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Ⅱ 長野県北信圏域研究班（長野チーム）報告 

１．研究班エリアの概況と特徴 

 北信圏域の地理的概況は、長野県北部に位置し、６つの市町村（中野市・飯山市・山ノ

内町・木島平村・野沢温泉村・栄村）を管内とした人口数合計１０万人に満たない地域で

ある。圏域内には飯山養護学校が設置されており、学区は北信圏域と同域である。圏域内

の一部生徒は、隣接する長野市の長野養護学校や信州大学附属養護学校等にも通っている。

またこの地域は、スキー等の観光産業が衰退しているためどの市町村も財政的に厳しく、

合併がすすんでいない。交通機関としてはＪＲ・バスがあるが、一時間に一本程度の運行

であり、日常的な移動手段にはなり得ず交通の利便性は悪いといえる。そのため、移動手

段として各家庭に車が欠かせない地域である。 
北信圏域の特徴としては、平成 2 年 10 月からの「心身障害児者地域療育拠点施設事業

（コーディネーター事業）」および平成 8 年 4 月からの「障害児者療育等支援事業」にお

ける「コーディネーター」による在宅障害児者の地域生活支援活動の蓄積、その成果とし

ての「障害者総合支援センター」の存在が挙げられる。「障害者総合支援センター」は平成

16 年度から長野県の県単事業「障害者総合支援センター事業」として県内 10 圏域に各 1
か所以上設置されたものである。北信圏域ではそれに先駆けて平成 10 年度から「障害者

地域生活支援センター（以下「支援センター」とする）」として地域における障害児者の相

談支援活動を関係機関と連携しながら行ってきた。 
また一方で、北信圏域で「コーディネーター」が活動を始めた平成 2 年 10 月の翌年の 4

月からは、同圏域と学区を同じくする飯山養護学校が開校し、ともに連携協力しながら相

談支援を進めてきた経過がある。このように学校も含めたさまざまな関係機関が連携して

相談支援をおこなう体制の基盤が築かれてきた経過が北信圏域の特徴であるといえる。 
 

２．平成 20 年度研究の目的・方法・手続き 

（１）研究に至る経過 

１）保育園訪問体制の変化 

長野県北信圏域では、先述のとおりコーディネーターが地域の障害児者に対する相談支

援活動をおこなってきた経過があったが、平成 8年度からの「障害児者療育等支援事業」

が始まったと同時に、このコーディネーターが保育園を訪問する活動が始まった。平成 8

年から平成 13 年までの間は、コーディネーター１名と行政機関の担当者とで保育園訪問を

していたが、平成 13 年度からはこの２者に加えて、支援センターに臨床心理士が加わり、

支援センターとしては２名体制となった。さらに、平成１７年度には支援センターのスタ

ッフが増員され、相談支援専門員・療育コーディネーター・臨床発達心理士の３名体制と

なった。 

平成１７年度からは、北信圏域内に所在する中野市において「子ども相談室」が設置さ

れ、これまでの保育園訪問の実績が認められた成果として、保育園訪問は「家庭児童相談

事業」として予算化することが決定した。その結果、保育園訪問は支援センターから３名、

子ども相談室から保健師・保育士の２名が加わることとなり、全部で５名体制で中野市内

すべての保育園（１２園）を定期的に巡回訪問する体制が整った。 

平成１８年度からは、保育園訪問の名称を「家庭児童相談事業」から「発育発達相談事
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業」と改め、また訪問対象を保育園から幼稚園まで拡大し、全部で１４園を２カ月に１回

の頻度で合計年間７０回の訪問回数となった。相談に上がってくる対象児は年間で２００

名を超え、相談件数は８００回を超える数となった。訪問スタッフの体制は、支援センタ

ーからは３名、子ども相談室からは保健師・保育士に臨床発達心理士を加えた３名となり

６人体制となった。また平成１８年度の途中から、市教育委員会の就学指導担当者も保育

園訪問に同行するようになり、合わせて７人での訪問体制が徐々に増えていった。 

平成１９年度からは、市教育委員会の就学指導担当者がほぼ毎回同行するようになり、

７人体制での訪問が確実となっていった。また教育委員会としても、教育委員会が主催で

就学に関する相談を専門的に取り扱う「就学前教育相談」を同時並行に実施するようにな

っていった。 

このように平成８年度の１名＋関係機関の体制の時期から平成１９年度の７人体制での

訪問の時期まで振り返ってみると、訪問スタッフの人数の変化においても年を重ねるごと

に徐々に増えて様々な職種で構成され厚みを増すようになってきたといえる。また現状に

至る経過をポイントをしぼり段階づけるならば、ステップ①１名あるいは２名による不定

期な保育園訪問の時期、ステップ②保育園訪問が予算化された時期、③教育委員会担当者

との連携訪問が実現した時期、というように整理できる。 

 

２）自立支援協議会・療育支援部会の開催について 

平成１９年度に市教育委員会の就学指導担当者も含めて７人体制での保育園訪問が実現

した頃、時を同じくして、自立支援協議会の療育支援部会の開催が開始された。自立支援

協議会は、北信圏域では「北信地域障害福祉自立支援協議会」と呼称されており、５つの

部会で構成されている。 

図１ 北信地域障害福祉自立支援協議会の全体図 

「北信地域障害福祉自立支援
協議会」とは
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その一つを担う療育支援部会は、主に就学前の支援にかかわる関係者が集まり、テーマに

そって話し合っている。参加メンバーは、養護学校をはじめ福祉・保健・行政などの関係

機関で構成されていた。 

図２ 療育支援部会の構成メンバー 

「療育支援部会」では

 主に就学前における支援にかかわる関係者が
集まり、 テーマに沿って話し合う。

 参加メンバー
 飯山養護学校（校長、教頭、教育相談専任）
 北信福祉事務所（家庭児童相談員）
 北信保健所（保健師）
 中野市役所（保健師、家庭相談員、市教委）
 飯山市役所（保健師、家庭相談員、教育相談員）
 山ノ内町役場（保健師）
 野沢温泉村役場（保健師）
 木島平村役場（保健師）
 栄村役場（保健師）
 北信圏域障害者生活支援センター（療育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、相談支援専門員）

 

平成１９年度の開催回数は全部で６回であり、第１回・第２回においては自己紹介と各

自の現状と課題の報告が主になされた。そこで挙げられた課題点について第３回以降話し

合いがおこなわれていったが、テーマは主に「家庭児童相談員の存続について」「村部の療

育支援について」「教育委員会および教育との連携について」等であった。療育支援部会の

平成１９年度の詳しい経過内容については資料１を参照されたい。 

このときテーマで挙げられた「教育委員会および教育との連携について」に関しては、

就学相談にかかわり、どのようにしたら就学前の段階から教育委員会や学校とスムーズに

連携ができるかについて議論がおこなわれた。話し合いのなかで、教育委員会との連携も

重要であるが、各学校との連携も大切であるとの認識がもたれ、どうしたら学校と連携す

る体制が作れるかという課題に至った。 

学校の連携の窓口としては各校に指名されている特別支援教育コーディネーターとの連

携が考えられるが、課題はさらに特別支援教育コーディネーターとどうしたら連携した就

学相談の体制ができるだろうかということに絞られた。 

この点について、養護学校でおこなわれている特別支援教育連携協議会において、圏域

内の多くの特別支援教育コーディネーターが参集されているが、その場において療育支援

部会との合同開催をおこない、意識的に就学前の相談支援にかかわる関係機関担当者と特

別支援教育コーディネーターに接点をもたせ、連携に向けて共に考えていく場を設定して

いくことが有効ではないだろうかという提案が出された。 
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（２）目的の設定 

上記のように、平成１９年度から療育支援部会が開催され、そのなかで関係者が今本当

に必要な課題について話し合い、解決に向けて考えていく場が設けられたこの時期は、さ

きほどのステップ①～③に続けてさらにステップ④と考えたい。このようにして、徐々に

保育園訪問および就学前後にかかわる相談支援体制が充実してきたが、さらに学校との結

びつきを強めるために特別支援教育コーディネーターとの連携が必要であるとの課題が浮

かび上がってきた。 

そこで、今回の研究事業での長野チームの目的設定は、自立支援協議会・療育支援部会

を活用し、療育支援部会と特別支援教育連携協議会の合同開催をおこなって互いの実践報

告を重ねることで、就学前の相談支援にかかわる関係機関および特別支援教育コーディネ

ーター等が互いの連携・協働の意識の促進をはかることを目的としたい。 

 

（３）方法、手続き 

１）養護学校でおこなわれている特別支援教育連携協議会と療育支援部会の合同開催を

おこない、互いの実践報告を重ねる。 

２）特別支援教育コーディネーターの関係機関との連携に対する意識について把握する

ためのアンケート調査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

３．特別支援教育連携協議会と療育支援部会の合同開催について 

（１）第１回合同開催（資料２参照） 

第１回目の合同開催は、平成２０年５月２７日におこなわれた。参加者は北信圏域の小

学校・中学校・高等学校各校の特別支援教育コーディネーター、特別支援学級担任、教職

員、また療育支援部会参加関係者、幼稚園・保育園職員、圏域内および圏域外の近隣市町

村における関係する行政・医療・福祉機関の職員、養護学校職員であり、およそ 80 名が集

まった。 

内容は、実践報告として①北信圏域障害者総合相談支援センター 療育コーディネータ

ー 小宮麗子氏 および 飯山養護学校教育相談専任 岸田丈子氏による「北信圏域の『連

携』の実際について」が報告された。またその後、「教育と福祉の連携」と題して、社会福

祉法人高水福祉会 常務理事 福岡寿氏・東京学芸大学 准教授 加瀬進氏・飯山養護学

校 教頭 伊藤潤氏の３名によるパネルディスカッションがおこなわれた。 

 

（２）第２回合同開催（資料３参照） 

第２回目の合同開催は、平成２０年１０月１７日におこなわれた。参加者は第 1回目の

合同開催とほぼ同じであった。内容は、実践報告として①下高井農林高校 特別支援教育

コーディネーター 佐原智行 氏による「北信圏域の高等学校での支援の実際」について

の報告、②北信圏域障害者総合相談支援センター 相談支援専門員 高橋佳子氏による「北

信地域障害福祉障害福祉自立支援協議会・療育支援部会について」報告がされた。またこ

れら 2つの実践報告後は、参加市町村ごとに班に分かれて、地域別の情報交換会をおこな

い、それぞれの感じている課題について話し合った。 

 

（３）第３回合同開催 

第３回目の合同開催は、本研究事業の公開研究会も兼ねておこなわれ、「北信発、WE コ

ラボ フォーラム」と題して平成２１年２月７日におこなわれた。参加者は圏域内外の教

育・福祉・医療・行政などさまざまな機関の関係者が２００名を超えて集まった。内容は、

第１部「乳幼児期から学校への一貫した支援システムのあり方を探る」と題して、社会福

祉法人高水福祉会常務理事 福岡寿氏の進行で、厚生労働省発達障害対策専門官 日詰正

文氏・東京学芸大学 加瀬進氏・滋賀県甲賀市教育研究所 西谷惇氏を迎えて全体報告と

シンポジウムをおこなった。 

第２部は、「北信圏域の連携システムはどこまで来たか」と題して、飯山養護学校教頭 伊

藤潤氏の進行で、北信圏域内の特別支援教育コーディネーター２名および関係機関から４

名からの連携の実践報告をおこない、東京学芸大学 加瀬進氏を交えてシンポジウムをお

こなった。また、特別支援教育コーディネーター対象のアンケート調査の結果報告もおこ

なった。 

この第２部における報告内容は、北信圏域における特別支援教育コーディネーターと就

学前の関係機関との連携に関する実践報告として、以下にその記録を載せる。 
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４．北信圏域の連携システムはどこまで来たか 

＜「北信発、WE コラボ フォーラム 第 2部」記録＞ 

時間  14:45～17:00 

登壇者 進行  伊藤 潤氏（飯山養護学校 教頭） 

    報告者 渡邊 佳子氏（中野市立長丘小学校 特別支援教育コーディネーター） 

        依田 さつき氏（山ノ内町立西小学校 特別支援教育コーディネーター） 

        岸田 丈子氏（飯山養護学校 教育相談専任） 

        小田切 勝利氏（中野市教育委員会 就学指導担当） 

        北岡 和子氏（北信圏域障害者総合相談支援センター 家庭児童相談員） 

        小宮 麗子氏（北信圏域障害者総合相談支援センター 療育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

高橋 佳子氏（北信圏域障害者総合相談支援センター 相談支援専門員） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 加瀬 進氏（東京学芸大学 准教授） 

 

伊藤 二部をここから始めます。私は、この中野市、そして北隣の飯山市そしてその２市

１町３村から子ども達が登校してくる飯山養護学校の教頭、伊藤です。 

 「特別支援学校の地域特別支援教育のセンター化」として、中野、飯山他２市１町３村

の特別支援教育のセンター的な役割を果たしたい、と幼・保・小・中・高の各園、学校の

特別支援教育関係の先生方と、また、特別支援教育を支援していただいています関係者の

方々にもお集まりいただいて、飯山養護学校特別支援教育連携協議会を開催して、特別な

支援が必要な子ども達の支援を進めていこうとしています。このステージ上に８名ものメ

ンバーが集まり、これだけで連携を強調しているようにも見えてしまいますが、このステ

ージ上にいるメンバーは現場を渡り歩いているものでして、超現場主義のアナログ的なメ

ンバーです。このメンバーがどのように連携をおこなっているかを明らかにしていきたい

と思います。 

 この二部では、本当に、この北信圏域での教育と福祉の連携はどこまでいっているのか、

連携として顔を連ねるこのメンバーがどんなことを感じ、どんなことを思っているのかを、

つぶさに掘り出したいと考えています。では、どんなメンバーであるか、所属と名前を自

己紹介します。 

＜自己紹介＞岸田丈子、渡邉佳子、小宮麗子、小田切勝利、依田さつき、北岡和子、加瀬 

進 

 では、どんなふうに探っていくかと申しますと、二部の前半では特別支援が必要な子ど

もに一番近い立場の現場の学校の先生方に「連携にいたるきっかけや理由、必要感、つま

り現場のニーズ」についてお話しいただき、実際の連携として支援機関がどのように応え

ていったのかを探っていきたいと思います。本日は、先ほど自己紹介していただきました

この地元中野市の長丘小学校の事例について渡邉先生を起点に一事例を、そして１町３村

の代表事例として山ノ内町から西小学校の依田先生からの話を起点にもう一事例を話して

いただき、支援機関の話へと進めていきます。 

  二部の後半は、こうした連携に対するそれぞれの思いや考えを出していただき、さらに、

この「北信圏域の教育と福祉の連携」は今後どのように進んでいったらいいかについても

思いを巡らしたいと考えています。 
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では、長丘小学校の連携の実際について話を進めましょう。渡邉先生は長丘小学校で特

別支援学級も担当されて、併せて、学校の特支援教育コーディネーターもやられているよ

うですが、各支援機関と繋がりを付けられようとしたきっかけはどんなことでしたか。 

 

◆学校現場のニーズに関係機関の相談体制はどう応えたか～中野市立長丘小学校の実際から 

渡邉 長丘小の実際を話します。私は、特別支援学級担任であり、コーディネーター兼務

です。支援機関との連携ということで、3つの事例をお話します。 

事例①は、現在小学校 2 年生になる自閉症の A 君についてです。A 君が本校に入学する

にあたり、どのような支援をしていったらいいのか、どのような環境を作っていったらい

いのかについて悩んだことがきっかけでした。そのときに保育園で支援に入っていた支援

センターの療育コーディネーターの小宮さんに連絡をとりました。 

事例②は、現在中学 1年生のＢさんです。中野市外から引っ越しをされてきたＢさんは

特別な支援が必要なお子さんでしたが、入ってこられたときは家庭状況などの情報がほと

んどわからず、Ｂさんに関する情報や支援方法について探りたいと思ったことが、関係機

関と連携することになったきっかけです。そしてＢさんに関する支援方法を探っていくた

めに、中野市教育委員会の小田切さんに相談し、小田切さんより各関係機関に連絡をとっ

てもらいました。 

事例③は、本校における特別な支援が必要なお子さんに関する共通理解を全職員の間で

図るために校内研修会を開いたことです。そこでは飯山養護学校の教育相談専任の岸田先

生を講師にお招きしました。 

 

伊藤 長丘小学校から出てきたそのような必要感・ニーズに対して、どのように応えてい

ったのかについて、まずは北信圏域障害者総合相談支援センターの小宮さんより支援セン

ターの体制と、長丘小のそのようなニーズに対してどう対応したのかをお話していただき

ます。 
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小宮 就学までの流れと北信圏域障害者総合相談支援センターのかかわりについて説明

します（図３参照）。 

図３ 就学までの流れと相談支援センターの関わり 

入学

心理相談

北信圏域の各市町村に共通する就学までの流れと
相談支援センター「ぱれっと」の関わり

ゆきんこ園

出生

（市町村）遊びの教室

（県）療育親子教室

健診

いちご学園

北信総合病院

飯山日赤病院

（市）療育教室

保育園・幼稚園訪問

教育（就学）相談個別相談

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳

 
図の中で△や◇のマークが付いているところが支援センターの関わっているところで

す。 

出生後、乳幼児健診のときに心理相談を通して親御さんと懇談をします。入園後は保育

園での様子を観察したり、必要に応じて個別相談の場を設けています。また、必要に応じ

てそれぞれの療育の場があり、関係機関の担当者が関わっています。就学前の段階におい

ては保護者の了解のもとに今までかかわってきた関係者から学校へ引き継ぎをおこなって

います。そこで、情報交換をおこなったり支援方法を伝えるようにしています。 

 

伊藤 支援センターの小宮さんとの繋がりや長丘小学校の渡邉先生からも連絡があった

ようですが、小田切先生は中野市教育委員会就学相談員として、こうしたニーズにどう応

じられたのでしょうか。中野市の特別支援教育にかかわる教育相談システムと教育と福祉

の連携の現状もふまえてお話ください。 

 

小田切 私のほうからは中野市の特別支援教育にかかわる教育相談システムの連携の現

状についてお話したいと思います（資料 4参照）。 

教育相談では主に親御さんの心配を聞きながら主に年長の教育相談をおこなっていま

す。まず教育相談の流れとしては、教育相談の案内ちらしを配布し、申し込みを受けます。

市教委・子ども相談室・支援センター・飯山養護学校の４つの関係者によりチームを組ん

で連携しながら教育相談をすすめています。教育相談の申し込み対象者は年少児から受け

付けており、とりわけ年長児に対しては就学前教育相談を実施しています。 
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就学前教育相談では、親御さんの心配なこと・気になることといった相談を聞きながら、

就学後の学校でしてもらえる支援について聞いたり、あるいは希望する学校の参観をおこ

なって、個別支援の体験や学校給食の体験をおこなったりします。また知能検査ＷＩＳＣ

―Ⅲなどによりアセスメントをおこないお子さんの得意不得意を知るような機会も設けて

います。学校参観にあたっては、その学校の特別支援教育コーディネーターと連携して学

校案内などをしてもらっています 

就学指導委員会においては、委員会での協議を受けて各お子さんの就学に関する判断や

助言をもらいます。 

また各お子さんの個人情報は、小学校に入学するまでに、引き継ぎのための申し送りの

会をおこなうなどをして、入学後の支援に情報を生かしてもらいます。 

お子さんの入学後は、就学前の教育相談を通じた配慮が効果あったのかをみるために、

教育相談のメンバーで 7月頃に見直し（自己評価）のための学校訪問をします。これが一

年生担任との教育相談会です。さらに依頼があれば個別の支援会議を開きます。 

連携は 1本の線では弱いので、資料の図にあるように何本もの連携の線をつなげて強い

連携にすることを心がけています。 

 

伊藤 支援機関の一つとして、この地域のセンター的機能を発揮しなければならない、飯

山養護学校の教育相談センターで教育相談専任として頑張る岸田丈子さんは、長丘小学校

から出されたこのニーズに対してどのように対応されましたか。 

 

岸田 私は飯山養護学校の教育相談センターのスタッフとして、事例①の A君に関しては

療育グループのスタッフの一員として関わりました。療育グループには就学前の支援にか

かわる関係者が集まっているので、それぞれとチームを組みながら、発達検査をしたり、

相談を受けたりしました。B さんに関しても同じように関係機関とチームを組みながら相

談を受けました。③の研修会に関しては、日程が前年度のうちに申し込みがあったので日

程調整ができ余裕をもってできました。学校の中の立場だけでなくいろいろな立場からお

子さんの支援を見ることが大切だと感じています。私の場合、養護学校教育相談センター

という立場なので、教育関係者として入ることで、教育の視点から話ができました。 

 

伊藤 さぁ、こうした支援関係機関が、教育現場である長丘小学校の特別支援教育コーデ

ィネーターの声を聞いて、そのニーズを受けながらそれにあった対応をされてきた様子が

分かりました。ですが、実際、こういった関係機関との連携による支援は学校現場にとっ

てどうであったのか、学校現場における支援の実際とその後の学校の変容をお話しいただ

ければと思います。 

 

◆関係機関と連携した後の学校現場の変容 

渡邊 事例①Ａ君についてですが、こういった関係機関との連携システムの中で相談をし

てきて、Ａ君が小学校の環境になれるために特別支援学級への学校訪問を 6回おこない、

授業参観、実際に在籍児童と共に活動へ参加、入学式のリハーサルを行う、特別支援学級

での生活環境作り（給食時のついたて）をおこないました。給食事のついたては、結果的
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には必要なかったですが、人目が気になるかもしれないということで教室にカーテンをと

りつけました。関係機関と連携しながら相談を進めて、そのなかでこのような取り組みを

おこなってきた結果、A 君はスムーズに学校に入学し学校生活にも慣れることができまし

た。A 君は言葉によるコミュニケーションができませんでしたが、現在は言葉によるコミ

ュニケーションが徐々にできるようになってきて大きな成長が見られます。 

事例②の B さんについてですが、B さんは中野市外からの転入生でしたが、転入する前

の段階で家庭状況などの情報がほとんどわからず、そのことについて市教委の小田切さん

に相談しました。そうしたところ、B さんにかかわる関係機関と支援会議を開くことにな

りました。B さんを含めた本校の児童について、どう理解し、どう支援するかをテーマに

した研修会を開き、そこに飯山養護学校教育相談専任の岸田先生、支援センターの小宮さ

ん、中野市教育委員会の小田切さんに来てもらい、支援会議を開きました。支援会議のお

かげで情報がわかり、今後の教育の方向、配慮点、検査の結果による支援を確認すること

ができ、本校の全職員が子どもに関わっているので専門家チームの話を共有できて有意義

でした。その後転入後においても支援会議を開き、保護者への支援の方向も検討すること

ができました。 

③の研修会の内容についてですが、研修会は今年度２回開催しました。研修会では、学

習面や生活面でどのように支援していったらよいか、また中には病気を抱えている子もお

り、幼少時それに関わっていた保健師さんから病気のことや配慮点などをお聞きすること

ができました。研修をきっかけにして、検査をしてもらう児童も出てきて、２回目の研修

会ではその検査結果を聞きさらなる支援について教えていただきました。校内研修会を通

して、児童会・クラブ・専科授業・チームティーチングなど様々な場面で全校児童に関わ

っている校内の全職員が、さまざまな専門家の視点からみた子どもたちの支援のあり方を

聞くことができ、共通理解が深まり大変有意義な研修会になったと感じています。 

 

伊藤 ありがとうございました。学校現場における特別な教育的ニーズに対応するために

は、学校内の支援だけでは難しく、関係する外部の支援機関と連携をしながら支援を考え

ていくことで、現場の学校もニーズに対応するような形に支援のあり方や校内体制を変化

させ、支援をすすめてきた様子が聞き取れたかと思います。 

 さて、ではもう一事例を紹介します。 

 先ほどは中野市の事例でありました。お隣の市、飯山市であっても先ほど小宮さんから

もありましたが、子ども課という課ができていまして、教育委員会や福祉関係が机を並べ

るような体制で支援にかかわっています。市ぐらいの組織を有しておれば、このような連

携となるわけですが、町村ぐらいともなると全てがそのようにはいきません。そこで、こ

れから山ノ内町にあります西小学校における事例を取り上げ、先ほどと同様に連携にいた

るきっかけや理由、必要感、つまり現場のニーズをお話しいただき、実際の連携として、

支援機関がどう応えていったかを探っていきたいと思います。  

 では、山ノ内西小学校で、渡邉先生同様に特別支援学級も担当されて、併せて、学校の

特支援教育コーディネーターでもある依田さつき先生、各支援機関との繋がりをもたれよ

うとしたきっかけはどんなことからですか。 
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◆学校現場のニーズに関係機関の相談体制はどう応えたか～山ノ内町立西小学校の実際から 

依田 まず、西小学校の関係機関との連携体制についてお話します。西小学校の場合は、

平成１７年度に、４名の児童の入級で知的障害特別支援学級が新設されました。知的にも、

境界線・軽度・中度と幅広く、しかも３人の児童はそれぞれＡＤＨＤ・アスペルガー・広

汎性発達障害を合わせ持つ児童でした。本来ならば情緒障害学級対象である児童も含まれ

ていました。前年度までは、町の対応で２名の支援員が各学年に加配されていたのですが、

学級ができたということでこの多様な児童たちを１名の担任で指導していかなくてはなら

なく、授業をどの様に進めたらよいか、一人ひとりの児童にどう寄り添ったらいいのか、

という不安感からの出発でした。 

ちょうどその年は、飯山養護学校のセンター化の２年目に当たり、前任校において教育

相談でお世話になっていた山田富佐子先生に相談を依頼しました。そうしたところ、保育

園からのつながりがあるということで、支援センターの前療育コーディネーターの湯本さ

んと家庭相談員の北岡さんも山田先生と一緒に本校に来校していただき、その３名に関わ

ってもらいながら教育相談を進めることになりました。 

初年度は、この３名の方に児童の発達検査や授業参観をしていただき、そして支援方法

を示唆していただいたり、保護者の教育相談もおこないました。また、家庭的な問題を抱

える児童の家族支援もしていただきました。低学年の通常学級の中には、落ち着きがない

児童が多かったので、この３名の専門家チームが来校する日には、特別支援学級ばかりで

なく低学年中心に通常学級の参観もしていただき、担任の先生の教育相談にのっていただ

くようにしました。１７年度はチームで来校していただいたのが２回、山田先生の心理検

査・教育相談は４回と、継続的に教育相談を進めていただきました。それは、その時その

時に困っていることへの対応策・支援のヒントを教えていただいたということで、児童の

発達の経過を追って観察していくのに大変有効でした。 

１８年度には、専門家チームによる教育相談の良さが理解され、校内の教育相談の依頼

がグーンと増えました。その結果、早い対応の方法として、心理検査を私が行い、アセス

メントを岸田先生にお願いし、その結果を私から担任・保護者にお伝えし、必要に応じて

医療機関を受診していただくなどしました。この時、養護学校の担当が山田先生から岸田

先生に替わりましたが、西小の実態を詳しく引き継いでいただいてあり、前年同様に対応

していただき有り難かったです。また、保護者が直接北岡さんの所へ家庭相談をしたとい

う情報もすぐに連絡いただき、学校としても素早い対応ができました。このような専門家

によるアセスメントや関わり、学校との連携により、校内の教育相談体制も整えることが

できました。 

次に、各ケースの経過を追いながらＨ１８～１９年度の連携体制についてお話しします。 

Ｈ１８年に入って早々に、Ｈ１９年度の来入児さんの中に特別支援学級を利用したほう

が良さそうなＣさんがいるという情報が保育園からありました。広汎性発達障害の疑いが

あること、聴覚などに過敏なところが見られる子どもさんだということでしたので、町の

保健師さんと情報交換をし、北岡さんを窓口として就学相談を進めながら受け入れ態勢を

整えていくことにしました。 

 Ｈ１９～２０年度の取り組みです。Ｃさんが入学したので、その学校生活への適応支援

を進めつつ、一方で先ほどお話ししました４名の児童が高学年になりましたので、それぞ
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れの教育課題を明確にしたり、保護者の希望や不安に対する対応も個別化していく必要性

が出てきました。このとき、個別の教育相談会を開いてはどうかという本校の教頭からの

アドバイスがあり、実践することとしました。本来なら一人ひとりの児童について３名の

専門家チームに参加していただくのがよいと思いましたが、そうすると５名いましたので

５回も会合を持たなければならないのは大変だということで、各児童それぞれの障害特性

と将来の進路を見通した上で、家庭的支援が中心的に必要だと思われる保護者は北岡さん、

自閉症・アスペルガー症候群の児童の保護者は小宮さん、早期に養護学校を利用しそうな

児童の保護者は岸田先生、保護者の期待・ニーズが大きい場合は小宮さん・岸田先生とい

うように分けさせていただき、強力に支援を担当していただきました。このようにして、

専門家チームの中で分担していただきながら、具体的にはそれぞれで授業参観と個別教育

相談を半日使って進めていきました。 

 

伊藤 ここにいるメンバーの前職の方々とのつながり、それが本校の教育相談センターの

センター的機能からということだと聞いて、飯山養護学校連携協議会と名を変えたのが

H17 年からの 5 年目を迎えようとしていますが、まさしく地域への支援体制が機能した例

かもしれません。この養護学校のセンター的機能に関しては後ほど岸田先生に時間を割い

ていただこうと思います。 

さて次に、現在は北信圏域障害者総合相談支援センターの家庭児童相談員という立場で

いらっしゃいますが、昨年度までは、飯山市、中野市以外の町村の相談を一手に引き受け

てこられ、北信福祉事務所で家庭相談員をされていた北岡和子さんに、この西小学校で浮

かび上がったニーズに対してどう応えられてきたのか、その就学相談体制と機能について

触れていただきながら、その実際についてお話していただきます。 

 

北岡 町村における就学相談の流れについてお話していきたいと思います（資料 5参照）。

私自身の感想としては、町村窓口に担当の方と母子担当の保健師さんをつけてもらってい

ることでやりやすくなったと感じています。私の業務としては、早期発見になる 0～18 才

へのあらゆるニーズに応えてきました。 

西小のニーズにどう応えたかということについては、母子担当の保健師さんをつけても

らうことで非常にやりやすかったです。各町村には教育相談がいないため、保健師さんと

教育委員会に入ってもらっておこなっています。 

体制の流れとしては、保健師さんのほうから、気になる子どものリストアップをしても

らい、今後の見通しをケース進行会議で決めています。小学校のコーディネーターも参加

し、一緒に話し合いながら方向付けをおこなっています。そして必要に応じて関係機関に

紹介したり、療育グループに連絡したりして、情報を共有し、方向性を考えています。 

西小の事例から説明すると、Ｃ君は 2才児健診で支援の必要性について発見されていま

す。言葉の遅れ、目の動き、大勢の前では入っていけない、家庭では祖父の見ているテレ

ビの大きい音に反応し、すぐにスイッチを切るので祖父と C君の二人の間にけんかが絶え

ませんでした。母は祖父から「おまえの育て方が悪い」と言われ、母のせつない思いが伝

わってきました（家庭内でもめました）。その後、私たち関係機関につながり、専門機関

を紹介したり、保育園訪問をして担任の先生と話したり、保育園での対応の良さを母と共
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有したりしました。そういう話し合いの中で、保育園では加配保育士をつけてもらったり、

保健所の療育教室（のびのび教室）に通うようになりました。 

そういうなかでつながりながら、就学相談をおこなうようになりました。就学相談では

必ず両親そろって相談にてもらいました。その中で就学を希望する学校の見学・体験をさ

せてもらいました。養護学校の見学もしました。また一方では、就学相談委員会の中で親

の思い・子どもの気持ちを伝えました。そして教育委員会事務局にも報告したり、家庭内

の意見を一致させるため、祖父母にも意見を聞いたりしました。そういう調整をしながら

家の人にも就学先について承諾をしてもらいました。そして、就学先が決まったころ、就

学先の専門の担当による支援会議（1５名）を行いました。この会議では、各出席者からそ

れぞれが関わってきた部分について報告してもらいました。この時総勢 15 名でしたが、全

員が保護者の応援団であることを伝え、今までの関わりをそれぞれの立場から伝えました。

12 月には、親御さんの承諾を得て、検査の結果を参考に見させてもらいました。そして、

学校訪問、学校体験、保育園での様子参観などを経て、支援センターの小宮さんからに協

力してもらいながら入学式のリハーサル（関わる環境・人・物・スケジュール）を行いま

した。そして入学後の学校生活に向けて、小学校に支援員の加配を置く準備をしました。

入学した後の 5 月には、再度本人の様子を確認するために学校訪問しました。2 才上の姉

が寂しい思いをして不登校になったという相談があったときにも対応し、この姉も学校で

教室にいられるようになりました。Ｃ君のお母さんには親の会を紹介し参加していただき

ました。 

  私が思う就学相談体制の機能としては、西小へのチーム支援の体制により、心が通う相

談支援ができたと思っています。 相談を受ける人は親御さんの気持ちや立場に寄り添って

相談に乗り、家庭全体を支援するのだと思います。父親の就労相談、障害年金、生活保護

相談や警察との連携なども含まれてくると思います。 

 

伊藤 では、飯山養護学校の教育相談センターとしての機能、そして、どのように西小の

ニーズに応じてきたのかを岸田さんのほうから報告をお願いします。 

 

岸田 飯山養護学校での教育相談センターとして、地域の相談に対してどのように対応し

てきたかについてお話していきたいと思います（資料 6参照）。私は教育相談センターの

スタッフとして、お子さんが学校に入学する前にも支援をおこなっています。就学前の段

階で、支援会議に同席したり、発達の検査をするなど、関係機関と日程調整をしながらチ

ームを組んで取り組んできました。また授業参観や職員研修などもおこなってきました。

関係機関と連携して支援するということについては、いろいろな人の目で見ることが大事

だと思っています。 

 

伊藤 家庭支援や個別の教育相談、そして、進路先の意味合いも含めた教育相談センター

等を上手に活用された西小 依田先生の実践例であったと思いますが、関係機関と連携し

て相談を進めてきたその後の様子や変容等についてお話ください。 
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◆関係機関と連携した後の学校現場の変容 

依田 １７～１８年度の２年間で、専門家チームの通常学級児への直接的関わりは２例で

したが、校内では１０例の相談があり７例が医療機関を受診、その結果アスペルガー２名、

ＡＤＨＤ３名、ＬＤ２名が診断されました。診断された児童の多くは、通常学級の中で配

慮されながら学習に取り組んでいます。また、保護者の心理的ケアと中学校への引き継ぎ

の面では、スクールカウンセラーの教育相談につなげるなどの対応をとっています。 

成果としましては、一人ひとりの保護者の困り感、支援方法や将来への希望、学級懇談

では話しにくい要望などを聞き取ることができ、専門家の具体的なアドバイスを受けるこ

とができました。また、事前に授業を見ていただいているので、担任の説明不足の点につ

いても保護者に伝えていただきフォローしていただきました。専門家チームに特別支援学

級の危機を救っていただいた、という思いがしました。 

 この後、個別の教育相談会で話し合われた内容をもとに、個別の教育支援計画を作成し

始めました。 

また、個別支援手帳を利用することで将来につなげていきたいという保護者の希望があ

り、小宮さんの指導を受けながら支援手帳記入のための相談会を開いています。 

 通常学級にいる発達障害傾向児の環境を整えたいという願いのもと、校長・教頭先生に同

席していただき、保護者を交えての個別支援会議を４人について何回か開いています。 

 また、中学校の特別支援学級への進学を前にして、体験学習を重ねたり、移行支援会議を

開いていただくなど、特別支援教育コーディネーターを窓口として、小学校から中学校へ

の連携もとっています。 

  今日のシンポジウムで発表させていただくにあたり、４年間を振り返ってみたわけです

が、専門家チームには直接的な支援をしていただいたばかりでなく、そのノウハウを伝え

ていただくことで、特別支援教育コーディネーターとして、西小学校内の教育相談体制や、

支援体制の構築ができたのではないかと思います。 

 

伊藤 このように現場のニーズに応えるため、学校をはじめ様々な関係機関が連携し、そ

のときそのときのニーズに合わせて連携の形を変えながら対応してきたのだと思います。 

では、各メンバーのこれまで連携してきた実感をふまえて、それぞれに連携についての

思いと要望などをお話ししていただきたいと思います。 

ではまず、加瀬先生はこれまでの報告を聞いてどんな感想を持たれていますか？ 

 

◆連携についての思い、要望、今後の方向性について 

加瀬 今回の報告を聞いて、平成１６年度頃からのコーディネーターの着実な積み上げを

感じました。例えば１月末から２月４日まで毎日新聞に連載された「先生」シリーズの中

で、先生が相談できる相手は家族が８４パーセント、同僚は１４パーセントという結果で

あったと記されています。先生方は職場で苦しさを分かち合いにくいといいますか、先生

が助けてと言うには本当に勇気が必要なことなのだな、感じます。プライドが高く相談で

きない、一人でやっていくのがいい、困った時に言える相手がいない・・・様々な要因が

あろうかと思いますが、そういったことに対して、今回の実践報告のように関係機関がつ

ながることに確かな手ごたえを感じます。 
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ただし、これからの北信圏域を展望すると、圏域内の小中高５０校が関係機関につなが

った場合、その相談件数に応えられるのか、質の担保や人材育成・引き継ぎをどうするの

か、現在の仕組みでこなせるのか等々、量と質双方の問題に対する準備が問われるのでは

ないかと思います。今後はコンビを組んで引き継ぐといったことをしていく必要があると

思います。 

また、小学校高学年から思春期の問題、義務教育でない高校でのＷＥコラボの手ごたえ

を知りたいとも思います。義務教育ではない問題も受け止めやっていくこと。福岡さんの

レジメのなかに「思い続けること」というのがありましたが、思い続けることが大事、そ

の投げかけをしていきたいと思います。 

 

伊藤 学校の先生方から、連携についての思いや要望について、渡邉先生、依田先生の順

でお願いします。 

 

渡邊 連携のよさを感じるのは、さまざまな分野の専門的な目で支援について意見をもら

えること、支援の方向を探れることがありがたいと感じます。時間がない中で１か所に電

話をすると、そこから必要な関係機関に電話をしてくれ支援会議を開くことができる、こ

のことがすごいと感じています。 

要望としては、センター校である養護学校のコーディネーターの人的増員をぜひしてほ

しいと思います。相談をしても実際には予定が合わなくてどうしても先延ばしになってし

まいます。また検査後の解釈・支援の方向などについて専門的に知りたいと思います。研

修も積みながら自分で出来るようになることも必要な課題だと思います。特別支援学級の

先生が保護者と話していると即入級を想定されて嫌がられるので、専門家に入ってもらえ

るとそうはならないのではないかと思っています。 

 

依田 連携の良かった点としては、学校の教育活動だけでは支えきれないところを支えて

もらっているので、学校の教育効果を上げてもらっていると思います。 

また山ノ内町としての悩みは、支援センターまで距離が遠いので利用を控えざるをえな

いことです。支援センターもサテライト化してほしいと思います。将来頼れるところを増

やしてほしいです。余暇でも太鼓やスキーなど スペシャルオリンピックでスキーの練習

をするなど支援センターに音頭をとってもらいたいと思います。また、専門家チームの利

用を校長会等で先生方に宣伝してほしいと思います。 

 

伊藤 では、小田切先生、北岡さんからも連携に対する思いや要望などをお話しください。 

 

小田切 私は教育委員会に来た時は一人ぼっちでした。一人でやるのは困ることもありま

す。関係機関と知り合えていろいろと相談してもらえるようになって本当に良かったと感

じます。連携として養護学校や福祉の分野などでチームを組むことで分担できたり、専門

性が生かせたり、また情報の共有化ができます。またニーズに応じたサービスが効果的に

できます。連携することで発達障害に関する理解が深まり広がりがでて支援の連続性が出

てきます。各校では、校内就学指導委員会において何回も支援会議が開かれ意識が高まり、
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保護者の理解の広がりが感じられます。保護者の立場から考えると、チームを組むことに

よって、情報の共有化が図れて、スムーズに事が運ぶと考えられます。課題は計画的に打

ち合わせをして進めていくことです。そのための配慮点は、連携をとっていくためには定

期的な打ち合わせが必要ですが、日程調整をするのが難しいです。個人情報も慎重にしな

ければなりません。教育相談はこちらの都合であまり急ぎすぎて進めるのもよくありませ

んし、保護者と同じ速さで理解をしていきたいと思います。 

 

北岡 連携の良かった点は、保健師さんがチームに入ってもらえたこと、また窓口にもな

ってもらったことで、早期発見・早期対応、虐待の予防につながります。また連携をする

上では、フットワークやネットワークが必要だと思います。今後も連携の中でやっていき

たいと思います。 

 

伊藤 では、小宮さん、岸田さんのほうからもお願いします。 

 

小宮 連携の良さは、医療保健と定期的に連絡が取れ、教育と連携できる点だと感じます。

今後の課題は、どう保護者に将来への見通しを持ってもらえるかです。 

 

岸田 連携においては、役割分担して、その時々のタイミングにあわせた支援ができる人

を巻き込むことが大事。その時その時にかかわっていかれる人がいることが心強いと感じ

ます。学校現場の職員がチームの一人として入ってきていることはとても重要です。 

課題としては、教育相談センターに対する相談ニーズの多さから早期相談ができないこ

とです。なかなか迅速にニーズに対応ができなくてセンター化が難しい現状です。それを

打破するためにも今度はコーディネーターのサテライト構想を図っていきたいと考えてい

ます。そのためににも、できる限り専門性を高める研修会や授業公開ができるといいと思

っています。 

 

伊藤 地域の連携が深まり、各機関が繋がれば繋がるほどに、やはり、各関係機関の有り

様が大切になってくると思います。学校では、今日のお二人のコーディネーターのように

特別支援学級担任と特別支援教育コーディネーターを兼任されている例はこの北信圏域で

も多い現状です。できれば、学級運営や子ども、保護者へと対応に専念していただき、そ

れを総括的に、第三者的に見て支援をコーディネイトできる立場の方がコーディネーター

になられるとスムーズな支援が進んでくると思います。 

こうした連携を生かすも殺すも、各学校のコーディネーターであることが指摘されてい

ると思います。現場の窓口の間口が広く取られ、より現場で効果的な支援になるようこれ

らの支援関係機関を活用していくことが必要ではないでしょうか。そのためにも、コーデ

ィネーターの位置づけを大切にしていただければと思います。 

 では、ここで、今後の方向について小田切先生、北岡さんにご意見を伺いましょう。 

 

小田切 就学指導は教育相談の充実が必要であり、そのためには連携が大事です。つまり

人と人とのつながりが大事だということです。そのためにはコーディネーターの充実が求
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められます。みんなの力をかりて、今後も連携をしていきたいと思います。教育相談充実

のためには人手を充実させることが大切であります。相談にかかわってきたお子さんの味

方でずっとありたいと思います。 

 

北岡 相談の専門職がセンターにはいます。私たちは相談を受けたら、それぞれの問題に

よっていろいろな人と手をつないでいかないといけません。私は、それぞれの家庭の生き

方があり、その不都合なところのお手伝いができたらいいと思います。そう考えています

が、そこで足りないのが教育だと思います。もっと学校と連携できたらいい、その中でい

かに生きていくか、その不都合なところのお手伝いをしていかれたらいいのかなと思って

います。今連携の中で弱いのが教育です。そこで連携を組んでいきたいです。そのうえで

は学校の先生方との連絡調整が大変ですが、学校側に教育相談に関する専任の先生がいて

いただけたらと思います。 

ちょっと手を貸してあげれば生活できるということも多いので、そのような場所を今後

ぜひ考えていきたいです。学校に行けない子の居場所作りができるといいなあと感じてい

ます。 

 

加瀬 特別支援教育コーディネーター調査を通して明らかになった多くの先生方の希望

や問題意識、課題に丁寧に応え、共有していくことが大切だと思います。いきなりサテラ

イト・センターはできないけれど、ちいさな学習会はできる。そのように丁寧に応えてい

ってほしいと思います。 

 

伊藤 まず、教育と福祉が互いをもっと知る必要があります。そこで、飯山養護学校特別

支援教育連携協議会と自立支援協議会の連携を深めると共に、この特別支援教育連携協議

会に参加していない学校の特別支援教育が必要なお子さんのことが気になってしまいま

す。 

  もれなく、といってはなんですが、この連携協議会にすべての幼保小中高が参加いただ

けるようにして、自立支援協議会とのパイプを太くしていきたいと考えています。そのこ

とが教育と福祉をつなぐ実際的な連携の場作りに繋がっていくのではないでしょうか。そ

うすれば、特別支援の必要な子ども達に豊かな支援の手をつないでいくことができるもの

だと考えています。  

ありがとうございました。以上で第２部を終わりにします。 
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５．「北信圏域 特別支援教育コーディネーター調査」結果 

 

（１）調査の概要 

 

１）調査目的 

本調査は、特別支援教育コーディネーターの関係機関との連携・協働についての意識と、

教育と福祉の連携実践である「特別支援教育連携協議会と自立支援協議会療育支援部会の

合同開催」に対する感想を把握し、今後の連携推進の方向性を検討する基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

 

２）調査対象・回収状況 

北信圏域に所在する学校の特別支援教育コーディネーターを対象に調査を実施した。学

校種別の配布数・回収数・回収率は以下のとおりである。 
 配布数 回収数 回収率 

小学校 ３０件 ２８件 ９３％ 
中学校 １１件 １０件 ９０％ 
高校 ９件 ７件 ７０％ 
合計 ５０件 ４５件 ９０％ 
 
３）調査時期 

平成２０年１２月 
 
４）調査方法 

郵送配布・郵送回収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

（２）集計結果 

１）基本情報 

学校種別は、小学校 28 件、中学校 10 件、高校 7 件であった。 
回答した特別支援教育コーディネーターの役職は、特別支援学級担任が 55.6%で最も多

く、通常学級担任 20%が続いていた。 
 

図表１ 学校種別 

62.2 22.2 15.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
全体(n=45)

小学校 中学校 高校 養護学校 無回答

 
 

図表２ 記入者の役職 

4.4 20.0 2.2 55.6 2.2 13.3

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
全体(n=45)

校長 教頭 通常学級担任

専科担当 特別支援学級担任 通級指導学級担任

養護教諭 その他 無回答
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２）学校からみた福祉・医療・労働・行政等の関係機関1との連携・協働について 

  ①関係機関との連携のきっかけ 

特別支援教育コーディネーターとして活動する中で特別な対応を必要とする児童生徒に

ついて関係機関と連携をするきっかけは、「不登校」53.3%、「学習課題未達成」「授業参加

困難」51.1%が多かった。 
 

図表３ 関係機関との連携のきっかけ 

51.1

51.1

11.1

53.3

4.4

2.2

0.0

26.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

学習課題未達成

授業参加困難

暴力・暴言

不登校

いじめ

非行

自殺行為・自殺念慮

その他

全体(n=45)

 
 

②関係機関との連携の必要性と現状 

関係機関との連携の必要性について、「とても必要」「どちらかといえば必要」をあわせ

た割合でみると、教育分野、医療分野がそれぞれ 93.3%、行政分野が 82.3%、福祉分野が

77.8%と連携の必要性が高かった。 
一方、現在の実際の連携状況について「十分連携できている」「どちらかといえば連携で

きている」をあわせた割合でみると、教育分野は 82.2%でかなり連携が進んでいるが、行

政分野は 60% 、医療分野は 48.9%、福祉分野は 40%となっていた。このことから、医療

分野、福祉分野を中心に必要性は感じながらも連携が進んでいない状況がうかがえる。こ

の点については次の「③連携の必要性と現状の違いについて」のなかで詳述する。 
また、労働関係については、今回回答の多かった小学校等では大きな課題とならない分

野であるが、中学、高校と進むにつれ連携の必要性が出てくると思われるが、現状では、

連携できているとした割合は 0%であった。 
 

                                                   
1 ここでいう関係機関とは、以下のものをさす。 
・教育分野の関係機関：自校以外の幼・保・小・中・高・養護学校、教育センター 等 
・福祉分野の関係機関：福祉施設、サービス提供事業所、相談支援事業所 等 
・医療分野の関係機関：病院 等 
・労働分野の関係機関：ハローワーク、一般企業 等 
・行政機関：市町村役場の子ども課・福祉課・教育委員会、児童相談所 等 
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図表４ 関係機関との連携の必要性 

82.2

48.9

60.0

13.3

66.7

11.1

11.1

28.9

33.3

11.1

15.6

6.7

2.2

15.6

8.9

24.4

8.9

26.7

33.3

6.7

8.9

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2 2.2

2.2

4.4

48.9

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１教育分野の関係機関

２福祉分野の関係機関

３医療分野の関係機関

４労働分野の関係機関

５行政機関

６その他の関係機関

全体(n=45)

とても必要である どちらかといえば必要である どちらかといえば必要ではない

ほとんど必要ではない 分からない（ケースがない） 無回答

 
 

図表５ 関係機関との連携の現状 

13.3

8.9

8.9

11.1

68.9

31.1

40.0

48.9

6.7

22.2

28.9

11.1

13.3

4.4

11.1

6.7

28.9

6.7

4.4

17.8

11.1

51.1

11.1

40.0

8.9

8.9

8.9

48.9

4.4

4.4

2.2

4.4

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１教育分野の関係機関

２福祉分野の関係機関

３医療分野の関係機関

４労働分野の関係機関

５行政機関

６その他の関係機関

全体(n=45)

十分連携できている どちらかといえば連携できている

どちらかといえば連携できていない ほとんど連携できていない

分からない（ケースがない） 無回答
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③連携の必要性と現状の違いについて 

③-1 福祉分野の関係機関との連携について 

福祉分野の関係機関との連携の必要性は 77.8％であるのに対して、連携ができていると

の回答は 40％であった。福祉分野との連携について必要性は感じながらも連携ができてい

ない状況が明らかになった。連携ができていない理由・課題を自由記述で聞いたところ、

以下のような回答があった。 
 

図表６ 福祉分野の関係機関と連携できていない理由・課題 
・必要なケースがない（6 件）対象となるケースの掘り起こしが進んでいない。 
・情報がない（2 件） 
・機会が少ない（2 件）年に数回しか来ない。 
・どのように連携すればいいのかわからない（2 件） 
・時間の割に中身がない（2 件）支援会議はしているがいまいち深まらない。 
・件数が多くてこなせない（2 件）全ての対象児童に対してできるといいが難しい。 
・連携して何ができるのかわからないので連携ができない。 
・支援の方向、保護者への説明等。 
 
また、連携ができているところの理由・工夫点について自由記述で聞いたところ、以下

のような回答があった。 
 

図表７ 福祉分野の関係機関と連携できている理由・工夫点 
・来校してもらいアドバイスを受けた（2 件）不登校児童の家庭の支援について、貴重な

ご示唆を頂いている状況で、現在改善しつつある。 
・ケース会議が持てた。 
・支援センターでお世話になっている。 
・保育園から入学してくる子への支援がスムーズになってきている。 
・相手の関係機関の担当者を知っていることで連携が取りやすい。 
・今のところ連携の必要な子がいなくてあまり連絡を取っていないが、必要に応じて声を

かけてもらっている。 
・家庭への支援が主。 
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③-2 医療分野の関係機関との連携について 

医療分野の関係機関との連携の必要性は 93.3％であるのに対して、連携ができていると

の回答は 48.9％であった。医療分野との連携について必要性は感じながらも連携ができて

いない状況が明らかとなった。連携ができていない理由・課題を自由記述で聞いたところ、

以下のような回答があった。 
 

図表８ 医療分野の関係機関と連携ができていない理由・課題 
・必要なケースがない（5 件）学校と直接連絡を取り合う必要はない。 
・情報交換する機会が少ない（5 件）その後のフォードバックがない。医師との連絡が取

れない。医療分野は忙しすぎて参加できないのではないか。支援会議等への参加要請は

は難しい。 
・保護者を介しての情報しか入ってこない（2 件）。守秘義務があるとの事で、保護者同伴

でないと話をさせて頂けない。 
・保護者の理解が得られない。 
・大変なケースなのに医師に「問題ない」と言われてしまう。 
・リハビリの見学、お話を聞く機会等、こちらがお願いすれば教えて頂けるが、もらった

情報をうまく支援につなげられない。 
 
また、連携ができているところの理由・工夫点について自由記述で聞いたところ、以下の

ような回答があった。 
 

図表９ 医療分野の関係機関と連携できている理由・工夫点 
・積極的に医師と連絡をとるようにしている（5 件）主治医と連絡を取っている。学校で

の様子を医師に知らせ、相談している。必要に応じて特別支援学級担任が主治医と話し

ている。医師からアドバイスを頂いている。できるだけ専門の判断を仰ぐ。 
・受診に同行している（2 件）保護者と一緒に話を聞くようにお願いしている。必要に応

じて担任や特支担任が同伴し、児童理解に努めている 
・保護者を通して情報交換している（2 件）直接というよりは保護者を通して医師の意見

を聞くことが多い。学校での様子を保護者から伝えてもらっている。 
・医療機関に定期的にかかっている（2 件） 
・相手の機関の担当者を知っているので、関係が取りやすい。 
・教育相談から見えてきた事から、受診につながり、指導や支援の方向が分かる。 
・疑わしい生徒に診断を勧めた。 
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３）特別支援教育連携協議会と自立支援協議会療育支援部会の合同開催の成果と課題につい

て 

①合同開催に対する評価 

北信圏域では、新しい取り組みとして、特別支援教育連携協議会と地域自立支援協議会

を同時に開催してきた（平成 20 年 5 月、10 月）。 
この取り組みが障害（またはその疑い）により特別な対応を必要とする児童にかかわる

関係機関との連携をすすめるために役に立ったか、評価を聞いたところ、「とても役に立っ

た」「どちらかといえば役に立った」をあわせた肯定的な評価が 55.6%であった。一方、「ど

ちらかといえば役に立たなかった」「ほとんど役に立たなかった」をあわせた否定的な評価

は 6.6%であった。 
全体として、特別支援教育連携協議会と地域自立支援協議会の同時開催については好意

的に受け止められていることがうかがえる。 
 

図表１０ 特別支援教育連携協議会と地域自立支援協議会の同時開催の評価 

17.8 37.8 4.42.2 35.6 2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
全体(n=45)

とても役に立った どちらかといえば役に立った

どちらかといえば役に立たなかった ほとんど役に立たなかった

分からない 無回答

 
 
②合同開催の効果 

合同開催がどのような理由で役に立ったと感じるか自由記述で聞いたところ、以下のよ

うな回答があった。 
 

図表１１ 合同開催が役に立ったと感じる理由 
・関係機関の職員と顔見知りになることができた（9 件）：その後スムーズに連携できるよ

うになった。 
・連携の仕組みが分かり、ネットワークが広がった（8 件）：どのようなときどのような機

関と連携すればよいか分かった。 
・個別ケースについて相談することができた（3 件） 
・高校の特別支援教育の情報が得られた（6 件） 
・特別支援教育に関する色々な情報が入手できた（6 件）：コーディネーターは初めての経

験なので参考になった。圏域内の色々な情報を得られた。 
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③今後の希望 

来年度以降、2 つの会議の同時開催を継続することについての意向を聞いたところ、「継

続してほしい」が 71.1%であり、「継続してほしくない」は 0%であった。 
 
図表 12 来年度以降の特別支援教育連携協議会と地域自立支援協議会の同時開催について 

71.1 28.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
全体(n=45)

継続してほしい 継続してほしくない 分からない 無回答

bv

 
 
また、今後、同時開催を進める中で取り上げてほしい内容を自由記述で聞いたところ、

以下のような回答があった。 
 

図表１３ 今後、会議の同時開催を進める中で取り上げてほしい内容 
・勉強会・情報交換会の開催（9 件）：特別支援教育の実態（教育分野だけの連携での限界）

を地域の関係者に共有してほしい。現在事例を抱えていなくても、今後に向けて定期的

に情報交換をしたい。保護者に対しても情報発信できる勉強会があるとよい。 
・関係機関の相互訪問（6 件）：顔の見える連携を作りたい。機関の共通理解を深め、支援

の方向性を確立したい。 
・具体的な支援事例の紹介（4 件）：どのような子どもがどのようなサービスを受けており、

どのような問題点や成果があるか、事例を通して知りたい。家庭や地域を巻き込んだ事

例を通して支援の広がりを学びたい。中学卒業後の進路選択、学校卒業後の生活の場に

ついての実例を知りたい。発達障害等への連携した支援のあり方に関する事例を知りた

い。 
・定期的な情報発信（5 件）：地域で何が行われ、課題が何かを知り、緊急性や重要度を検

討したい。すべての学校や保護者にも情報が届くようにしてもらいたい。 
・連携マップの作成（2 件）：縦横のつながりに生かしたり、保護者と話す際に活用したい。

困ったときにどこに相談すればよいか分かりにくいので、整理したい。 
・圏域の大きな方向性の検討 
・近隣市町村の障害福祉行政の内容や特徴 
・国内外の先進的な取り組みの紹介 
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４）関係機関との連携全般における工夫・課題等 

障害（またはその疑い）により特別な対応を必要とする児童生徒にかかわる関係機関と

の連携全般（就学前、卒業後を含む）について、貴校で工夫されていること、課題になっ

ていること、困っていること、要望等を自由記述で聞いたところ、以下のような回答があ

った。 
 
■乳幼児期から学齢期を通じた一貫した支援の必要性 

・幼稚園・保育所のうちに支援を始められたら児童の卒後がとても良い。この時期の支援

が何とかならないか。 
・就学前、園にも特支コーディネーターがいて、相談を早めに進めるべき。年長の６月の

発達検査が終わった後気になるケースであっても情報が来ず、入学後に大変苦労してい

る例がある。 
・一人の生徒に対する支援は小学校や中学校で終わるものではないので、高校や社会に出

ていく際に連携を図っていくことが重要。支援者が変わっても、継続して支援していけ

るシステム（情報管理等）が必要である。 
・就学前については、申し送りの会が持たれており、ありがたい。中学校への申し送りの

会を持っていきたい。 
・就学前に関しては、教委はじめチームでも教育相談をして下さっていて、情報も得やす

くなり、前進している。小から中学への橋渡しで、資料等を整えたり、事前に中学校長

とも話し合う時間を取ってもらうことにしたが、それが中学の関係職員にキチンと伝わ

り、支援の助けとなっているかについては不安である。 
・子ども課との連携。小学校の途中から支援を始めた子は、養護学校や支援センターとつ

ながることはできても、子ども課とはつながりにくい。１０～２０年ずっとその立場で

関われる人は必要。そういう人を置けるのは子ども課の家庭相談員かと思うがいかがか。 
・高校を卒業した後の進学先での様子や、進学後の様子についての情報交換があまりない

ので、今後、連携が必要か。 
・本人や家族が安心して学校生活が送れるように連絡会（保小、小中）が行なわれている

が、更に充実を図っていきたいと思う。できれば、その地域で長く携わっている方を含

めた会が持たれるとありがたい。 
 
■教員に対する意識啓発 

・担任が理解し、対応してほしい。 
・担任をはじめ教員全般に特別支援を必要とする生徒の実態が理解されておらず、そうし

た教員の攻略から始めないと連携にも至らない。 
 
■支援体制の重層化・人材確保の必要性 

・家族を含めた支援や継続した支援を学校だけで行なうことに限界を感じる。 
・教育相談を希望する保護者がいたので、学校長を通して養護学校へ申し入れたが、人数

が多すぎて断られた。 
・連携できる機関が少なく、どうしても養護学校の教育相談に頼ってしまいがちである。
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教育相談もいっぱいの状況で、頼むのが申し訳ない気がする。 
・児相の巡回相談は主に未就学対象だと言われ、申し込もうとしてもやんわり拒否されて

しまう。市の教育委員会に巡回相談の派遣をお願いしたい。 
 

■卒業後の進路について 

・進路についての情報をたくさん教えてほしい。 
・特別な支援を必要とすると就学指導を受けた生徒について、保護者が通常学級のままの

生活を選択し、進路を決定しようとしている。高校でどのように配慮されるのか、卒業

後はどうなるのかが、心配である。 
・卒業できるか否か、卒業後の進路について、障害をオープンにするか否かで困っている。 
 
■個別の障害に関する課題 

・精神疾患の生徒は、どんな支援や相談機関があるのか知りたい。 
・ＬＤ児童の学習支援をどうするか。 
・いわゆるグレーゾーン（保護者の理解や医療等とのつながりが進んでいない）の児童に

対する支援や今後について心配になる。 
・発達障害の通級指導教室が地域にできると良い 
 
■ケースの情報共有について 

・プライベート部分、個人情報に関わることがあるので、保護者の理解が得られない時は

どのように共有化していくか。守秘義務があるため、難しいことがある。 
 
■関係機関との連携において工夫している点 

・スムーズに移行できるよう、市こども課と連携を取りながら進めている。 
・一人一人の対象児童について、対応できるチームの立ち上げを進めている 
・特別な対応を必要とする生徒の保護者との対応について、担任と一対一の話だと後日、

誤解やトラブルを生じるケースもあり、本校では必要に応じて複数で関わり、チームと

して対応するよう努めている。 
・小学校からの新入生については、できるだけ参観しながら受け入れていきたい。小学校

での対象生の支援会議の出席も今年度は行なっていく。 
・今年、１名のＷＩＳＣを依頼したところ、すぐに実施してもらえてありがたかった。 
 
■その他 

・本校は今のところ差し迫った事例がないため連携について理解できていないのが現状。 
・就学前に行なわれた教育相談等の情報が、もっと詳しく知りたい。 
・就学指導が７月初旬に締め切られる為、うまく承諾を頂けずに時期を逃がしてしまう。 
・養護学校ではなく、高校では難しい生徒を受け入れてくれるところが欲しい。 
・他校との交流をしてから登校した場合、遅刻扱いはしない一方、病院で感覚統合訓練の

リハをしてから登校した場合、遅刻扱いをしている学校が多い。 
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参考：調査票原票 
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６．まとめと今後の展望 

長野県北信圏域では、福祉と教育の協働をめざして、これまでに３回の自立支援協議会

療育支援部会と特別支援教育連携協議会の合同開催を行ってきた。とくに第３回目は今回

の研究事業の公開研究会を兼ねて「北信発、WE コラボ フォーラム」と題して、福祉・教

育をはじめさまざまな分野の関係機関・関係者の方々に多くのご参加をいただいた。これ

ら合同開催のなかで、福祉側・教育側からの実践報告、そして今回フォーラムの第２部実

践報告シンポジウムのように共に連携し協働したことについて共に報告してきたことで、

参集しその場を共有していただいた関係者の間で「協働（Collaboration）とは何か」とい

うことについて、今一度その意味について見つめなおすことになったのではないかと思う。 

今回、福祉と教育の協働をめざして自立支援協議会療育支援部会と特別支援教育連携協

議会の合同開催を重ねてきたことのねらいの一つは、就学前後の移行期にかかわる関係機

関の協働した相談支援体制を築くことであり、その第一歩として、就学相談にかかわる相

談支援体制において就学前の支援関係機関と学校及び特別支援教育コーディネーターが連

携・協働することの実現およびそれに向けた意識促進を目標としていた。 

今回行った「特別支援教育コーディネーター調査」によれば、教育・医療・福祉・行政

といった関係機関との連携の必要性について、北信圏域内の約８割～９割の特別支援教育

コーディネーターが必要であるという意見をもっていることが明らかになった。ここに示

されるように、学校現場のコーディネーターの先生方も関係機関との連携が必要と感じて

おり、また一方で今回の合同開催の実現に至る経過のなかで言われてきたように就学前の

支援関係機関も学校および特別支援教育コーディネーターと連携し協働したいと強く願っ

ており、両者の思いはほとんど一致しているといえる。 

しかし、調査結果のなかにもあるように、福祉分野の関係機関との連携については

77.8％のコーディネーターが必要だと考えているのに対し、実際に連携ができていると考

えるコーディネーターは 40％であった。また医療分野の関係機関に対しても、連携が必要

だと考えるコーディネーターが 93.3％いることに対して、実際に連携ができていると考え

ているのは 48.9％であった。このように福祉分野・医療分野の関係機関はともに、必要だ

と感じられながらも実際には連携ができていない現状であることが示された。 

この差はいったいなぜ生じるのだろうか、という点については、われわれ就学前の関係

機関と特別支援教育コーディネーターが互いに連携し協働するという願いを実現させるた

めには、丁寧に慎重によく考える必要がある。 

ここで注目しておくべきこととしては、アンケート調査のなかで連携の現状に続いて尋

ねた「連携できている理由・工夫点」あるいは「連携できていない理由・課題」に関する

自由記述の回答である。福祉分野についての「連携できていない理由・課題」の回答のな

かでは、「必要なケースがない（6件）」「（連携に関する）情報がない（2件）」「機会が少な

い（2件）」「どのように連携すればいいのかわからない（連携の方法がわからない）（2件）」

「時間の割に中身がない（2件）」「件数が多くてこなせない（2件）」「連携して何ができる

のかわからないので連携できない」などが挙げられていた。これらは、例えば「情報がな

い」「機会が少ない」「連携方法がわからない」というのは、連携に対する情報や頻度・方

法などのアクセスに関する問題であるといえる。また「連携して何ができるのかわからな

い」は情報に関することとも言えるが「時間の割に中身がない」とともに、連携の内容や
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質に関する問題だといえる。一方「（連携が）必要なケースがない」というのは、学校内の

資源だけで解決できているとも解釈できるし、関係機関と連携して支える必要があるお子

さんがいることを見逃しているとも解釈できる。 

これらの回答結果から少なくとも言えることは、連携に対するアクセスの問題に関して

は、情報を公開したり頻度を多くできるような工夫を講じることができるだろう。また連

携の質や内容に関する問題については、連携することがお互いにとって意味あることだっ

たと感じられるようなものにすることが大切である。つまりそのためには、連携すること

に対してそれぞれが何を求めているのか、相手が連携に何を期待しているのかを知ること

が必要だろう。また各専門職のできることできないことといった専門性についてお互いが

知り共有することや、相手が求めているものを理解して、それに応えるということが連携

の質を支える基礎になるのではないだろうか。今回のフォーラム第 2部の最後において「ま

ず教育と福祉が互いをもっと知る必要がある」という言葉で締め括られたことが印象的で

あるが、連携および協働においては「知る」「知ろうとする」ことが大切である。関係機関

と連携したことによる変容がどのようなものであるのか、実感してもらえるような報告活

動や、それが相手の必要性に応じたものであることを意識していくべきである。 

北信圏域の特徴は、連携・協働する相談支援体制のなかに、先ほど述べたようなお互い

が必要とするものを感じ取れるような仕組みができているところにある。それは、今回の

WE コラボ研究会の報告会の中で繰り返し発言があった「関係者がプロセスを共有する」

仕組みがあるということである。関係者が一瞬一時の連携ではなくて、同じ場面で同じリ

アリティを感じながら同じ課題を共有する、そういったことを積み重ねてプロセスにして

いく仕組みが関係者間の強い協働体制につながっているのではないだろうか。またそのプ

ロセスの中で、お互いに意見を交換しお互いの考えを学びあいながら、相談支援を進めて

いくことができる。この体制が、今後も大きく広がっていくことが必要なことである。 
北信圏域の次のステップとしては、こういったプロセスを関係者間で共有し続けていく

こと、またその共有仲間を増やしていくことは、先述の通り非常に重要なことである。ま

た一方では、連携や協働の質を実利的に考えていくためには、お互いを知るということ、

つまりはお互いが何を必要としているのかを知るということも重要な一つではないだろう

か。 
本研究事業のテーマにもなっている「個別支援計画」の策定に関して、就学前後の保育

園幼稚園から小学校への移行期に際しては、支援の引き継ぎおよびそれに関連する資料が

必要となるが、移行期の個別支援計画に対しては、受け取る側と送る側それぞれが支援計

画に何を求めているのかを知ることが重要になってくると考えられる。「個別支援計画」を

策定しそれを活用し続けていくためには、関係者が期待したものにきちんと応じる内容の

ものであることが必要である。その具体的実践的な内容を明らかにすることは今後の課題

であるだろう。 
今、北信圏域においては、就学前後の移行期における引き継ぎ内容がどのようなもので

あったらいいかについて、教育と福祉の垣根を越えて関係者間で話し合う動きが徐々に本

格化し始めている。こういった取り組みを支える大きな基盤として、自立支援協議会療育

支援部会と特別支援教育連携協議会の連携と協働が継続していくことが今後も必要である。 
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７．長野チーム実践・研究関連資料 

（本文中参考資料） 

資料１ 北信圏域における自立支援協議会・療育支援部会の歩み 

資料２ 飯山養護学校教育相談センターだより 第 3 号 

資料３ 飯山養護学校教育相談センターだより 第 5 号 

資料４ 中野市の教育相談システム 

資料５ 就学相談の流れ 

資料６ 飯山養護学校教育相談センターについて 

 

（研究関連資料） 

資料７ 全体研究協議会 in 鹿児島 配布資料 

資料８ 全体研究協議会 in 滋賀 配布資料 
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資料１ 北信圏域における自立支援協議会・療育支援部会の歩み 
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資料２ 飯山養護学校教育相談センターだより 第 3 号 
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資料３ 飯山養護学校教育相談センターだより 第 5 号 
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資料４ 中野市の教育相談システム 
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資料５ 就学相談の流れ 
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資料６ 飯山養護学校教育相談センターについて 
（飯山養護学校教育相談専任 岸田丈子氏 資料） 
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資料７ 全体研究協議会 in 鹿児島 配布資料 
１．長野県北信圏域におけるステップアップ事業 
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２．北信圏域 これまでの歩み 
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資料８ 全体研究協議会 in 滋賀 配布資料 
１．中野市教育委員会 就学指導担当 小田切勝利氏 資料 
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２．北信圏域障害者総合相談支援センター 家庭児童相談員 北岡和子氏 資料 
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３．飯山養護学校 教頭 伊藤潤氏 資料 
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