
 87 

Ⅲ 滋賀県甲賀市研究班(滋賀チーム) 

１．研究班エリアの概況と特徴 

（１）市全体の特徴 

 甲賀市は滋賀県の東南部に位置し山林が多く田畑の広がるのどかな地域である。平成 16
年の市町村合併により旧甲賀郡が二つに分かれて新市として甲賀市と湖南市が誕生した。 

 この甲賀市は 5 町から構成されている。土山町は茶の産地として知られ鈴鹿山脈によっ

て三重県と接している。また、甲賀町や甲南町は甲賀忍者の里として有名であり、製薬業

も盛んである。信楽町は高原になっており、産業としては信楽焼のたぬきや朝宮茶がよく

知られているところである。そして水口町は市の中心部であり、市庁舎に加えて県事務所

や保健所が置かれている。平成 20 年に新名神高速道路が開通し、甲賀市に 3 カ所のインタ

ーチェンジができることで工場立地による市の活性化が期待されている。市内の多くは田

園地帯ではあるが、交通動脈として国道一号があり、JR 草津線と JR 琵琶湖線により京都

や大阪が通勤圏内であることから京阪神のベッドタウンの一つとしても位置付いている。

甲賀市の人口は約 96、000 人であり、一学年の子どもの数は大まかに 1、000 人程度である。

校園の数は、公立私立保育園幼稚園 33 園、市立小学校 23 校、市立中学校 6 校、県立中学

校 1 校、公立高等学校 4 校、高等養護学校 1 校、専門学校 3 校となっている。 

 詳しくは甲賀市ホームページ http://www.city.koka.shiga.jp/を参照のこと。 

 

（２）甲賀地域の自立支援協議会 

 甲賀市と湖南市は一つの甲賀圏域として自立支援協議会を設置している。過去にさかの

ぼると、戦後の糸賀一雄らを中心にスタートした近江学園、信楽学園、信楽青年寮等の取

り組みが受け継がれ発展してきており、福祉の先進地として知られている。この甲賀地域

において、福祉・教育・保健・医療・労働の各関係者が、障害児・者の個別の支援をチー

ムとして推進するために甲賀地域障害児・者サービス調整会議が設置され役割を果たして

きている。これまで、甲賀保健所に事務局機能が置かれていたが、平成 21 年度より、市及
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びサポートセンター等に事務局が移行する予定である。 

 また、教育と福祉の連携に関しては、平成 17 年度よりサービス調整会議の中に特別支援

教育部会が設置された。この部会は、平成 19 年度の文部科学省による特別支援教育の完全

実施を念頭に置き、甲賀圏域での月一回の活動を継続している。 

 詳しくは http://kokoai。net/を参照のこと。 

 

※甲賀地域障害児者サービス調整会議特別支援教育部会作成パンフレットより引用 
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（３）甲賀市の発達支援の現状 

 発達支援について、乳幼児期から学齢期を経て学校卒業後までの状況について述べる。 

 保健センターにおける乳幼児健診は、滋賀県内の他市町と同様、甲賀市においても５回

実施している。実施時期は 0 歳 4 ヶ月、0 歳 10 ヶ月、1 歳 8 ヶ月、2 歳半、3 歳半である。

その中で特に配慮が必要と思われる子どもについては親の同意のもと発達相談員が親から

の相談に応じる。就園している子どもについては本来なら園との協働での相談が望ましい

ところであるが、発達相談員二人体制で市内全域をカバーするため、その時間がなかなか

とれない状況である。障害者自立支援法での児童デイサービスとして、市は療育教室を実

施している。現在 60 人の子どもが園との併行通所をしているが、ニーズのある子どもや通

所希望が定員を上回っている。療育教室も園との協働が課題である。ことばの教室は、こ

とばの遅れのある子どもを対象に市が単独で設置している通級施設である。近年はことば

の遅れの課題に加えて、対人関係や社会性の課題のある子どもの割合が高くなっている。

甲賀市においては、就学前の子どもについては 5 歳児のみの受け入れとなっており、支援

の開始が遅れるため、3 歳や 4 歳児の今後の受け入れについて検討している。 

 ※図中の数字は平成 19 年度 

 

 教育委員会事務局の発達支援の受け皿の状況としては、各園と各校での特別支援教育に

加えて、巡回相談の実施、通級指導教室とことばの教室学齢部の運用、適応指導教室と教

育相談室の設置と運用等である。発達障害の理解の広がりと特別支援教育の全面実施に伴

い、支援の必要な子どもは増加の一途であり、相談件数は大幅に増えている。そのため、

教委も県内他地域と同様、県に対し通級指導教室の増設を要望している。表は、教育研究
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所と市内教育相談室の合計相談件数である。 

 学校においての取り組みとして、特別支援教育コーディネーターの複数配置、校内委員

会の設置と推進、個別の指導計画を活用した支援の実施、特に必要な場合は個別の支援会

議(ケース会議)の実施等をしている。また、園においては特別支援教育コーディネーター

が、園内での支援の必要な子どもの早期発見、保護者との相談、特別支援の推進役として

位置付いている。 

 ただ、甲賀市も全体としては落ち着いているように見えるものの、発達障害に加えて、

虐待の疑い、不登校、不適応等を含めると支援の必要な事例は少なくはない。 

 ※図中の数字は平成 19 年度 

 

 中学校卒業後の課題はさらに複雑になる。高等学校は義務教育でないことから出席日数

や成績の程度によって進級が困難となり中退や進路変更という問題に直面する。学校に在

籍がなくなると関わる機関が明確でなくなり、支援の継続が難しくなり、進路先未定や不

就労のまま、引きこもり等につながっていくケースもある。 
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 発達に支援の必要な子どもが地域で大切に見守られて成長し、地域で安心して生活して

いくためには、発達支援や特別支援教育についての保護者や地域への啓発が欠かせない。 

保護者の中には、特別支援の対象となることへの期待感、安心感を持たれている場合も多

いが、逆に拒否感を持たれている場合もある。特別支援学級や特別支援学校に対して、親

だけでなく家族や地域がプラスのイメージを持ち、子どもの心と成長を支えていくことが

できるよう啓発していく必要性が高いと考えている。また、地域啓発の具体的な対象とし

て想定できるのは、民生委員児童委員、学童保育、親の会、NPO 団体等、老人会等である。

そして何よりも日々の子育てのしんどさや悩みを持つ保護者を支えることが重要である。

継続して相談を続ける中で、子どもの状態を適切に受け止め、将来への見通しを持って安

心して子育てをしていくことができるよう、保護者と支援者が信頼し合いお互いに気持ち

を育んでいくプロセスを大切にしていきたい。 

 

 

 

２．平成 20 年度研究の目的、方法、手続き 

（１）研究の目的 

 ａ．甲賀市発達支援体制のあり方と目指す方向について考察する。 

 ｂ．事例を通して、地域リソースを活用した教育と福祉の連携による支援のあり方につ

いて考察する。 

 ｃ．甲賀地域での個別の支援計画を具体的に推進し、成果と課題を明らかにする。 

（２）研究の方法と手続き 

 ａ．市及び市教委の発達支援体制の現状と目指す方向について整理し記述する。 

 ｂ．発達障害の中学生の事例について、個別の支援会議の定期開催と役割分担の状況、

支援関係者や保護者、本人からの聞き取りをもとに整理して記述する。 

  ｃ．サービス調整会議特別支援教育部会での「ここあいパスポート」の推進に関しての

進捗状況と課題を整理して記述する。 
 ｄ．相談支援事業を核とするチーム支援事例について、福祉と教育・労働等との協働の

必要性と可能性という観点から整理して記述する。」 
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３．甲賀市の発達支援体制を核とするチーム支援 

 （１）甲賀市における発達支援体制の現状と課題 

発達障害者支援法、文部科学省「今後の特別支援教育のあり方最終報告」等により、地

方自治体において、保健、福祉、教育、労働、医療等の密接な機関連携の基に乳幼児期か

ら学齢期を経て就労に至るまで、一貫した発達支援の体制を整備することが求められてい

る。 

例えば、発達障害の一つである自閉症傾向の子どもは、乳幼児健診でチェックされる可

能性も高く、保護者が安心して子育てできるように発達相談員が相談や心理検査を実施し

ていることも多い。また、保育園や幼稚園でも、本人の言葉や行動を理解し発達を促すた

めに発達相談の結果を生かした取り組みが必要である。園に通いながら、こじか教室やこ

とばの教室に通級し専門的な指導を受ける子どももいる。そして就学前には子ども自身に

とってどのような保育・教育環境や保育・教育課程が望ましいのかという就学指導委員会

での協議もある。つまり、小学校入学前の段階までであっても、いくつもの機関が情報を

共有し、保護者の育児の不安について応え、安心できるよう相談を継続しながら、子ども

の発達を促していく必要がある。さらに、就学後は学校が保護者との信頼関係を維持しつ

つ、入学前に園・保護者・発達相談等が把握していた情報を受け継ぎ、個別の指導計画に

基づく特別支援教育を推進していく。障害や家庭の状況によっては、ことばの教室、障害

福祉係、家庭児童相談員、教育研究所の巡回相談や適応指導教室、福祉関連機関との連携

も重要となる。その後、学校卒業後の進路先や就労支援機関、あるいは企業などの職場で

の支援につないでいく必要がある。 

現在、甲賀市の発達支援に関する取り組みとしては、乳幼児健診と発達相談を担当する

保健センターと保健介護課、児童デイサービスのこじか教室と障害福祉及び虐待や家庭支

援を担当する社会福祉課、保育園・幼稚園を担当するこども未来課、小中学校での特別支

援教育とことばの教室及び就学指導、特別支援連携協議会を担当する学校教育課と特別支

援教育室、教育相談と適応指導教室及び保幼小中の教職員の研修を担当する教育研究所、

不登校児童生徒や障害児者の進路状況や権利について関わる人権教育課、ハローワークと

のつながりで一般就労と商工業団体を所管する商工観光課という組織構造がある。これら

の機関が個人情報の問題をクリアしながら、子どもの自立を支援するために、課の壁にこ

だわることなく柔軟に、発達支援を推進していく必要がある。 

 この組織間の連携体制を構築し推進するために、文部科学省から示されたモデルを参考

に、教育研究所を事務局として甲賀市特別支援連携協議会が立ち上げられた(H20 は特別

支援教育室に移管)。しかし、連携協議会は、あくまで連携のための組織であるため、各課

において発達支援の連携に関する業務を、優先度の高い中心の業務として位置づけること

は難しい状況である。 

 そこで、甲賀市に在住する市民の願いに応え、発達障害等のある子どもとその保護者が

見通しを持って安心して生活できるよう、発達支援に関するサービスをコーディネートす

るための組織のあり方を検討している。例えば、市健康福祉部に発達支援室を設置し、保

健、福祉、教育、医療、労働の各部署や各機関との連携体制を確立することや、後述する

「ここあいパスポート」を活用し、保護者とともに情報を共有しつつ長期的な見通しのあ

る支援の継続をはかることなどである。 
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（２）甲賀市教育委員会の取り組みと組織改革 

 市教育委員会の発達支援については、主に、学校教育課、特別支援教育室、こども未来

課、教育研究所による体制となっている。特に、平成 20 年度に学校教育課内に特別支援教

育室が設置された。これは教育委員会事務局としての特別支援教育の総合調整を図るねら

いからである。 

 

 

（３）特別支援教育コーディネーター連絡会と特別支援学級担任連絡会 

 平成 20 年度、市教委学校教育課と市教育研究所の合同開催事業として、特別支援教育コ

ーディネーター連絡会と特別支援学級連絡会を位置づけそれぞれ年間に 4 回ずつ実施し

た。特に特別支援教育コーディネーター連絡会は、保幼の特別支援教育コーディネーター

連絡会と小中学校の特別支援教育コーディネーター連絡会に分けて実施した。実施内容は

次の通りである。 

第 1 回 保幼小中合同コーディネーター連絡会 市教委連絡事項 ブロック別顔合わせ 

第 2 回 小中コーディネーター連絡会 事例学習会 

第 2 回 保幼コーディネーター連絡会 事例学習会 

第 3 回 小中コーディネーター連絡会 外部講師による研修会 

第 3 回 保幼コーディネーター連絡会 外部講師による研修会 

第 4 回 保幼小中合同コーディネーター連絡会 個別の指導計画の研修と引き継ぎ調整 

 昨年度と比べて今年度進んだことは、個別の指導計画の作成と引き継ぎについて第 4 回

の保幼小中合同コーディネーター連絡会で、市内の各校園(約 60 校園)から個別の指導計画
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を持ち寄り作成についての情報交換ができたことと、進路先の小学校と中学校への引き継

ぎ計画がブロックごとに一斉に話し合われたことである。これにより、市内約 60 校園では

個別の指導計画の作成と引き継ぎが軌道に乗ったと考えている。今後、記載内容の充実と

日々の指導への生かし方について継続して取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個別の指導計画の研修については、グループ構成を工夫し、市で作成した個別の指導計

画、作成マニュアル、作成のチェックポイントをもとに話し合いを設定した。(資料参照) 

参加者からは、「他の園での作成事例について情報交換するなど大変参考になった。」「も

っと早くこのような研修をしてほしかった。」などという感想が出ていた。 

 

（４）巡回相談と特別支援学校センター的機能 

 巡回相談は、市教育研究所が管轄し、巡回相談員 1 名、指導主事 1 名、非常勤の臨床心

理士 1 名、そして地域の特別支援学校のセンター的機能により週一日 1 名という構成で実

施している。相談希望の急激な増加があるため、県立特別支援学校のセンター的機能によ

る巡回相談員の派遣については、市として大変ありがたく感じている。 
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４．発達障害のある中学生男子の支援事例 

 中学校卒業時に、アスペルガーの診断のある男子生徒の母親からの訴えで、個別の支援

チームによる支援につながったケースについて報告する。中学卒業後の支援の継続が大き

な課題の一つであるため、本事例を取り上げた。以下、中学校の特別支援教育コーディネ

ーターによる記述である。 

 

教育・福祉・保健の連携による支援の事例 

～教職員と他機関、その他人的資源との連携活用～ 

 

（１） はじめに 

 今回、一人の卒業生Ａさんを事例に挙げて発表しようと思ったのは、母親の強い願いが

あってのことだ。私は教育相談担当として、中学三年の４月にＡさんに出会ったので、卒

業までの１年間しか関わりはない。でも、この１年間の特に進路決定の時には本人・親・

担任とも行き詰ってしまい、Ａさんに本当に合った進路は何なのか本当に考えさせられた。

そんな中で、いろいろな機関に連絡した結果、最終は教育研究所が学校と地域の各機関の

間に立ちケース会議を設定してくださったことがきっかけとなり、現在Ａさんは元気に定

時制の通信制に通い、順調に社会に出る助走をしている。 

 この発表で、Ａさんの１年間を振り返りながらＡさんのご両親の強い想いを伝え、学校

や社会に適応しにくい子どもたちの進路をどうしていくべきか？をみなさんと一緒に考え

る場になればと思っている。 

 

（２） 生徒の実態 

 Ａさんは、大人しく優しい性格だが、２年生の時にある事件を起こしたことをきっかけ

に、アスペルガー症候群の診断を受ける。以降、５月～１０月初旬までは隔週、１０月下

旬からは月に１回のペースで通院して薬をもらっていた。また、学校ではＳＣのカウンセ

リングを週に１回、ストレスコントロールを目標に受けていた。 

 ３年生の４月は、がんばって教室に入っていたが学校生活の中に強いストレス要因があ

り、そのストレスを蓄積していたので、授業に入れない教科が日に日に増え、別室で過ご

す時間が増えてきた。６月頃からは全く教室にも行けなくなり夏休みまでは別室で給食を

食べていたが、２学期からは給食を食べることも出来なくなっていった。 

 また、廊下で生徒とすれ違うときや試験のときに対する緊張、あるいはフラッシュバッ

クをきっかけに、気持ちの波があり、特に自分の進路に対しては前向きに考えることがで

きずにいた。 

 

（３） 家族や取り巻く環境 

 父、母、本人、弟の４人家族。家族関係は、良好で特に母親は一生懸命である。母親は

Ａさんとは違うＳＣに１～２週間に１回のカウンセリングを受けていた。 

 学校には、「なるべく人と会わない時間帯に来たい・・・」と言うことで、７時過ぎに

は母親に送ってもらって別室に登校していた。朝が早いのと薬の関係で、別室で１０時頃

まで寝ていた。学校の送迎は、母親だった。父親も、現実を受けとめＡさんの特徴を理解
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し、母親と二人三脚でサポートしようと、一歩ずつ前に進む努力をされていた。リサイク

ルショップ巡り・音楽等の興味関心面で積極的に繋がり、行動範囲を拡げようとしていた。

弟との関係も非常に良く、悩み事を打ち明けたりもしていた。弟も、両親の姿や苦しむ兄

の姿を見て、全面的に協力しようとしている。昼間は別室で過ごしていたが、家で遊んだ

り、連絡を取り合う友人はいた。仲が良いばかりではなく、時には喧嘩もしていた。 

 

（４） 見立てと方策 

 同年代～若者と道ですれ違うだけでも、大きなストレスとなる状態であり、言葉で他者

に怒りを伝えるのが難しく、そういった場面においては唯一の自己表現は暴力を振るうこ

と、殴ることだと考えており、今後、衝動的に行動化することも考えられた。 

 また、「高校＝地獄」と表現するほど新生活に大きなストレスとプレッシャーを抱いて

いた。そのため、進路は高校（全日制）だけではない事を知らせたり、中学校としてはＡ

さんの進路先を決定するだけが、進路指導ではないと考えた。現実、高校に合格してもＡ

さんが通える確率は非常に低く、何らかの進路は保障できても本当の保障にはならない。

卒業後、Ａさんが安心して生活を送れるようにするにはどうすればよいか考えた。そして、

他機関に連絡をとって、相談することにした。同時に、親も高校の進路決定と平行して市

の福祉関係に相談をしていた。 

 

（５） 実際の支援 

  ○生活・学習面 

 別室に登校し、教室へ行くことを進めることはしない。月・水・金は、市のふれあい相

談員さんが午前中来てくださり、関わりを深めてくださった。（違う部屋に、他の別室生

徒もいたので始終ではない。）また、教科の先生の空き時間で月の４校時に社会・火の４

校時に英語・木の３校時に理科を固定で、指導してもらった。その中で、大人との関わり

を一人でも多く増やすために、火・木は学年の教師を中心にシフトを組んで別室に行って

もらった。しかし、なかなか教師同士の引継ぎをする時間がないので、１冊のノートを回

し、簡単にその時間に行った内容とＡさんの様子を記入して回すことにした。このノート

は、担任にもＡさんの１日の様子を知ることができ、良かったと思う。 

 ○カウンセリング 

 Ａさんにとって、週に１回のＳＣとのカウンセリングは非常に心が安定する時間であ 

った。話す・聴いてもらうことが、ストレスコントロールの要となっており定期的なカウ

ンセリングは欠かさなかった。少々体調が悪くても、カウンセリングの時間だけ登校する

こともあったのでＡさんも、定期的にストレスをほぐせる場を必要としていた。 

 ○進路指導 

 高校への進路指導は担任が中心となり、いろいろな進路先を紹介したりしてＡさんに 

あった路を、一緒に考えていた。高校の学習にも、いろいろなやり方があることを知らせ

ることを目標とした。が、実際にはＡさん自身に将来を考える余裕も希望もなく、不安の

ほうが大きかった。 

 ○他機関への連絡 

  市教委（教育研究所）や県の教育相談室・適応教室などに連絡をとり、相談を掛けた。 
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（６） 結果と課題 

 “教室に行かなくても良い”ことを支えに学校生活を継続できた。  

  また、教師やＳＣと話ができる環境が整うにつれ、気持ちが安定してきた。そのため、

プラスの外向きエネルギーを示し始めた。徐々に、卒業後の具体的な生活も考えられるよ

うになり、定時制の通信制を選択した。「３年間で卒業できなくても、自分のペースで８

年間かけて卒業すればいい。」というのが、Ａさんにとっては気分的に楽になったようだ。

しかし、合格してもこれからの不安が取り除けたわけではなく、むしろ、定期的に行って

いたカウンセリングの時間は、義務教育が終了するということで引き継ぐことは難しく、

卒業後はどこに頼っていけばよいのか・・・？の不安は、ふくらむ一方だった。     そ

こで、卒業も目の前という頃に以前から相談を持ちかけていた教育研究所から連絡が入り、

親からも福祉の方に相談があり、Ａさんのことで地域の機関や親も交えてのケース会議を

持ちたい。『今、いちばん課題となっていることは義務教育が終了し、社会へ出て行く子

どもたちのサポート体制がとれないところにある。』と説明を受け、学校側も全く同じ意

見だった。早速、ケース会議を行った。地域の他機関からの参加者は、雇用支援ワーカー

さん・相談サポートさん・社会福祉課保健師・水口保健所保健師を教育研究所が集めてく

ださった。各機関から、どんなサポートができるかや、各機関の立場から見た現在の課題

なども聞くことができ、大変中身が濃く、具体的な支援につながる会議となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、いろんな立場から「こんなことができます！」が中心となった意見をもら

うことができ、学校はもちろん、親がいちばん安心されていた。２回目からのケース会議

には、地域の支援センターからも参加してくださった。また、８月末の４回目のケース会

議からは、高校の担任と教育相談担当の先生にも参加してもらっている。        

 私が、この会議の中でいちばん心に残っていることは、母親が「もっと早くこのような

会議をもてていたら、もっと早く安心できていた。何度も、福祉の方へ足を運んでどこに

相談すればよいのか悩んでいた。手帳を持ってないと相談できないのだと思って帰ってし

まったこともある。だから、うちと同じようなことで困っておられる方がたくさんおられ

ると思うので、こうして地域に頼れる機関がたくさんあることを、広めてほしい。」と訴

えられた。会議の最後には、何度も何度もお礼を言われ、本当に安心した表情で帰って行

かれたのが印象的である。そして、今年の夏休み半ばにたまたま、市内のスーパーでＡさ

んの母親と偶然出会い立ち話をしていた。その中でも、こんなことを言われた。「本当に

うちの子は、A 中学校に行かせてもらって良かったです。２年前の出来事を起こしたとき

会議で出た意見 
・働くことは、学校に行くことよりエネルギーが必要であるので、社会に出る  

 までもっと助走が必要だ。本人が安心できる場所を、地域で作れないものか？ 

・社会福祉としては、発達障害の方がいちばん難しいが何か支援はできるはず。 

・保健所は、家庭訪問ができます。本人でもおうちの方でも、不安なことがあ  

 れば来てもらってもいいです。 

・地元の支援センターに週に１度でも通えないか連絡を取って、確認します。 

・市のカウンセラーの配置も検討したい。 など 
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はショックで、なかなか受け入れることができませんでしたが、あの時のことがなかった

ら自分の子どものことが何もわからず、今頃もっと苦しんでいたと思います。どこに頼れ

ばよいのか、きっと私たち家族は社会から取り残されて大変なことになっていたと思いま

す。」という思いを話された。別室に通い始めた最初の頃は、教師にもあまり心を開こう

とせず、自分はだめな人間だ・・・と否定ばかりしていたが、たくさんの教師とＳＣとの

関わりの中、いろんな面で前向きに考えられるように変わっていってくれた。卒業式の日

には、Ａさんと母親とが作ったパンケーキを全教職員に配ってくれ、関わりの深かった教

師にはＡさんがコンピュータを使って創った曲をＣＤにしてプレゼントしてくれた。この

ような、中学時代の思い出話をＡさんの母親と笑ってできると言うことが、私は何より嬉

しいことである。 

 現在は、週に１回レポートを持って母親の送迎で高校に通学できている。また、地元の

支援センターにも週に２～３回、母親の送迎から自転車で通えるようになっている。支援

センターに自分で通えることは、本人の大きな自信となり、他にも生活のリズムが整い、

他者との接触の機会を増やすことにも繋がり、確実に社会に出る助走となっている。そし

て、支援センターや甲賀市適応教室の部屋をお借りして、月１回のペースで中学校のＳＣ

とのカウンセリングを継続している。このカウンセリングをきっかけに、一人で行ける場

所が増えてきた。義務教育が終了すると、本来は中学校のカウンセリングは受けられない

といわれるが、卒業後に上手く地域社会と繋ぐことが大切なことだと思うのでＳＣの時間

が許せば、続けていこうと思う。１１月末で、６回目のケース会議が終わった。そして今、

動こうとしていることは、将来就労の時に必要となるかもしれない寮育手帳を取るために、

保健師さんが間に入りその制度のことや意義などを、まず親に説明をしてもらっている。

また、現在は京都の病院に通院しているが遠いため、近くにある湖南市の病院にスムーズ

に替われるために、これも保健師さんが間に入り動いてくださっている。そして、最近の

カウンセリングで、週１回のスクーリングの時に学校では怖くてトイレに行けないでいる

ことが分かった。早速、高校側が次回のスクーリングの時にほとんど誰も使わないトイレ

があるので、そこの場所を母親に教え、本人と行ってもらうことになっている。 

 今回のことで、中学としては発達障害がある生徒や、もっと困るのは発達障害がありそ

うだが相談や支援機関につながっていない生徒の進路を、どう進めたらよいかが課題だと

わかった。高校や就職先を決定するだけではなく、地域の機関とうまく連携して本当にみ

んなが安心できる路を繋ぐことが大切であると感じた。近年、高校退学者やニートと呼ば

れる安定した職業に就かず働かない、または、引きこもりの若者が増えてきている。その

原因のひとつに、学校や社会の集団生活に適応できず困っている人が、どこにも相談でき

ずにいるのではないかとも思われる。相談できずにというより、相談する機関があること

を知らないのではないかと思う。発達障害がある、なしに関わらず、全ての人が安心して

生活していけるように、保・幼・小・中・高・地域社会の連携が大切で、そのためには学

校だけで抱え込まず早い時期からどんどん他機関に相談を持ちかけ、地域にはいろんな面

から支援してくれる機関があることを広めていかなければならないと確信した。   
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＜初回ケース会議のメンバー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第２回以降の支援会議のメンバー＞ 

  

 

５．ここあいパスポートによる協働体制の拡充について 

（１）ここあいパスポート 

 「ここあいパスポート」とは、特別に支援の必要な子どもとその家族が、支援のための

記録や資料を整理して所持することができる相談支援ファイルである。「ここあいパスポ

ート」により、保護者は窓口ごとに子どもの説明を繰り返さなくても提示することでつな

がりがスムーズになり、支援者もこれまでの支援の状況をつかみやすくなる。つまり、情

報の整理と共有による早期支援と継続支援を目的としている。 

学校 他機関 

・スクールカウンセラー 

・スクールソーシャルワーカー 

・保護者 

・管理職 

・３年学年主任 

・学級担任 

・養護教諭 

・教育相談担当 

・訪問相談員 

・雇用支援ワーカー 

・相談サポート 

・社会福祉課保健師 

・水口保健所保健師 

・地域の支援センター 

・教育研究所 
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（２）取り組みの経緯 

 発達に支援の必要な子どもに対する取り組みは乳幼児期から始まる。支援のスタートの

きっかけは乳幼児健診や園や学校での相談からという場合も多い。そしてニーズに応じた

サービスとして、就学前は、親子教室、発達相談、療育教室、ことばの教室、園における

特別支援、保育園・幼稚園での加配対応、就学相談等がある。また、就学後は、学校にお

ける特別支援教育、教育相談、巡回相談、ことばの教室等がある。さらに、保護者支援の

ための「レガート」等の利用も甲賀市と湖南市において定着してきているところである。

しかし、近年はサービス利用のニーズが、提供できる枠や定員を超えている状況が続いて

おり、支援者の増員など拡充の要望が相次いでいる。ところで、数年前から発達障害の理

解と特別支援教育の開始に伴い、子どもの状態や各機関による支援の記録を一つにまとめ

た発達支援手帳のようなものが必要ではないかという意見が各地で出てくるようになっ

た。なぜなら、乳幼児期から学齢期そして就労・生活にいたるまで、連続した切れ目のな

い支援が求められている中で、機関ごとに情報がありサービスがなされているにも関わら

ず繋がっていないという問題や、個人情報保護により、必要な共有化が進んでいないとい

う問題が明らかになってきたからである。その解決のために母子手帳の継続版のようなイ

メージで整理するものがあればということと、保護者に情報を所持してもらうことで機関

間で共有できるようにしようということが検討されるようになった。また実際に取り組み

始めた機関や地域もある。 
甲賀圏域においても、平成 18 年度

に発達支援手帳作成の方針を定め、平

成 19 年度に甲賀地域障害児者サービ

ス調整会議特別支援教育部会で作成

のための取り組みを始めた。平成 20
年度には、滋賀県教育委員会が甲賀圏

域を文部科学省の発達障害等支援・特

別支援教育総合推進事業のグランド

モデル地域として指定した。このこと

により、「ここあいパスポート」を相

談支援ファイルとして推進すること

になった。 

 また、「ここあいパスポート」は甲

賀市の障害者計画および湖南市の障

害福祉計画においても推進すること

が位置づけられている。さらに、「こ

こあいパスポート」策定の事務局は県

の機関である甲賀保健所が担当した。

いわば、甲賀市・湖南市・甲賀市教委・

湖南市教委・滋賀県・滋賀県教委のス

クラムによる共同推進体制となって

いる。 
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実際の策定のためのワーキングは特別支援教育部会に「ここあいパスポート」作成委員

会を組織して取り組んでいる。そして平成 21 年 3 月に完成を予定し、平成 21 年度より運

用開始を予定している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文部科学省ホームページ http://www。mext。go。jp/ より引用 

 

ここあいパスポートの特徴 

 

 

 

 

文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/ より引用 

 

 「ここあいパスポート」の特徴を次に示す。 

①保護者が A4 サイズのファイルを用意し、所持する。 

②保健、福祉、教育、医療、労働等の支援の関係機関に周知している。 

③乳幼児期から就労支援までの各ステージごとにシートがあり、必要なシートを使用する。 

④シートはホームページからダウンロードする。(当面は説明の窓口を設置する予定) 

⑤園や学校から個別の指導計画のコピーを受け取った場合は、一緒に綴じる。 

⑥A4 サイズのファイル形式でありファイルは保護者が用意する。 

⑦「ここあいパスポート」は個別の支援計画と個別の教育支援計画を含む。 

 

（３）ここあいパスポートの活用 

 「ここあいパスポート」には、支援の見通しを示すことで、保護者の不安を軽減し、関

係者とともに子どもの発達や成長をあたたかく応援していくチームアプローチに早期につ

なげていくという役割も期待できる。それは、親がしんどい状況を抱え込んだり、子ども

に過度な要求をしたりして、子どもがつらい思いをしたり、ひきこもったりすることを少

しでも防ぐことにもつながる。さらには、自分を肯定的に受け止めながら、安心して社会

参加できる甲賀地域をつくっていくことにもつながる。 
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また、「ここあいパスポート」の有

効な活用のためには、各機関での周知

とあわせて、保護者には長期間の所持

が求められる。ただし、誰が所持して

いるかの把握をどうするか、紛失した

場合はどうするかなどの課題もあり、

今後、安全な方法によるバックアップ

機能についても検討が必要になるで

あろう。 
 「ここあいパスポート」について甲

賀地域サービス調整会議特別支援教

育部会が 2 月 15 日に開催したシンポ

ジウムには、地域の保護者、福祉関係

者、学校や園の教職員、保育士、行政

関係者など約 350 人が参加した。保護

者や支援関係者から早速使いたいと

いう希望が多数寄せられている。 

 

 

 

＜甲賀市療育教室親の会会長の意見＞ 

 皆さんこんにちは。甲賀市こじか教室親の会の奥野です。親の代表でと言うことですが、

私の子どもは６歳で、親としても経験が浅くまだまだ勉強中の身の母親ですが、精一杯お

話させてもらいますので宜しくお願いいたします。 

私の子供は生後４ヶ月の時に点頭てんかんになり発作が始まり入院生活が３ヶ月ありま

した。退院後は発作も止まり落ち着いていましたが、２歳半の時に発達の遅れがあり療育

に通うことになりました。その後知的な遅れのある広汎性発達障害・自閉症スペクトラム

と診断を受け現在に至ります。今春より特別支援学校の１年生になる男の子です。 

子供が生まれてから今まで思ったこと、たくさんの保護者の方との出会いの中でお聞きし

たこと、感じたことを話していきたいと思います。 

子供が障がいを持つことで、色々な関係機関（役所・保育園・療育・病院など）とかか

わってきました。そのたびに子供の情報を説明する機会が、本当に多いのです。時に母子

手帳・育児日記･発達検査その他・・・開きながら書き、そして伝えます。子供のこととは

言え正直大変な作業になることもあります。小学校へ上がられた子供さんを持つお母さん

からの話によると入学時に説明はするものの先生が変わるたびに一から十までまた同じ話

を繰り返したということも聞いています。特別支援計画で引継ぎもされていますが、時に

伝わりきっていないことも事実のようです。 

 そこで今回始まります“ここあいパスポート”をどのように展開していくかですが、 

まず、親が子供の情報をリアルタイムで記入しまとめていく作業もとても大切だと思いま

す。保護者も子供の情報を“まとめたい”とは思っていてもどうまとめていくかを考えて
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いるうちに日々の生活に追われなかなかできないのが現状です。小さい時の事は成長する

に連れてどんどん忘れがちになりますので、そこでこのパスポートを使い覚えているうち

に正確に情報を書いて保存することで、必要な時に、必要な情報がわかり、人にも伝えや

すくなると思います。私もここあいパスポートを拝見させていただきましたが、とてもま

とめやすく書きやすくなっていますので、早速書いていこうかと思っています。 

そして保護者の作ったものを関係機関がどう利用していくか・・・が課題になります。 

湖南市においては湖南市発達支援システムがありプログラムを使って学齢期就労期までは

情報のネットワーク化がされ引継ぎや支援の対応もスムーズにおこなわれているというこ

とですが、甲賀市においてはこれからどのようにおこなわれるのかが課題となりますし、

湖南市・甲賀市においても教育期以後成人・生涯に至るまで情報の引継ぎを是非このパス

ポート等を使って発展させ、スムーズな対応が出来るように期待しております。 

 そしてもうひとつ大切な課題として、親亡き後、そしてもし何かあったとき天災・地震・

火事・事故等でこのパスポートが失われることもありうるので、保管・管理をどうするか

と言う課題です。そこでやはりどこかの機関に情報を保護者同意の元、管理・保管しても

らう必要もあると思います。人は成人になってからの人生のほうが長いです。その人が小

さいときからどのような特徴があってどのように周りが支援をしてきたか、と言う情報を

知ることで、これからその人の可能性をどう発展すれば、どう支援すればその人らしく生

きていけるのかを探す道しるべになると思います。今のところパスポートの保管は保護者

のみではありますが、正しく自分のことを代弁しにくい人たちのために、個人情報の扱い

が厳しい現状ではありますが、第三者による保管・管理が必要だと思います。障がいを持

つ人たちが生涯において安心･安全に暮らせる町づくり国づくりをしていって欲しいと思

います。もちろん保護者も参加し一緒に考えていきたいと思いますし、関係機関が手を組

み輪のなかで話し合い、進んでいって欲しいものです。 

 ここあいパスポートが有効に意味のあるものに発展し展開していくことを願いつつ話を

終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

＜注記＞ 

甲賀市の発達支援体制を核とするチーム支援に関する資料は章末に掲載した。 
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６．甲賀地域の相談支援事業を核とするチーム支援 

 本章では甲賀市研究班で取り上げた事例の中でも、相対的に相談支援事業（甲賀地域ネ

ット相談サポートセンター）とサービス調整会議が核となり、甲賀市教育委員会をはじめ

とする各機関・資源とチームで支援をすすめた事例について報告する。なお、事例報告に

先立って、甲賀地域の地域自立支援協議会について、改めて振り返っておきたい。 
 
（１）甲賀地域の地域自立支援協議会について 

 滋賀県甲賀圏域では、平成 7 年に「甲賀郡サービス調整会議」を設置した。現在の甲賀

市、湖南市（人口約１５万人）のエリアを対象として、障害福祉の関係機関が集まり、地

域の課題について協議を重ねてきている。 
 平成 18 年度の障害者自立支援法の施行後は、サービス調整会議を地域自立支援協議会

と位置づけ、平成 20 年度現在では「甲賀地域障害児・者サービス調整会議（甲賀地域障

害者地域自立支援協議会）」として、継続的に地域の障害児・者の課題について検討をして

いる。その設置要項の第 2 条で、次のように目的が謳われているところである。 
 「第２条 サービス調整会議は、甲賀地域に居住する障害児（者）に関する福祉、就労、

保健医療等の各種サービスを総合的に調整、推進することともに、教育との連携強化を

目的とする」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甲賀地域障害児・者サービス調整会議（地域自立支援協議会）

相談支援事業者

② 定 例 会 議

① 個別調整会議

合同家庭訪問

⑤専門部会
（１）精神障害部会

（２）特別支援教育部会
（３）進路調整部会

③運 営 会 議

⑥プロジェクト会議

障害者雇用連絡会

④相談職種ﾈｯﾄﾜｰｸ会議

【相談支援事業者の活動報告】

○ 情報（課題）の共有化

○ 啓発と情報発信

○ 各構成メンバーの学習の場

【事務局機能】

○ ケース報告の整理

○ 地域課題の洗い出し

○ プロジェクト立上の検討

○ 情報発信等の内容整理
ハローワーク、雇用支援ワーカー

を中心とした就労支援会議

委託相談支援事業者
就業・生活支援センター

就業・生活支援支援セン
ター

ハローワーク

福祉サービス事業者

特別支援学校

県事務所

医療関係者

社会福祉協議会

日常生活自立支援事業担当

教育委員会

市（障害福祉担当課・児童

福祉担当課・健康推進課）

ネットワークによる

地域資源の協働体制
進路懇談会、グループホーム整備
財産管理委員会、等

※ 制度としての課題検討

 



 105 

甲賀地域サービス調整会議においては、様々な関係機関が連携して個別の支援を実施す

ること（図中「①個別調整会議」の実施）と、個別の支援の集積から見えてくる地域の福

祉の課題を検討し、解決策を探ることを重視している。 
平成２０年度は甲賀県事務所が事務局をもち、甲賀市、湖南市の２市や相談支援事業者

（委託相談支援事業者４カ所）、就業生活支援センター１カ所、が事務局機能を担う「③運

営会議」の構成メンバーとなっている。今回の研究に協力した甲賀地域ネット相談サポー

トセンターは４カ所ある委託相談支援事業者の１つである。ちなみに、個別の支援と地域

への働きかけという二つの柱となる業務を委託相談支援事業者とサービス調整会議がどの

ように分かち合っているか新波そうしたのが次の図である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さて、個別支援にかかる「①個別調整会議」はケースに応じた随時開催であるが、地域

への働きかけを行うためのエンジンとなる「②定例会議」は毎月 1 回実施し、地域の情報、

課題の共有を行っている。さらに継続的に検討していく課題について「⑤専門部会」を設

置しており、現在は「精神障害者部会」「特別支援教育部会」「進路調整部会」を開催して

いる。今回の研究については、教育と福祉の連携を考えることを主たる目的にしている「特

別支援教育部会」のメンバーが主に参加した。以下、3 つの部会について概要を掲げてお

く。 
 
＜① 個別（サービス）調整会議＞ 

○ 随時開催 
・ケースに応じた様々な地域資源の招集  

○ チームによる支援計画の作成・即応性と柔軟なチーム編成 
・会議は、原則として毎月１回開催することとし、南部振興局甲賀県事務所地域健康

委託相談支援事業者の役割
サービス調整会議との連携

・ 個別支援の集積からみえる、地域の福祉課題を発信
・ 様々な支援を通じて出会った人々、関係機関をつなぐ
・ 既存の制度や資源の活用方法や新たな資源の創出を提案

・ 利用者ニーズ中心の支援（家庭訪問・電話相談など）
・ 利用者への情報提供（福祉制度やサービスなど）
・ 必要な支援のためのチームづくり（関係機関との連携）

委託相談支援事業者は、
サービス調整会議の仕組みを
活用して、①・②の役割を担う

・必要な支援について検討
・課題の共有
・解決の方策を探る

甲
賀
地
域
障
害
児
・
者
サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議

＜個別支援→地域＞

・地域への情報発信

・個別支援からみえる

課題を提起

＜地域→個別支援＞

・個別支援に必要な

情報を提供

・地域の福祉課題に対

する対応策の検討

（地
域
自
立
支
援
協
議
会
）

役割① 個別支援(それぞれの利用者への支援)

役割 ② 地域への働きかけ
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福祉部長が召集する。ただし、必要と認められる場合は随時召集することができる。 
なお、必要な委員のみを召集し、開催できるものとする。 

     （甲賀地域障害児・者サービス調整会議 設置要綱 第５条） 
○ 開催回数 

・311 回（平成 19 年度・甲賀地域ネット相談サポートセンター相談員参加分） 
○ 参加人数 

・800 名（延べ）医療・保健、福祉、教育、労働分野（主治医から民生委員まで多

種職） 
○ 開催場所 

・市役所、学校、病院などなるべく多くの人が参加できる場所 
 
＜② 定例（サービス調整）会議＞ 

○ 毎月第３火曜日午後に開催 
○ 障害者福祉に関する情報共有 
○ 啓発と情報発信 
○ 各構成メンバーの学習の場 
   ・ 平成１８年度現在６７機関で構成 
   ・ １回の平均参加者は３０～４０名 
 
＜⑤ 専門部会～（２）特別支援教育部会＞ 

○ 目的 
・発達障害児・者への取り組みについて教育関係者・医療関係者・福祉関係者が連

携して協議・検討する。 
○ 参加者 

・各市福祉・児童・保健・教育関係課、特別支援学校、生活支援センター、県立小

児保健医療センター、地域健康福祉部など 
○今年度の主な取り組み   

 ・各分野（保育・教育・生活支援）からの事例報告・検討   
 ・管内保・幼・小・中・高校教員対象研修会の実施 

   ・市の障害福祉計画への提言まとめ   
 
 
（２）障害児・者相談支援事業による支援事例から 

 以下、3 つの事例について概要と支援の経過及び福祉と教育等他分野の連携に関するポ

イントを整理したスライド資料を掲載しておく。各事例をスケッチすれば次のようになる。 
事例１：障害児と不登校の＜きょうだい＞を抱える父子家庭への支援事例 

 事例２：学齢期から引きこもりだった成人知的障害者への支援 
事例 3：発達障害者の就労と生活の支援 
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１）事例１～障害児と不登校の＜きょうだい＞を抱える父子家庭への支援 

 
 本事例は、長男（特別支援学校中学部、重度知的障害・自閉症）と長女（中学校通常学

級、小学校から不登校状態続く）の介護・見守りに専念してきた母の死去により父親の就

労継続やレスパイトを含め、集中的な家族支援が必要となった父子家庭である。 
本家族への支援が開始されたのは平成 18 年、母親の入院に端を発する。即ち、主に知

的障害のある長男の通学と、母の看病をしている父の支援のため、ホームヘルプサービス、

日中一時支援事業の利用計画を作成した、というものである。母の死後は、この計画をベ

ースに見直しを図り、次のような柱からなるケアプランとなった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケアプラン票Ⅱ                  作成 平成１９年１２月 

 

支援対象者氏名（○○ ○○） 

 

【援助の全体目標】 

①父の就労保障と本人の通学保障。 

②本人が安心して過ごせる場所の提供。 

③父のレスパイトと本人の自立に向けての余暇支援。 

 

【ニーズ整理と支援体制】 

ニーズ 援助目標 サービス内容・頻度・時間 提供者など 

・父が毎日仕事に行く必

要がある 

・登下校の時間に父の

仕事が間に合わない 

・父の就労保障 

・本人の通学の保障 

・本人が安心して過ご

せる場所の提供 

平日の朝と夕方、土曜日

や祝日のサービス利用。 

・居宅介護 

・日中一時支援事業 

居宅介護事業所 

日中一時支援事業

所 

・父の休息が必要 

・その間、本人が楽しめ

る余暇活動に付き添っ

てほしい 

・父の介護負担軽減、レ

スパイト 

・本人の自立に向けて

余暇活動の保障 

居宅介護 

（２回／月） 
居宅介護事業所 

・通院（特に採血の場

合）や買い物（特に洋服

購入時の試着等をイメ

ージ）に、父だけでは本

人への対応が困難であ

るため、ヘルパーに同

行をお願いしたい 

・ヘルパーが同行する

ことで、スムーズに次

の活動へ移るための助

言や見守りを行う 

（父と本人の関係性上、

日常生活で煮詰まって

しまう場面が多くある） 

・本人の自立へ向けて

の支援 

居宅介護 

（１回／２～３ヶ月） 
居宅介護事業所 

・家族の用事のあるとき

や緊急時に宿泊も含め

て本人が過ごせる場所

が必要。 

・緊急時に宿泊可能な

サービスの提供 

・本人が抵抗せずに安

心して宿泊できる場所

の提供 

ナイトケア ナイトケア事業所 

・必要な情報を得て、相

談できるところが必要。 

・家庭を中心とした関係

機関の連携 
 

特別支援学校 

市社会福祉課 

居宅介護事業所 

相談支援事業者 
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 しかしながら、平成 20 年 3 月、父親から「しばらく会社を休む」との連絡があり、あ

らためて課題の整理をしてみると次のようになった。要するに家族支援においては長男・

長女・父親を一体的に支える必要があり、そのためには「障害」分野を担当する相談支援

事業者だけではアプローチすらできない、という状況が浮き彫りになったのである 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そこで早速、甲賀市教育委員会の協力を仰いで長女の在籍する中学校で支援会議を行った

（平成 20 年 5 月実施）。 
 
＜参加者＞ 
  父、中学校長、特別支援教育コーディネーター、担任、 
  市教育研究所 教育相談員、指導主事、特別支援学校 特別支援教育 
  コーディネーター、保健所 保健師（思春期相談担当・本人について父が 
  相談）、市児童福祉担当、障害福祉サービス事業所（長男が利用）副所長 
  障害児・者コーディネーター（相談支援専門員）、ケアプラン作成担当 
＜会議の招集、進行＞ 
  中学校特別支援教育コーディネーターが招集、会議を進行 
＜会議の内容＞ 
  ① 本人、家庭状況の確認 父からの聞き取り 
  ② 支援計画の確認 

課題の整理
（父と障害児・者コーディネーターとの相談内容）

長女の将来の生活、進路が心配
だ。

長女に中学校に行って欲しい。

障害児・者コーディネーターでは、援助目標設定、支援の内容の検討ができない。

（話を聞くことしかできない）

↓

長女の通う中学校との連携する必要性があった。

↓

長女の中学校での支援計画検討会議にて、支援計画の検討。（H２０．５月に実施）

長女の生活リズムを確保していき
たい。

ナイトケア（滋賀県単独の事業） の利用

・緊急時に宿泊可能なサービスの提供

・本人が抵抗せずに安心して宿泊できる場所の
提供

緊急的に父の用事が入ったとき
に長男を一時的に預かってほしい。

本人の余暇支援を休日に実施すること
で、父の介護負担を軽減する。

・父の介護負担軽減、レスパイト

・本人の自立に向けて余暇活動の保障

毎日、長男の介護・見守りを行う
のは大変だ。

平日の朝と夕方、土曜日や祝日のサー
ビス利用。

・居宅介護、日中一時支援事業などの障
害福祉サービスを利用

父の就労保障

長男の通学を保障。

長男が安心して過ごせる場所の提供。

父は仕事に行かなくては行けない。
また、長男を学校に行かせたい。

具体的な支援の内容。

利用者・関係機関・相談員で共有。

利用者や関係機関と相談員が協議して

決めた援助目標

相談員が利用者より聞き取った希望の
内容

支援の内容援助の目標利用者の希望
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その結果、本人（妹）に対する、中学校の個別の指導計画を確認し、父へ提示すること

となり、父の就労支援、兄への支援を含め、総合的な支援計画を検討するに至ったのであ

る。 
以上をふまえて、本事例における支援の要点をまとめると次のようになる。 

○ 長女（障害はない）の支援には、障害福祉関係機関が軸となって関わることができな

い。 
○ 長男の支援を行うなかで、家庭全体の安定には、長女への支援が必要であることを強

く認識。 
○ 長女の支援関係機関と連携しないと、家庭の総合的な支援は行えない。 
○ 特別支援教育コーディネーターが会議を招集してくれたこと。 
○ 必要な支援を届けるために様々な分野との連携が必要であること。 
 
 

2）事例 2：学齢期から引きこもりだった成人知的障害者への支援 
 
 本事例は現在 20 歳となった知的障害と広汎性発達障害をもつ A さんが自己肯定感を獲

得し、将来を展望できるようになってきた支援事例である。A さんは小学校・中学校とも

に普通学級で過ごし、高校は養護学校高等部に通った。両親とふたりの弟、祖母の 5 人暮

らしである。相談の契機は養護学校卒業後に通所施設への進路が決まったものの、家から

出ることができなくなったことであった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 個別支援会議の開催が支援体制をつくりあげる第一歩と考えたが、ひきこもり状態を示

している本事例の場合、次のような点に留意する必要があると考えた。 
 
 
 

3

これまでの経過

 幼少期より言葉に遅れ。

 小学校より学習についていけず。特別支援学級へ
の勧めがあったが、家族の強い希望により６年間
普通学級で過ごす。

 中学１年より学校に居づらくなり不登校に。

 中卒後、養護学校高等部に在籍。送迎車に乗れ
ず母が送迎。しかし全授業日数の１／３ほどしか
出席出来ず。

 養護学校卒業後、通所施設への進路に定まった
が家から出ることが出来ず、ひきこもり状態となる。
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＜ひきこもり状態から脱却するための支援について＞ 

・「自分は出来る」という強い思いがある。 
・失敗経験はプラスにならない。 
・母の過大な期待（やればできる）が本人にとっては負担感となっている。 
・プライドが高く「企業に勤めたい」が、「でも人に会いたくない」という相反感情に苦し

んでいる。 
・無理強いすれば、更に閉じこもってしまう可能性が高い。 
 
＜本人の思いを聴き取るための手立てについて＞ 

・学齢期に体験した対人的ダメージが残っている。 
・母が窓口でなければ連絡が取り合えない状態 
・信頼関係を結ぶまでに時間が掛かる 
 
以上を踏まえて行った個別支援会議における議題は①ひきこもり状態からどのように脱

却を図るか、②日中活動先の検討、③母の過大な期待をどのように和らげていくか、の 3
点に絞られ、次のような議論と決定事項に至った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

個別支援会議で話し合ったこと・・・
①就労に対しての意識変換 （通所施設利用の意識付け）
 企業でのストレスに耐えることは難しい

 実習時のマイナスイメージから通所施設利用に拒否を示す

→ 本人のプライドを尊重しながら、「企業就労より通所施設」という意
識付けを行うことが必要

②対人面でのフォロー
 対人関係を作ることができない

→ 生活支援ワーカーが仲介的な役割を担い対人面でのフォローを
行っていく必要がある

③外出時のフォロー
 就労意識と「自分は出来る」というプライドを外出のモチベーション

に繋げる

 外出時に付き添えるような本人との信頼関係を作ることが必要。
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 個別支援会議の決定を受けて 2 年が経過する中、初期段階では拒否していた通所施設へ

の見学・実習が可能となり、生活支援ワーカーが本人と施設の関わりを増やして本利用へ

つなげるアプローチを重ねた。また、ハローワークでの相談経験を重ねたことで退陣面で

の拒否反応が少なくなり、施設実習を繰り返し行うことで自信に繋がり外出に抵抗を示す

こともなくなった。 
 現在の A さんは実習していた通所施設を正式利用するに至り、作業能力も高く大事な戦

力として期待される存在になっている。また自信を身につけ、自分から積極的にコミュニ

ケーションがとれるようもなって笑顔が増え、元担任が主催するクラス会を楽しみにする

ようになっている。 
 
 
3）事例 3：発達障害者の就労と生活の支援 

 
 現在 20 歳となった B さんは大手電子機器会社の社員として働くサラリーマンである。

高機能自閉症の診断を受けており、コミュニケーションやストレスのコントロールに課題

を抱えているとともに、過去のいじめ体験がフラッシュバックして興奮状態になってしま

うなど、職場と日常生活双方において支援が必要な方である。事例 2 と同様に小学校・中

学校は普通学級で過ごし、高校は養護学校を卒業した。現在両親。弟との 4 人暮らしで姉

が別居している。 
 
 
 

7

個別支援会議での決定事項
①コミュニケーションの方法を変える
 携帯電話のメールを活用
→ 直接的にコミュニケーションをとり信頼関係を結ぶ

②企業見学、ハローワークでの就職相談
 実際の就労現場を見学することで企業の厳しさを体験してもらう
 ハローワークで相談し就職の難しさを自分自身が経験してもらう
→ 通所施設からスタートすることがマイナスではないことを促す

③定期的に個別支援会議を開催
医師のアドバイスを取り入れ支援内容を検討する

 本人の状態観察・支援経過を慎重に精査し進めていく必要がある
 精神科医の専門的な見解を支援内容に取り入れる
 医師より母への助言（過剰な期待を和らげる役目）
→ 支援の方向性の一本化する（迷いが出たときの修正）
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これまでの経過に記したように、日常生活上においては、元同級生の嫌がらせが続いて

おり、フラッシュバックから不安定な行動を起こしてしまう。一度興奮状態になると家族

でも抑えられなくなる。また、就労生活においては同僚とのコミュニケーションがうまく

取れずストレスの要因となっている、自分なりの解釈から修正することが出来ずに社内ル

ールからはみだしてしまいトラブルを起こすことがある、興奮状態になると暴言や時に暴

力を振るうような素振りを見せ、会社内で問題になっている、という状況にあった。 
そこで、会社で月に 1 回個別支援会議を行い、会社と一緒に支援内容を検討することで

信頼関係の構築を図り、生活の乱れが就労を狂わせることのないように＜働く暮らし＞の

一体的な支援の組み立てを図ろうとしてきた。現在の支援内容は次のようである。 
 

これまでの経過

 ２歳を過ぎても言葉が出ず。自閉的傾向と診断。

 小学校は普通学級に在籍。同級生から言葉によるい
じめを受け不登校傾向に。

 中学校は特別支援学級に在籍。同級生からの嫌がら
せは続き興奮してパニックを起こすことも。

 中卒後、養護学校へ。元同級生が自宅にまで嫌がら
せをしに来るように。

 卒業後、障害者雇用にて地元企業に就職。元同級生
からの嫌がらせも続いており、家族の心配は絶えない
状況。

12

Ｂさんの特徴

 挨拶を含め自分で人に話しかけることが苦手。

 メールや筆談をもちいると自分の思いを表現できる。

 人を待たせたまま自分の気になっていることをしてしまう
など、周りからは身勝手と受け取られてしまうような行動
が多い。

 時間を考えて行動することが難しく、しばしば時間に遅れ
てしまう。

 過去に受けた言葉による嫌がらせの記憶が度々フラッ
シュバック。興奮を助長させトラブルに。

 ストレスが溜まるとイライラし周囲の人に対して拒否的、
被害的になる。
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＜現在の支援内容＞ 

① 地域の警察からの協力 
自宅周辺への夜間巡回を依頼し、「警察として協力する」と了承を得る。 

② 本人とのコミュニケーション 
生活については生活支援ワーカー、就労についてはジョブコーチが担い、メールや筆談

を活用している。また、元担任の先生がメールでやりとりをし、本人の思いを聞き出す役

割を果たしている。 
③ 個別支援会議の定例化 
生活支援と就労支援の情報共有を密にするため、個別支援会議を定例化している。その

結果、会社に安心感が生まれている。 
 
 現状では嫌がらせが終息に向かい本人も落ち着いてきているが、社内の人間関係は印だ

改善できていない。ただし、会社の理解は十分にあるので、本人の自覚を促す手立てや会

社との連携をとりつつ継続した支援を導入する必要性をさらに検討中である。 
以上、二つの成人支援事例が示唆する支援のポイントをまとまると次のようになろう。 

 
＜成人期支援のポイント＞ 

○ 支援計画の連続性 

ライフステージの境目で支援を途絶えさせてはいけない。 
○ 連携・協力の重要性 

成人期の生活支援には終わりがない。 
○ 信頼関係の継続性 

先生とは、どれだけ歳を重ねても頼れる存在。 

○ 「ほっ」とできる環境作り 

生活場面は「頑張る」ステージではない。 

 
（３）障害者自立支援法における相談支援事業の課題と可能性 

 障害者自立支援法に、相談支援事業が位置づいていること、ケアマネジメントの手法を

用いて、地域の関係機関と連携して支援を実施できることについて可能性を感じている。 
甲賀地域においても、福祉の関係機関だけでなく、教育、保健、医療などの様々な分野

との個別調整会議を活用した連携が少しずつ積み上がってきている。 
 課題としては、地域自立支援協議会において、地域の課題の集積や共有までは関係機関

との協力のなかで行うことが定着してきているが、課題を具体的に解決していくことがで

きていないことがある。集積し共有した課題をさらに分析し、整理していくことで、解決

の方法を提案していくことが今後より必要になってくるであろうと考えている。 
 利用者ひとりひとりの支援を実施することを通じ、地域の福祉課題を集積すること。そ

れを解決していく流れを利用者と支援関係者が共有して、地域の福祉の力を高めていく過

程を大切にしていきたいと考える。 
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７．滋賀チーム実践・研究関連資料 

 

＜甲賀市の発達支援体制を核とするチーム支援に関する資料＞ 

 

資料１：甲賀市個別指導計画（保幼）様式 

 

資料２：甲賀市個別指導計画（保幼）マニュアル 

 

資料３：甲賀市個別指導計画（小・中通常学級）様式 

 

資料４：甲賀市個別指導計画（小・中通常学級）マニュアル 

 

資料５：個別指導計画チェックポイント 

 

資料６：ここあいパスポート（チラシ） 

 

資料７：ここあいパスポート案内 

 

資料８：甲賀市教育委員会・西谷淳プレゼンテーション資料 

 

＊資料１～５は甲賀市教育委員会が作成 

＊資料６～８は甲賀地域障害児者サービス調整会議特別支援教育部会が作成 

 

 


