできたらいいなあと思っています。その前に、自分の意識も

変えないといけないなあと思っているのですけれども。私のところでは先ほどお話ししたかもしれま

せんが、この事業を進めるに当たって実践を先行させるという考え方もありましたけれども、いった

い全体像はどういうものなのかということをきちんと捉えないといけないなと、いけないだろうなあと

考えました。私自身も把握していなかったのでここにおられる安藤先生に来ていただいて、特別支

援教育のこと、今後のこと、県の方針等も含めてお話をしていただきました。それでああこういうも

のなのかなと、ある意味では特別支援教育と名前は付いているけれども別に変わったことじゃない

な、今までやれなかったことをやれるのが特別支援教育かな、と私はとらえて先生方にも話をしま

した。それから、意識を変えるのはとても難しいですやはり。実践を変えていくしかないと思っている

んです。実践を変えていくというのは、先ほど先生から「対象の子どもを捜す」というお話がありまし

たが、クラスで困ってる子どもがいたらそれを何とかしたいという思いは、どこの先生も思っているん

ですよ。ですからそれをいろいろな話の中から引き出していって、それについてどうしようかというと

ころからスタートして。だから意識は段々変わっていくのだろうと私思っているんです。まだうちも低

いです、私も含めて。ただし、こういうことをやりながら少しずつ成果を出しながら、こういうこともで

きる、こういうこともできるんじゃないかと、そういう思いを持たせていくことしかできないなあ。私は

そういうふうに思っています。答えにならなかったかもしれませんが。 

 

（三浦） 

 後半の部分になるかと思うんですが、子どもの選別をすることに教師が反発するというお話しが

ありました。やはり今校長先生からお話しがありました通り、お子さん一人一人の「困り感」からスタ

ートするのが一番大事かなと思います。支援の本質は、支援を受ける子どもが、ありがたいとかう

れしいとかよかったと思うところだと思いますので、そこを見逃してしまいますと、何かつまらないと

言ったら言い過ぎかもしれませんが、運動論になったり組織論になってしまう。やはりそれは支援

の本質とはかけ離れた部分だと思いますので、今、新野先生からお話があったとおり、やはり子ど

もの支援の本質、子どもがうれしい、よかったと思えるために、どういう形がとれるか。その１つとし

て、支援教室での支援という取り出しもあるでしょうし、取り出しをうれしく思わないお子さんについ

ては別な方法もあるかと思いますので、形よりも、そのお子さんにとって何が一番いいのかというと

ころから考えるとスムーズに進むのかな。私どもも特に小学校を中心に仕事を進める時には、その
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観点だけは見失わないようにしましょう、といつも話しているところでございます。 

 

（情報提供） 教員の意識改革についての取り組みが紹介された。 

 

（質問要旨） 

①養護学校を卒業した子どもたちの進路・就職先についての情報・取り組みを教えてほしい。 

②また、普通中学に在籍しているが「自宅」以外の進路を選択できず、卒後それまでは一緒にいた

仲間と同じ道を選択できない子どもたちに対して、中学としてはどんな指導をしたらよいか。 

 

（鈴木） 

 中学校卒業後の進路を選択していくに当たって、ということでまずお答えしますと。確かに養護学

校以外に行き場がない部分があるのかなと思います。いろいろなサポート校ですとか、専修学校も

できていますので、そちらも進路先としては考えられるんでしょうけれども、非常にお金がかかるの

で、県立の養護学校へというお子さんは多いかなと思います。中学校のうちに養護学校中学部に

転校しておかないと高等部に行けないという話については、神奈川県でも私の近くでも時々聞くん

ですね。そういう不安の声を保護者のかたがもっておられるんだけどもと、中学校の先生からご質

問を受けたりするんですが、自分の身の回りではそういうことはありません。神奈川県では、養護

学校の高等部については全員入れます、というか受け入れていると思いますので。ただ、選択の余

地はないということはある。養護学校が本当を言えば通える所に 3 つあって、その養護学校からど

こへ行くのかという、普通の一般の高校受験と同じように選択できるという、それが本当は理想な

んだと思いますが、そういうことではなく居住地の地域割りみたいな形でですけれども、できるだけ

近い養護学校に全員はいれるようになっています。 

それから養護学校を卒業した後の進路についてということであれば、非常に厳しいですここのとこ

ろ。本校高等部は、1学年 30 人くらいおりますけれど、就労というか、企業就労という形で進んでい

る子どもたちは本当に数えるほどしかおりません。多くの子どもたちは、授産更生の施設か、作業

所で、施設さんのほうも定員いっぱい、作業所もいっぱい、という中で、何とか 4 月から行き場のな

い子どもが出ないようにということで今、私と同じ部屋でやっている進路指導の担当は、毎日外回り

をして対策に励んでいます。多分今頃も地域をぐるぐる車で回っては、飛び込みでいろいろやって

いたりするんじゃないかと思います。厳しいですね。何かもう少し、彼らの、養護学校は学校として

は彼らにとって最後ですので、これから先社会に出て行くところで、もうひとつ何か工夫があるとい

いなとは思っています。応えにならないですが。 

 

（三浦） 

 今の部分なんですが、中学校の通常級から養護学校の高等部へ行くという話しで、他府県のこと

は詳しくないのですが、神奈川県内としては、実際には横須賀市も、中学の通常級を卒業されて、

地域の養護学校の高等部にはいられるお子さんが何人もいらっしゃいます。その部分でまず非常

に難しいと思いますのは、親御さんの考え方で障害はあるけれども地域の学校の通常級で地域の

子どもたちと一緒に、というお考えの方もいらっしゃいますし、また中学校の 3 年間は、特に個別の
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指導を中心にしてということで通常級でも頑張れるかなと思うお子さんが、特殊学級を希望される

ケースもございます。 

そういう中で考え方は 2 点あると思うのですが、学校生活を楽しむという、一度しかない中学校な

ら中学校にいる 3 年間を楽しむという観点と、将来を見通して何が今一番大切なのかという発想の

下に在籍の場所を考えることもございます。この 2 つはやはりどちらも大切な視点で、障害がある

から必ず特殊学級あるいは養護学校の方がいい、というふうにはならないはずです。ですのでその

部分では、その3年間を充実させるという観点と将来を見通すという観点のすり合わせをしていくの

が、我々教育行政職の仕事なのかなと。行政としてももちろん、学校の先生を中心としてその 2 つ

をどうすり合わせていくか、そしてそのお子さんにとって充実した中学校生活 3 年間とともに、将来

的な自立のためにどういう進路を開拓していくかという、その 2つのすり合わせが一番大事なところ

なのかなと思っております。また就労につきましては、先週の金曜日だったと思うんですけど、夜

19：30からNHKで首都圏ネットワークですからもしかすると関東地方だけしか映らなかったかもしれ

ないですが、障害者雇用の問題で、法定雇用率が変わって障害者の就労が今大きく変わっている

のだという特集番組がございました。そういった中では、特例子会社だけが障害のある方の就労先

ではございませんし、今お話になったように養護学校の高等部の先生を中心に、地域の様々な事

業所を巡って就労先を開拓しているという状況がございます。そういう中で、障害のある方々の自

立という1つの方法として、就労を探すというのも非常に大きな役割があるかなと。それが1つの自

立という形に繋がっていくのかなということで、先ほども申し上げましたが、私どもの相談支援チー

ムの仕事の中で、仕事にチャレンジというイベントをうちまして、実際に支援者の方々、保護者の

方々に、就労を考えましょう就労ということも想定して考える必要がありますね、というイベントをし

ているところであります。 

 お話しが前後して大変恐縮なんですが、中学校として、実は私も中学校の社会科の教員あがりで

すが、その部分ではやはりお子さん一人一人にとって充実した学校生活プラス将来的な自立という

ことで、どういう進路先が考えられるのかということをやはり個別にお考えいただくというのが一番

大切なことであって、そこを一番見通していただきながら進路先をお考えいただくということが一番

必要なのかなと思っております。 

 

（鈴木） 

 あの、先生が今頭に描いているというか、お話しになっているお子さんのことがよくわからないの

でたいしたことは言えません。だからこういう説明になると思うんですが、そういった意味でお近くの

知的障害養護学校の地域担当のかたに来ていただいて、お子さんの様子を見ていただいて、そう

すると地域の資源についてよく解っていると思いますので、具体的にはその方法を採られて相談を

したらよろしいのではないかと思います。 

 

（質問者） 

 ありがとうございました。よく解っています。が、知的障害だよ、とわかる子についてはそういうこと

もしていくと思うのですが、本当に、落ち着かない子だとか、粗暴な子、皆との生活が上手に出来な

い子、かかわりにくい子、やらなければいけないことがなかなか長続きしない子、というような子な
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どは、どうしたらいいのかなと思うんです。おうちのかたも、それは障害だと思っていないようなので

説明しにくいんです。きちんとフォローできるような子はいいんですけれども、そうでないような子に

ついて、学校の中では何とか支えていくことはできるのだけれども、その先の社会が、昨日の話の

ように町全体がそういうことが解ってきていて、進路先についてもわかってくるといいんだがなと感

じました。ありがとうございました。 

 

（意見と情報提供） 

 制度には乗りにくい潜在的ニーズをくみ取る必要性について、居住地校交流の推進についての

意見と情報が提供された。 

 

（質問要旨） 

支援シートを作るための会議のノウハウを教えてほしい。 

 

（安藤）  

 では、きょうお配りした神奈川県の個別計画のシートⅠ、9 頁を見ていただけますでしょうか。さっ

き少ししか言えなかったのですが、支援シートⅠというのが縦ですね。ライフステージを繋いでいく

もので、今神奈川県で考えているのは、これは盲学校・聾学校・養護学校であろうと特殊学級であ

ろうと通常学級の配慮を要するお子さんであろうと、全員についてこれは作っていきたいなと考えて

います。3 年サイクルで検討していくという縦の系列、引き継ぎの部分をもっているんですね。支援

シートⅡというのは、11 頁に例が出ていますが、それは機関連携を促すような横のシートになりま

す。これについては、私もずっと福祉のいろいろな所を歩きますと、今までだってちゃんと連携でき

てたじゃない、養護学校のお子さんで医療的な問題があればお医者さんと結びついていたし、家庭

的な支援が必要ならば児相が来ていた、いろいろな話しで開こうねと言えば集まっていたし、チー

ムという中に保護者も含まれていて保護者を介して情報をやりとりしていたり、ということで連携は

できていたではないかとよく言われる。それは確かにそうです。それにそんなに全部の関係機関が

集まってというのは難しいというのが現実です。そうすると支援シートⅡというのは、養護学校の中

においては日常的に全員について、それが養護学校の設立趣旨ですから、このシートがなくてもで

きていると私は養護学校の存在そのものを考えていますので。小学校・中学校や養護学校におい

てもそうですが、緊急的に、本当に具体的に、個別的に、これはもう緊急度が高くて集まって話さな

なきゃならないなというような突発的な課題だとか、すごく重い問題をもっているお子さんについて

は、この支援シートⅡを使う場面も考えられるのではないかなという押さえです。そして支援シート

Ⅰの方は神奈川県としては、とにかく幼稚園の先生も通常学級の先生も、みんなで作れる、みんな

がこれを書き始めなければならない、というふうに思っています。17 年度に養護学校でやって、18

年度に特殊学級と通級をやって、19 年度から通常学級にというふうに今考えています。そういう意

味でこの支援シートⅠは、見ていただくとわかるように、皆が集まれればいいですけど、基本的に

は担任の先生と保護者の間で、ここの例に書いてあるような質問を担任の先生が保護者もしくは

本人とやりとりする中でメモ的にその場で書いて、さっきも言ったように意見が食い違ったら、別に

こういう意見もある、こういう意見もあるという形で書いていく。そういったものを別のシートに書いて、
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担任がもう一度作って、そしてまたもう一度保護者に見せてという形でも、それは構いませんけれ

ども、どちらかというと、そして県所属の人がまず作りますので、幼稚園なら幼稚園の先生が今まで

やってきたことは何だったね、というのを Do のところでお互いに挙げて、そしてそれはどうだった？

よかった？これは家庭でも役に立った？次はどういうふうに引き継いで行きたい？小学校へ行った

ら不安だね、そのためにはこれだけはやってもらおうね。というところで、See のところで返していく。

そして 4月になったら、これを基に新しい担任と保護者が、そういった話しを受けながらPlanの所を

書くという形で。機関連携もそうなんですけれど、地域化・社会化というか、余暇だとか地域生活と

いうものは、発達の年齢がやはり育っていかないと必要性はないですね。これ実際に書くとしたら

どうなるかねって、みんなで一所懸命考えたんですね。そしたら一番機関連携とかこういう支援計

画の本質的な意味を必要としているのは、やはり高等部の、社会へ送り出す所が一番これが必要

とされるかな、というふうには思っています。だからここの段階では、保護者と向き合って、保護者

の本音や先生の本音をお互いに出し合って、そして書くというくらいの形でとどめている。ですから、

先生がおっしゃるように何日間かけて何人でという形。県内の養護学校でもそれを計画した学校が

あります、で、児相へ持って行ったらそんなこと冗談じゃないできっこないと断られて、そんなの当た

り前だねという話しになったこともあります。やはり私は、そういうものではない、時間を決めて、個

別に面談をして、そしてショショショとやれば、それでいいかというと、そういう問題ではない、と考え

ています。 

 

（三浦）  

 どうお答えしたらいいか、非常に迷ってしまうんですけれど、場の作り方のお話しをします。私ども

の相談支援チームは、別名が相談酒宴チームと言われていまして、会議が始まる前に、みなさん

きょうはどこそこの店にという声が飛び交う。そんなような状態でございます。だいたい雰囲気はお

解りいただけると思うんですけど、そんな人の繋がりが非常に一番力になるかなと思うんですけど。

まあそんな冗談はさておきまして。学校内でどう場を作るかですが、やはり当たり前のことなんです

が、まずたたき台があることが 1 つだと思います。そして一番大切なのは、フォーマット作りに時間

をかけないということだと思います。私ども今個別移行計画をやって 3 年目ですが、最終的には要

綱を設置してきちんと様式を定めていくと思うんですが、まだ試行なんです。形が変わって、とりあ

えずこんな形でやってみようとやってみて、いろいろなご意見が入ってきて、形を変えた様式を別に

したり、そんなような形で今 3 年目を迎えておりますので、学校の中でお考えいただく時は、まず何

かのグループがあって、まず様式が決まって、学校の中ですと話し合って決まってきちっと決めて

からスタートする、ということが学校の形としては定着していると思うんですけれど、見切り発車でい

いかと思うんです。定まった様式が全国的にある訳ではありませんので、まず作ってみた形で始め

てみて、そしていろいろな声が入ってくる中で段々少しづつ形が変わっていく。そんな気軽さが必要

なのかなと。で、その中で保護者のかたも、そういうことを持つ中でいろいろなことが言いやすくなる。

最初からきちっとした会議で、様式があって、というようりも、なかなかやってみないと分からないこ

とがたくさんございますので、是非、まあ見切り発車って言葉はよくはないですけれど、ある程度固

まったところで使ってみてから、それをまた考えていただく。Plan-Do-Seeではありませんけど、そん

なようなサイクルの中で少しずついいものができるのかな、というふうに思っています。 
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（質問要旨） 

他機関との連携のための動きをもう少し詳しく教えてほしい。 

 

（鈴木） 

はい。一番最後のところの、システムでどうこうという部分は、全然考えていないんです。というか、

考えようがないというか。ただ、個人的な繋がりでやっていくのですけれども、これでいいのかな、と

いうことを常にどこか頭のこの辺に置きながらはやっているんです。ただ、自分がこういう仕事をし

ていく中で、それを周りの人は見ておられますので、私じゃなくても誰でもできることですよ、みたい

な話しはします。まあそれは置いておいて。 

福祉相談会の関係ですが、ギブアンドテイクです。こんなことを言っていいのかわからないですが、

福祉機関のかたが以前、地域療育等支援事業というのがあって、それが地域福祉圏域で相談窓

口というのをもっていて、そこが中心となって在宅生活を支えていきましょう、という動きがあるんで

すね。その国の事業は終わったようですが、神奈川県は神奈川県単独で総合相談窓口事業という

形で残っているんですね。ちょうど私の支援する学校のエリアと、その福祉圏域エリアが結構重な

るんで、その同じエリアの中でそれぞれ相談事業をやっているみたいなかっこう。福祉のほうが先

輩なんですけども。で、きっかけは総合相談窓口事業の担当のコーディネーターをされている方が、

学校に乗り込んできたのがきっかけだったと思います。学校にお店を出させてくれという感じでです

ね、こういう発想・こういうアイデアを持っているんだけれど学校乗ってこないか、学校開かないか、

というふうに言ってこられた。その時は学校は閉鎖的ですから、学校の中に福祉施設の窓口を作る

なんでことは、ぼくらの中には全然発想としてなかったんですが、ああおもしろいなと思って。その

時はその話しは立ち消えで全然出てこなかったんですが、2～3 年くらい前かな。だけどそこでお互

いに似たような仕事をしている奴がいるねっていうことは分かって、何かの折りに電話をしたりする

と結構繋がりができていって、そういう中でもう一度言われたというか 2年の間に学校が変わってき

たんだと思うんですが、うちの学校の方から、そう言えば 2 年前に話題に出ていた件だけど学校は

場所を貸すから来てやってくれない？と言ったら、それは是非やりたかったことなんで、ということで

始まったんです。今、月に 1 回、学校に 1 日来ていただいて、保護者、それから空き時間には教員

からの相談に対応していただいてます。そんな感じでよろしいでしょうか。 

 

（安藤）  

実はその話しには裏がありまして。別の養護学校の施設はやっています。県の総合相談窓口とい

うのを今 24 カ所を目標に作っていまして、それは県の知事部局の障害児福祉課が担当しています。

そこの担当者と私はツーカーでお互いに、総合相談窓口と養護学校の地域支援センターの窓口と

を結びつけて、今度合同の会議をやりますし１回はもう顔合わせの会議をやっています。だからこ

れから来年にかけて、県の全部の養護学校にそういうものが、みんな情報は行っていますので伝

わっていて、開催されてくるようになります。 

 

（質問要旨） 
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小学校・中学校を通して通常学級に在籍し、福祉サービスを知らずに卒業段階で支援を必要とす

る例が多い、と福祉サイドからきくのだが、通常学級に在籍している子どもについての連携はどうな

っているのか。 

 

（安藤） 

たまたま今の話しが、広域連携協議会の中で出まして、私どもとしては仕掛けたんですね。通常

学級にいる LD、ADHD の子どもについても、県の総合相談窓口で、相談生活支援として相談に乗

ってくれるか？と訊いたら、乗りますと言いました。だからこれから発達障害支援法の成立もありま

したし、障害の手帳の有無にかかわらずもしくは、通常の小学校・中学校、それから養護学校から

の紹介で、相談に乗ってほしいと言ってきた時には、どんどん利用してください。という話しまではつ

いています。 

 

（鈴木） 

養護学校の方で総合相談窓口と福祉の関係ができてきて、先ほどギブアンドテイクというお話しを

しましたが、総合相談窓口事業というのがあって、相談を受けていますよというパンフレットや情報

を、本校の在籍の保護者にはみなさんにもちろんお配りしていますし、地域の小学校、中学校の先

生方宛ということで、教育事務所の学校宛ポストを利用させていただいて、養護学校で開催する、

例えば講演会のご案内などと一緒に、他機関ではこういう相談窓口があるんですよというものも一

緒に封筒に入れてお渡しする形で目に触れるようにしています。 

 

（司会） 

どうもありがとうございました。 

時間が迫りまして、まだまだ議論を深めたいところでございますが、最後にこの分科会の代表者

の西牧から、今後の「個別の教育支援計画」の策定に向けて、コメントですとか、皆様へ期待するこ

となどありましたらお願いします。 

 

（西牧） 

いいえ、もう切れ目なくご発言いただけましたので。 

多分皆様方は、きょうの話しをお聞きになられて、さまざまなことを思われたと思います。今回、

「町作り」といった意図、それから横須賀市の福祉のかたにも来ていただいた目的は、皆様から見

たら、まだ教育が中心で、教育側に福祉からの情報がほしいという発想がまだ多いと思います。地

域作りという方法論は様々な所で行われています。福祉でも行われていますし、NPOなどは大変そ

ういうのが上手ですし、昔から保健所とか保健センターでは、そのようなことをやってきています。

例えば先ほどのことでも、保護者のかたにちょっとアドバイスをして、地域の、例えば福祉事務所と

か、ハローワークとか、そういう所に行っていただく。これはもう、小学校の先生、中学校の先生が

ちょっと一緒に行くだけでさまざまな所で動きができてくると思います。そういう押したり引いたり、利

用したり利用されたりという。きょうはどちらかというと、教育というものを１本通して、その周辺とし

て連携という組み立てをしましたが、実は、いかに教育というものを地域の中で相対化していくかと
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いうのが、「個別の教育支援計画」というものの本当の１つの求めるべき方向かなと考えております。

と言いますのは、広域の特別支援協議会が様々な動きを始められるのは、かなり上位の組織でそ

ういう互いに顔を知った人たちが本当に頼めるような状態になったから機能しているのだと思いま

す。それを都道府県レベルでも、そういうことが行われるようになったらいいなあ、市町村レベルで

もそうなったらいいなあと思っています。それも、あくまでも現場で。今、養護学校とか小学校とかの

話しになっていますが、療育の所でもそうですし、ぼくは最近、皆様方に「個別の教育支援計画」を

作る時に、昨日も宮田先生がおっしゃってましたが、卒業後 3 年経った人に何を作ったらいいか訊

いてほしい、とまずお願いしているんです。きょうは主に、ある意味では空間的な広がりの議論。今

の、この同じ時間を共有している人の中で連携をどうするか、なんですが、時間という軸をそこに入

れると、子どもとか保護者という人が、だんだん年をとっていくプロセスがその中に入ってまいりま

す。教育者はその子ども、保護者にとっては、人生のうちの一時期関わる人に過ぎません。そうい

うかたが将来どうなっていくかということも、我々が、これはもうイマジネーションを高めていかない

と。目の前の人だけのニーズ等を考えているのでは済まない。例えば 10 年たった方々から、今の

教育へどうフィードバックするか。今の教育の中で療育から来た人が、こういう問題をもっていると

いうのであれば、今の療育にどうフィードバックしていくか。そういうダイナミックな動きの中で、初め

て障害のある人、または障害だけではなく、困り感のある人が、本当に地域の中でどう支えられて

いくか、ということが決まってくると思います。今の保育所を考えて下さい。近所のおばちゃんやおじ

ちゃんに支えられている人はいくらでもいます。保育所がこれだけたくさんできても、最後は、その

人自信に本当に困り感があって、例えばスーパーで出会ったおばちゃんに、私のとこの子どもちょ

っとみてくれへん、と頼みながら、実は皆さん生きていってらっしゃいます。そういうふうな草の根的

なことを含めての「町作り」であるということを、是非考えていただきたいと思います。本当に口はば

ったいことですが。「個別の教育支援計画」はほんとに途上であります。ただそういう、生きやすい

時代というのが、目指すべきものなんですが、これが達成できるかという現実になるとまた新しいニ

ーズが生じて、どんどん限りなく要望が拡大するかもしれませんが、ぼくはいつも10年前はどうだっ

たか、20 年前はどうだったかと比べて、今はどうかという反省を絶えずしながら、今の時代はどうか

と考えるようにしています。今の日本は少なくとも昔よりはいい時代になったのかなと、全体的には

ですね、そう思います。だから今よりも落とさない、できれば予防的な観点を入れながら、こういう

「個別の教育支援計画」というものを連携しながら引き継いでいきたいと思います。きょう我々は事

例をこういう形で出させていただきましたけど、多分皆様方の地域でもいろいろな実践、豊田市の

話もありましたし刈谷市の話もありました。どんどんそういう情報をお寄せいただければ、また我々

の方で集約しながらそれをまた全国に発信することで、日本全体のレベルアップをはかっていきた

いと思います。本日は長時間に渡りまして、本当にどうもありがとうございました。 

 

（司会） 

 皆様どうもご協力本当にありがとうございました。今、西牧代表者からもありましたが、ここでのご

質問ですとかあるいはご意見を、この研究はまだまだ続いていきますので、お寄せいただければ幸

いに思います。これをもって 2 日間に渡った特殊教育総合研究所セミナーⅠを終了させていただき

ます。どうもご協力ありがとうございました。 
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