令和２年度

第３回学校と福祉機関の連携に係る検討会議
日

議事録

時：令和３年２月２日
10：00～12：00

場

所：兵庫県民会館 303 号室

参加者：17 名
協議事項

(1)令和３年度からの全県実施に向けて

ア

「教育・家庭・福祉の連携マニュアル」について

〇

伊丹市は大阪府 との県境のため、例えば豊中市の子どもが伊丹市の事業所 を
利用したり、伊丹市 の子どもが豊中市の 事業所を利用したり することが多々あ
る。そうした事業所にマニュアルを どう 伝えるのかという悩みがある。また、
学校訪問の受入れがかなりスムーズになってきている。マニュアルに示してい
るような基本方針が学校単位で結構作られつつあるので、どういう目的でど ん
な支援をしていくのかを明確にする手続きが、双方に必要だと感じた。

○

兵庫県だけに限 らず、他府県を含めた啓発の仕方、連携の仕方の基本的なス
タイルはそう変 わらない。すぐに具体的なものは見えないが 、こうした状況 を
考えることは必要と思う。また、基本方針については、あまり作られていな か
った感じがある。各学校が具体的な姿を 意識しながら、作る ことが必要になる
と思う。啓発が進むと必然的にそうなっていくと考えられる。

○

保護者や事業所 でもマニュアルや「トライアングル」プロジェクトを知ら な
い人がまだまだ 多いので、まずは学校にきちんと広めて、保護者や事業所に 周
知していってほしい。

○

相談窓口の 一覧について、当初案では神戸市と県福祉 事務所を掲載してい た
が、事業所の指定は政令市、中核市と市町となるので、掲載内容を変更した。

イ

「理解啓発研修」について

○

理解啓発研修は マニュアルを活用するための手立ての１つだと思っている。
学校に配るだけではそのままになることがあるので、どう活 用し、その成果が
どうだったのか という報告等を求めてもよいと思う。簡単な 調査で負担がな い
ようにしてはどうかと思う。

○

県教委のHPに上げるのはありがたい。保護者や一般の方も関心がある人は見
ることができるので、合わせてマニュアル本体も上げてほしい。

○

スライドの中で、強調するフォントや色遣いの工夫も大切だと思う。

○

研修後の成果に ついての報告や調査も必要だと思う。ただ、学校現場に余 裕
があれば十分に応え ようと努力をするが、時期的に難しいこともある。全県 的
な調査を計画的に盛り込むと、現場の負担感が少しでも和ら ぐと思う。また 、
スライドについては、イラストや色を上手く使った工夫があると、より印象的
になる。
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○

スライドにする と、話す言葉が多くなるので、できるだけ言葉を精選するほ
うが伝わりやす い。言葉を言い換えたり、ポイントを絞ったりすることも必要
となっていく。

協議事項
○

(2)これからの学校と福祉機関の連携について

特別支援学校にいて近年感じることは、教育と福祉の垣根が随分低くなっ た
と感じている。 給食が子どもたちの命をつなぐものであったり、今回のコロナ
において、学校によっては子どもの一時預かりをするセーフ ティーネットの 役
割を担ったりしてい る。そうしたことから、より一層、学校と福祉は保護者 支
援も含めた子どもたちへの支援のために連携が必要だと考えている。

○

小学校としても 、マニュアルにもあるように学校、家庭、福祉の連携、つ ま
り、顔を合わせた連携が必要だと思う。また、小学校に上が る前の幼稚園、こ
ども園等との連携等についても、特別支援教育の視点も含め、特に大事にして
いきたい。卒業後の中学校との連携も同じなので、垣根を超えた中での子ど も
の捉え方が必要となる。実際に連携が必要だと感じているところは交流して い
る話も聞いており、地域として捉えることを、さらに広げることも大切だと 思
う。

○

連携を定着させ ていくことを考えると、県教委や市町組合教委がある程度計
画を示すことが 必要だと思う。そのためにも、準備段階とし て、特別支援教 育
コーディネータ ー研修や管理職研修等の 職務研修の中で発信しながら、通知 を
していくと足並みがそろうのではないかと思った。

○

モデル校として ２年間、本校のＰＴＡにもアンケート等でご協力いただき 、
その意見がこの マニュアルに反映されていると思う。やはり ＰＴＡの意見と し
ては、子どもの安心・安全な居場所 づくりは学校だけでなく事業所も重要な場
となっている。 特に今年度は、コロナに よる学校の臨時休業 期間、事業所が 開
いていたおかげ で、保護者も安心して過ごせたと思う。ただ、教職員と事業所
職員とが、密に連携を取るための時間が取れないことが課題と思っている。
また 、特別支援学校 では 送迎時に、 学校での様子を事業所 職員へ 伝えて子ど

もを 引き 渡すこと が 行われており、小 ・中学 校でもこ うし た連携が進 むこ とで 、
保護 者の 安心につな がると思 っている。なか なか進みにくい取組だと思うが、
この マニ ュアルが浸 透するこ とで、子どもがすく すくと成長 するように、いろ
いろ なと ころでお互いを助け合うマニュアルにな ると 大きく期待している 。皆
様がそれぞれのところで発信していただけるとモデル校としてもうれしい。
○

平成 10 年頃までは、養護学校は通常の学校に準ず るような雰囲気が強かっ
たが、その頃か ら少しずつ自立活動に対する考え方が出てきて、それが定着 す
るのに５、６年はか かった。その後、個別の教育支援計画が 出てきて、定着 す
るのに５、６年かか った。平成 20 年頃から放課後等デイサ ービス事業所の取
組が始まり、これも定着するのに５、６年かかり現在に至っている。
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この 度、 このマ ニュアル ができ て、学校現場でうまく運用するために 、周知
をし てい くことになる。今後 は、例えば保護者が 個人的 に困った ときにインタ
ーネ ット等で検索が できるように なったり、ＰＴ Ａ等の 研修や全国への発信等
にもつながったりするとよいと考える。
○

平成 19 年度に 特別支援教育がスタ ートし、連携は そのときから言われてい
る課題であった。当時から、学校側では 個別の教育支援計画 を、福祉側では 個
別支援計画を立て、その間にサービス利用計画を立てる相談支援が入る。そ う
いう制度が確立 していく中で、障害のあ る子どもたちを小さい頃から成人まで
一貫して支援す るシステムを構想してきた。そうした中で、この連携の事業 は
位置づけられてきた と思うが、教育と福祉の縦割り行政の違いもあり、なか な
か連携するというところにいかない現実も一方では感じてきた。
学校 の進路指導担当 や特別支 援教育 コーディネーターの教職 員は関係 機関と

連携 する ことが多いのでよく 理解している面もあ るが、教職員の中には福祉制
度の 理解 が乏し い面もある。 また、福祉 側で は、教育の ことはどうもよく 分か
らな い、 壁が厚い、 敷居が高くて 行きづらいとい う意識が非常に強い。だから 、
なか なか 連携が難し いと感じるときもある。また 、事業所が非常 に増えて、不
正や 事故 等が起きる事業所も一方ではある。 学校では 、多くの事業所 の送迎車
が来 るこ とで、帰りのスクー ルバスにはほと んど子ども が乗って いないという
実態 もあ る。さらに 、小・中学校でも、最近 は特別支援学級在籍の子 どもが増
えた り、 支援を必要 とする子どもが多くなったり して 放課後等デイサ ービス事
業所利用者数が非常に増えている。
こう した 実態の中 で、放課後 等デイ サービス事業 所の意味を、もう一 度考え
る必 要が あると思っ ている。一つは、学校で もなく家庭でもない第３の世界と
いう 位置 づけである 。二つは、保護者が就労した いが 障害児を抱えて いるため
に働 けな い、休 めな い場合のレスパイトの役 割もある。三つは、保護 者から○
○療 法等 の療育 をし てほしい という強いニーズが あり、それ に応えるよう な事
業所 が増 えてきてい る。こうしたことから放課後 等デイサー ビス事業所の役割
が非常に大きくなってきていると思っている。
コロ ナ禍 で 事業継続 をしなさ いとい うこ とで、学校の臨時休業期 間であって
も放 課後 等デイ サービス事業所は事業を継続してきた。そういう意味 では、社
会資 源と して非常に 大きな役 割を果たしている。しかし、福祉制度でもあるの
で、利用者数によって財政面でも影響が出てくる。
こう した 実情の中 で、ど ういった連携を していくのか。一つは、学校 訪問や
事業 所訪 問等で、双方がお互 いの事情や実践等をよく理解することが大事 だと
思う 。二 つは、情報共有を図ったり、関係機関が 集まって困 難なケースについ
て検 討し たりする支援会議を きちんと開くことが 大事だと思 う。三つは、地域
の連 携が 不可欠だと 思う。各市の自立支援協議会 に学校も事業所も出席して協
議す ると いう場を 、地域 としてつくる 必要が あると思う。子 どもは学校、家庭 、
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事業 所、 それぞれの 生活場面でお 互いに理解 しながら支 援することが必要だと
思う 。そ ういう意味 で、このマニュアルが１つの 役割を今後 果たしていくと期
待したい。
○

マニュアルを最初に導入するときは、新しいものが増えたと否定的に捉える
教職員も中にはいるだろうが、そうしたことを乗り越えて放 課後等デイサービ
ス事業所と保護者と学校とが連携することが、当たり前のことだとなるように
早く定着してほ しいと思う。事業所は、 障害のある子どもの生活の一部とな っ
ているので、このマニュアルができたことで学校にも認知され、三者がよい 関
係になることをとても希望する。

○

放課後等デイサ ービス事業所を知らない小・中学校の教職員にも分かりやす
く伝わっていくのではないかとすごく期待をしている。これから５年後、10 年
後に安心して事業所 と学校と家庭が連携できれば、保護者も子どもも安心・安
全に暮らせると思う。
ある 保護者と話 をしてい たときに、 事業 所が宿題の 答え合 わせを してくれず

に怒 って いた保護者 がいたという話を聞いた 。保護者のしてもら って当たり前
とい う考 え方は 少し 違うと思った。子どもの障害 の状態等によっ て、 子どもの
将来 が不 安になり、 学校や事業所に期待しすぎる 部分も あると思うが、あまり
求め 過ぎ てもどうな のかと考えさせられる。お互 いが、ありがとうという 気持
ちで 行え ば、このマニュアルが広がりやすくなる 。保護者も当たり前と思 わず
に、それぞれが取り組めば、子どもが安心・安全に暮らせると思う。
○

小野市でもマニュアルを作成している。マニュアルを活 用することも大切 で
あるが、まずは顔の見える関係づく りが、大事だと考えて いる。そうするこ と
で、話し合いや 相談が進む。今年度、積極的に取り組んだ学校では、市教委か
らの提案や紹介がなくても、自ら進めていく学校もあった。 やはり大事なのは 、
学校や教職員、 保護者がやってよかったと感じてもらうことだと考えている。
時間はかかると 思うが、学校が自ら事業所との連携を進めて いくようなボト ム
アップ型の連携をこれから進めていきたいと考えている。

○

コロナ禍におけ る学校の臨時休業期間において、各学校と事業所と家庭、 市
町の連携が必須 であることが分かった。 今年度、障害福祉課 が県下の障害児通
所施設の通所事 業所の質の向上を図るた めに実施している研 修において、この
マニュアルにつ いても特別支援教育課か ら説明をお願いする 予定だったが、コ
ロナウイルスの 感染拡大のため、集合研 修は断念し、HPに掲載した。来年度 も
同様の研修を企 画しているが、学校 だけでなく事業所も意 義や連携効果につい
ての理解を深めてもらうことが必要だと考えている。

総括
○

来年度から全県 で実施していくが、まずは形が大事だと思う。使い続けるこ
とによって、前より もスムーズにな ってきた、前よりもよくなってきた、小 さ
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なことで構わな いので、そうした積み重ねができていくと実際の運用や活用 に
なっていくと思 う。こうした取組を始めるとき、最初はどうしても傍観者の 視
点から始まって しまう。次に、自分のこととして考えないと いけないと思う よ
うになり、その 次に自分の責任とし て取り組まなければいけ ないと思うよう に
なる。そして、 工夫して取り組んでいきたいという段階となる。このマニュ ア
ルもこうした段階を踏みながら広まっていくと、今までの経験から思っている 。
この マニ ュアル の 副題「児童生徒の 安心・安全と一貫した支援の ためのトラ
イア ング ル」に安心・安全性、一貫性という言葉 があり、加 えて合理性という
言葉 も入 ってきた。 この合理性が、実は結構なキーワードになるのか なとマニ
ュアル全体の印象として思っている。
いよ いよ 各 地域での 連携を始めるが、学校、保護者、福祉事務所 、それぞれ
の立 場が それぞれの 役割を明 確にして、責任を持 って進 んで いく ことが何より
も大 切と なる。その ためには 、研修の工夫が大事 になる 。それぞ れの地域の独
自性 や既 存の組織形 態等を活 用しながら、一般化 でき るシステムを考 えること
も必要となる。
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