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要約

琉球大学教育学部附属発達支援教育実践センターは「障害児・者の支援・教育に関わ

る学生・教員の実践力殻成機能の充実と地域の学校や教育行政機関との協働支援を行う

地域拠点の構築」と題する中期計画達成プロジェクトを実施した。

プロジェクトの中核となるトータル支援活動を通して、多様な課題がより鮮明にな

り、今まで以上に障害児・者への支援・教育は乳幼児期から成人期までの生涯におよぶ

一貫した具体的な支援・教育とともに、地域の特性に基づいた支援・教育が求められ

た。また、より一層の福祉、医療、保健、労働等近接領域間の連携・協働による支援・

教育体制の整備やネットワークの構築が求められた。

1. 問題の所在

2016年度より障害者差別解消法が施行される

ことにより学校教育において障害児への支援・教

育の充実は重要な取り組むべきテーマとして位置

づけられるようになった。教育の領域において文

部科学省は「特別支援教育」は障害児と健常児と

の共生社会の形成の基礎を培うことを理念とし、

すべての学校で取り組まれるものとしている。大

学においても障害者支援室が開室され、障害のあ

る学生への支援・教育の充実が目指されるように

なった。

筆者が所属する琉球大学教育学部附属発達支

援教育実践センターは「障害児・者の支援・教育

に関わる学生・教員の実践力養成機能の充実と地

域の学校や教育行政機関との協働支援を行う地域

拠点の構築」と題する中期計画達成プロジェクト
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を実施した（浦崎、 2017)。そのプロジェクトを

実現するための中核となるトータル支援事業を通

して、多様な課題がより鮮明になり、今まで以上

に障害児・者への支援・教育は乳幼児期から成人

期までの生涯におよぶ一貫した具体的な支援・教

育が求められた（浦崎ら、 2017)。より一層の福

祉、医療、保健、労働等近接領域間の連携・協働

による支援・教育体制の整備やネットワークの構

築が求められることを痛感した。

特に離島・ヘき地においては障害者差別解消法

が施行され、障害者やその家族から障害児・者が

健常児・者と平等に学ぶことができるための「イ

ンクルーシブ教育」および「合理的配慮」等によ

る支援や教育を求められても、それを実現するに

は程遠い状況があった。また、大学の近隣地域で

はそれぞれの教育、福祉、医療、保健等の各領域
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で開催される事業や具体的な施策や会議の協働・

連携がスムーズに進まない状況も鮮明になった。

それぞれの領域をどのように繋いでいくか、その

接点をどのように作っていくかが大きな課題であ

ることが確認された。

離島・ヘき地において 2016年度、初めて国頭

教育事務所、島尻教育事務所、那覇教育事務所と

共催で支援を行うことができた。そのことにより

伊江島、伊是名島、久米島、座間味島等、小さな

離島からの教員や保護者からの相談が相次いだ。

支援・教育を行うための具体的な障害児・者の理

解および支援・教育への姿勢やその技術を身につ

けるための各地域の教育現場の取り組みは手探り

の状況であった。また、以前から指摘されてき

た、それぞれの教育、福祉、医療、保健、労働等

の事業や具体的な施策や会議は独立して実施さ

れ、各領域間の取り組みの成果を繋げる協働、連

携が有機的に機能しづらいことによる影響が実際

に深刻さをましている現実を知ることができた。

各領域間の取組の成果が連動していないた

め、現実の支援現場における障害児・者への支

援・教育やその家族支援として還元されにくいこ

とが教員や保護者の面接から具体的に分かってき

た。

以上のことに共通する障害児の支援や教育の課

題の要因のひとつとして専門家の不足があげられ

る。そのことは従来から指摘されており、昨年度

から対応策を意識して本事業を取組んできたが、

離島・ヘき地とひとくくりで語っても石垣島や宮

古島等大きな離島と八重山の島々や国頭や慶良間

諸島等の比較的に小さな島々に共通する課題もあ

れば、必ずしも共通しない課題もあった。そのよ

うな小さな島では専門家が派遣されることが多い

が、その派遣による人材でさせ確保できない厳し

い現状があることが分かった。人材を育成し、そ

の人材を派遣する仕組みを作っていくことが必要

であることが確認できた (2016a)。

そのような厳しい現状のなか、発達支援教育

実践センターでは発達障害児・者への支援・教育

活動を行ってきた。この支援・教育活動を通して

学部学生、院生および附属センター特別研究員

（現職教員）、特別支援教育支援員、臨床心理士等

の専門家が協働で支援企画や計画を作成、実践

し、検証する取り組みを通して学生教育・地域支

援・実践研究を発展させてきた（浦崎、 2010)。

2016年度から施行された障害者差別解消法によ

り社会的要請の強まる障害児・者への支援・教育

に関して、大学では発達障害児・者へ支援・教育

が行える専門性を有する人材の養成および大学が

有する専門性に基づいたへき地・離島および近隣

地域への貢献がより一層、強く求められている。

学内においても発達障害の可能性のある学生、附

属学校では発達障害の可能性のある児童•生徒へ

の対応が求められるようになり、学生、児童、生

徒や保護者への支援・教育の充実と地域への支援

体制の整備の取り組みが必要である。

琉球大学教育学部附属発達支援教育実践セン

ターでは 2006年度から発達障害のある子どもた

ち、気になる子どもたちへのトータル支援と呼

ぶ集団支援（以下、 TSG)を実施してきた。 TSG 

の特色は子どもも支援者としての大人も＜ともに

楽しむ場を共有する＞ということを大切にしてき

た（浦崎、 2011)。 その＜楽しむ場＞を通して

社会性を育み、「生きる力」が培われていくこと

を発達障害のある子どもたち、支援を必要とする

子どもたちとの関わりを通して確認してきた（浦

崎ら 2016b)。遠矢 (2006)や辻井 (1999)は

発達障害のある子どもたちへの集団支援を長く行

ってきたが、各地で実施されている集団支援に対

して、浦崎ら (2016c)が行ってきた TSGは地域

の行政機関との協働・連携を重要視してきた取り

組みである。

2006年度から「トータル支援教室」を開催

し、 TSGの実践を積みながら支援の方向性を考え

てきた（浦崎ら、 2010)。 大学のセンターとい

う場で行う特別な支援ではなく、地域の学校や支

援施設においても実践できるものにしていきたい

という考えで、まずTSGの場を「子どもととも

に楽しむ場」にしたいという気持ちで取り組みは

始まった。 TSGは子どもたちとの関わりによる実

践を通して子どもたちの支援と教育を考えるとい

う支援教育観に基づいた取り組みである（浦崎、

2016b)。そのため現職教員を中心とする特別研

究員、学生を中心として、多様な領域や専門的な

立場の異なる支援者がともに取り組むことができ

た。スキルやアプローチの方法論にとらわれず、

「ともかく、子どもたちと楽しく関わろう」とい

う支援姿勢が 12年間受け継がれている。

そのような TSGの取り組みを通して人材育

成および地域支援を行うトータル支援事業（以

下、 TSG事業）と呼び支援を続けてきた（浦崎、

2010)。TSG事業を通して、①発達支援教育実践

センターや教育実践総合センターが取り組んでき

た発達障害児・者への支援・教育活動、アクティ

ブラーニングによる「トータル支援活動」を通し

て学生、特別研究員（現職教員）等のスタッフと
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福祉や医療を含めた人材や組織との連携・協働に

よる実践力養成の機能を充実させる。②教育と福

祉、医療、保健、労働との連携した他職種を交え

た「チーム学校」、「チーム支援」を行うモデルを

作り、地域での実践研修や実践検討会の体制を整

備する。③人材の不足する地域の課題に対応でき

る人材簑成および地域の障害児・者を持続的、継

続的に支援する地域連携支援と実践力養成の有機

的システムを整える。④小さな離島にもその機能

を還元できる体制を整え、各地域間の連携・協働

により障害児・者への支援や実践力養成の機能性

を高めあう体制作りを目的とする。段階的に障害

児・者への支援と支援者の実践力を養成するネッ

トワークの拠点を各地域に構築することを本事業

の最終的な目標としている。

2. 方法・計画

教育学部では沖縄県教育委員会との共催によ

り、学力向上先進地域育成事業や日本財団の海プ

ロジェクトに参画して沖縄県教育委員会と連携・

協働による事業を継続してきた。特に障害児・者

においては離島・ヘき地における事業として八重

山教育事務所と連携・協働支援を行ってきた。地

域のニーズに継続して対応することで行き詰って

いた課題が解決される等の事業の成果が出てきた

が、根本的な解決に向けた様々な課題も見えてき

た。課題の解決には地域の障害児・者の支援・教

育体制が段階を経て本事業が地域に根付いていく

計画的な展開が必要であることを痛感した。昨年

度、本事業において今まで八重山地域で築いてき

たモデルを県内のニーズのある地域に拡張、発展

させていくことを目指した。障害者差別解消法が

施行により県内における障害児・者の支援・教育

への意識は拡大するが、その反面、地域における

現実の課題が見え、大学への支援・教育の中心と

なる人材育成への期待とニーズが大きくなってい

ることが示された。

本年度事業は昨年度の成果と課題を踏まえ持

続的な発展を生み出す地域協働体制を八重山、宮

古、国頭、久米島、慶良間諸島等の各離島・ヘき

地地域を所管する沖縄県教育委員会の各教育事務

所との連携・協働を強化し、障害児・者の支援活

動と人材育成を拠点とする体制および取組を整備

する計画である。第 1次計画として事業の総体

としての活動を「トータル支援活動」と呼び、地

域および附属学校の障害児・者を学生、院生、現

職の教員、特別研究員等のスタッフが協働して支

援・教育をしたり、そのためのアプローチを開発
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したりする実践力を養成する実践の場を「トータ

ル支援教室」、その体験活動を授業として位置付

けながら学生・人材教育を行う。障害児・者へ

の「トータル支援活動」は附属発達支援教育実践

センターが中核として取り組んできた経緯と実践

がある（附属発達支援教育実践センター紀要、年

度事業報告書）。本事業では「トータル支援活動」

を通して中期計画および「第 3期中期目標期間

における重点的取組」の達成に向けて地域志向型

の学生教育や地域の支援・教育へのニーズや課題

解決、多様な連携・協働のネットワークの構築と

発展を目指す。大学が県内への発信機能を担い、

各地域の沖縄県教育委員会の各教育事務所との連

携・協働により地域拠点を構築することを目指

す。

学生、院生、現職教員、特別研究員および地域

の行政機関との連携・協働による障害児・者、そ

の保護者や家族の子育てを支援することによる実

践力養成機能の充実と地域との協働支援体制の整

備に向けた計画を行う。各地域の取り組みの段階

に応じて第 1次計画から第 5次計画を企画し、

実行する予定である（図 l 参照）。

1)第 1次計画：大学拠点型教育・活動（参加型）

連携支援体制の構築（近隣地域において地域の現

状を把握し応えるための体験型の人材育成プログ

ラムの開発）

近隣の学校や附属学校との連携・協働により

学生の実践力養成、現職教員や特別研究員のリカ

レント教育を行い、障害児・者への有機的複合的

な支援・教育の企画や指禅案を作成、実施、検証

する。企画やプログラムのモデルを開発し、地域

連携支援と実践力養成機能を充実させる（支援教

室・実践検討会・相談等開催、支援プログラムの

開発）

2)第2次計画：出前型連携支援体制（離島・ヘ

き地への島々への人材派遣出前支援）

アクティブラーニング等に基づく体験型の

「トータル支援」に基づく支援・教育のプログラ

ムを学生や院生、地域の学校や附属学校の教員

（地域の特別研究員）との協働で開発し、地域へ

出向き学校や保育園等で実施する。開発した支援

プログラムを提供するための支援体制や障害児・

者への実際の支援・教育を通して地域で活躍する

人材を育成するための地域への出前実践力養成シ

ステムを整備する（地域特別研究員との協働）

3)第3次計画：地域との協働による実践力養成

システムの構築（人材育成を行う基盤整備）

離島・ヘき地の行政機関と連携・協働により障
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害児 ・者の支援教室を開催し地域のリーダーとな

る人材を育成する実践力蓑成の取り組みを持続的

継続的に発展させる。地域の県教育事務所や教育

委員会を拠点として福祉、保健等の関係領域の行

政機関との相互構築的な連携 ・協働体制を整備す

る（サテライトの活用、公開実践研究報告会の開

催）

通して、一貫した支援 ・教育の休制を整備し支援

アプローチを地域の学校や保育園、療育施設へと

還元するための環境を挫備する。地元スタッフが

独自で1硲害児・者の支援 ・教育を考え、支援アプ

ローチを開発する環境を整え、離島 ・ヘき地の地

元スタッフ との協働により地域のリーダーとなる

人材を設成する拠点を作る。第 5次計画では地

域の拠点となる教育事務所での取組の成果を地域

間で共有し、小さな島々の支援に遠元できるよう

にする。（地域拠点型支援教室及び実践事例検討

会、関係機関との協働会議の開催、サテライ トの

4)第4・5次計画：地域拠点型連携支援体制 （人

材育成を行う拠点体制構築と地域間連携）

第 4次計画では地域の教育事務所を拠点とす

る近接領域の関係機関と連携 ・協働の取り組みを

脆害児 ・者

への支扱教育

琉球大学教育学部

発達支援教育実践センター

悌3支援方式（第3次計画）1 

地域連携支援

実践力義成システム

第 3方式：子ども

への協慟支援；

トータル支援教室

大謝名小学校 ・占咆
小学校 ・中城南小学

校

地域との協働による実践力養成システムの構築

（出前トータル支援教室、実践事例研究会、

第 3方式：協働によ

る実践力蓑成；

トータル支援教室

第 2方式 ：地域支援； I 
出張相談 ・トータル支援 I 

6垣中学校、八島小学校、真g,.
良小学校、おおかわ幼惟園、ま

さら幼稚園（保・幼惟園、小・中
学校、困i校•特別支扱学校） ｝ 

第4・5支援方式 （第4・I
15次計画） 1 
地域拠点型連携支援体制

トータル支援教室 I 

（地域主導型子ども支援）

八煎山教介市務所 ・石垣市、
竹窮町、与那国町教有委員会

./. 

来室型子ども支扱 I /¥ 
（大学拠点相談 ・支援）

情報交換会、出張発達 ・教脊相談会）
・出・古教'f-1'l1務所.·.~(古協

祉保健所、 窮古島市 ・ -~古
教if委且会、多ClU:1村・多
良IUI村教百委U会

悴2支援方式 （第2次計画）例I：'I 第 2方式： 地域支援；

出前型連携支援体制 校内研修会・実践事例研究会

（出前支援 ・出張相談会 ・実践事 沖縄県6圏域の小学校、中学校

~ 

ヽ ／ 

厨支援方 式（第1次計画） I ' 悌4 • 5支援方式（第4·I

大学拠点型教育 ・活動（参加型）

学生 ・附属学校：実践力養成

・連携支援体制

（トータル支援教室、発達・教育相談

学校支援 ・個別支援）

」検吐U:.
［ 支援活動の楊 〕
鴫— 支援者の実践~三・""'成' の場— ， ＼ 

実践事例研究会

公開研究実践報告セミナー

合同研究会・学会

成果公IJII・発f,l:報告，If-紀要・学会誌・，If節

図 1 地域支援プロジェク ト計画
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15次計画） 1 
地城拠点型連携支援体制

トータル支援教室

（地域主導型実践力養成）

八ffc山教育事務所 ・石垣市、

竹1.i町、 与JJII国町教行兵且会

参加型実践力投成

連携支扱

（大学拠点支援教室）



地域の特色に基づいた閲害児の地域支援と実践力養成体制整備

活用、公開実践研究報告会の開催）

3. 実態の把握とアプローチ

離島県である沖縄県では根本的な専門家の持続

的な不足があり、特に離島・ヘき地や小さな島々

においては障害児・者への支援・教育における本

島から派遣される人材においても不足している深

刻な状態があることが昨年度、本事業により明ら

かになった。昨年度、本事業により発達支援教育

実践センターにおいて行った出前支援は八重山地

域や宮古地域で 54事例であった。この数は当セ

ンターで支援を受けた 191事例のなかの約 3.5

割を占めている。本事業において八重山地域にお

ける「トータル支援活動」を、八重山教育事務所

を拠点として地元スタッフとともに取組を行って

きたが、昨年度は中心となる人材が異動したこと

で取組が不安定になった。地元で行っている「ト

ータル支援活動」が滞れば、地元の支援体制や人

材による対応が停滞し、結果として当センターの

出前支援の活用率が増加する深刻な状況が続いて

いる。

宮古地域においても八重山と同様な状況があ

り、その課題を教育、福祉、医療、保健、労働で

解決しようとする動きがある。教育の領域の課題

は、学齢期に入る以前の乳幼児の支援体制の課題

がそのまま引き継がれている実態が昨年度の本事

業による協働会議により分かってきた。障害児・

者の学齢期の教育や支援は早期診断と早期の療育

の延長上に行われる必要があり、乳幼児期の福

祉、医療、保健との一貫した連続性と連携・協働

が重要である。離島・ヘき地では乳幼児期の療育

や支援を行う保育士等の福祉職員が地元や本島に

出向いて公募をかけても集まらなかったり、臨床

心理士においては契約しても 1年満たずに異動

されたり、障害の有無を判断する児童精神科医も

八重山や宮古には少なく、本島や遠方まで診断を

受けに行かざるを得ないのが実状である。結果と

して、診断されることもなく早期支援を受けられ

ずに学校へ子どもたちが入学することになり、学

校での支援・教育が手探りの状況になっている。

大学には教育を取り巻く現状に対応し実践力を有

し地域の支援・教育をリードする人材の養成が緊

急に求められている。

また、教育委員会等の行政機関で実施される

障害児の特別支援学校か特別支援学級か等の「学

びの場」を検討する委員会においては構成メンバ

ーに臨床心理士や児童精神科医が不在であり、慣

れない現職教員が手持ちの力を使って心理検査を
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取ったり、障害を判断し、適正就学を判定する状

況である。そのため教員や支援員にはスキルアッ

プが求められ、より実践的な研修や研究会の開催

が重要になる。しかしその講師を務める人材の確

保も厳しい状況が続いている。離島・ヘき地にお

ける教育の課題は福祉や医療等の課題と直結して

おり、そのような状況のなか、学校現場では手探

りにより支援・教育を進めざるを得ないため教員

の負担はより大きくなっている。教育、福祉、医

療、保健、労働との一貫した連続性と連携・協働

を構築し、文部科学省が掲げる「チーム支援」、

「チーム学校」を実現していくことが緊急を要す

る課題となっている。

さらに地域の学校を支援する機能を担う八重山

特別支援学校や宮古特別支援学校においても本島

の教員が 2、3年勤務し再び本島に戻るケースが

多く、継続的な地域の発展に寄与する地元出身の

教員が少ない。リーダーとなる優秀な人材は、い

つかは島を離れることになり、それまでの取り組

みが滞ったり途絶えてしまうことになる。このよ

うな状況の解決に向けて、大学は地域で活躍する

人材を育成する場を作り、実践を研修するための

体制の拠点を各地域にある教育事務所と連携・協

働により構築する必要がある。

教育学部では八重山教育事務所を中心に障害

児・者やその担任や保護者への支援・教育を支え

る取り組みを進めてきた。支援の必要性や支援の

成果が示されてきたが中心的なリーダーの異動に

より支援体制や具体的な取り組みの基盤が崩れて

しまう可能性が生じた。他地域でも同様な人材の

異動による取り組みの乱れは頻繁に生じ、支援体

制整備の養成が寄せられている。発達支援教育実

践センターには「トータル支援活動」、「トータル

支援教室」への参加の要望や「障害者差別解消

法」、「合理的配慮」、「インクルーシブ教育」等の

研修の要望が多い。また、センターでは地域の行

政機関のスタッフや地元の学校の教員と協働によ

る「トータル支援教室」を開催し、支援プログラ

ムを提供しているが、地域の厳しい現状の課題を

解決するには、その継続性が求められている。

宮古地域では在学中に「トータル支援活動」に

参加した卒業生が、宮古教育事務所における「ト

ータル支援教室」の中心を担ってきた。地域で活

躍することを望む離島・ヘき地の出身の卒業生等

の人材に積極的な参加を促し、地域支援の拠点を

地域の行政機関と連携・協働で構築し、活性化さ

せていくことが早急に求められる課題である。

以上のような離島やへき地における課題の解決
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のためにも、地域の障害児・者の支援・教育を担

う中心的なリーダーとなる人材の確保や人材を養

成して行くための持続的な実践力養成システムの

構築、地域に応じた協働支援体制の整備が早急に

求められている。

4. 想定される成果

障害者差別解消法の施行により具体的な障害

児・者に関する支援・教育の充実が教育・福祉・

医療・保健・労働等が一貫した支援・教育体制を

整えることが求められるようになった。そのよう

な厳しい現状のなか大学における専門性を有する

スタッフや大学の近隣地域の現職教員や専門家で

構成される特別研究員が、離島・ヘき地地域と連

携・協働により取り組むことで、各地域における

障害児・者の支援・教育に関する行政間の取り組

みが円滑に進むことが見込まれる。

大学においても地域との連携・協働に積極的に

関与する地域のリーダーとなる人材を育成する地

域志向型の学生教育の学外学習の基盤を各地域に

構築することが可能となり、地域で活躍する学生

を養成する教育の質の向上を図ることができる。

また、地域の若い人材として現職教員、保育士、

心理士、保健師、福祉関連職員等と連携・協働に

よる支援体制に関与し地域の課題解決に取り組む

ことができる。現地の中心的人材や大学のセンタ

ーで開催する「トータル支援教室」で子どもへの

支援・教育の経験を積んだ各地域の出身の卒業生

を発達支援教育実践センターの特別研究員として

位置づけ、地域で活躍するための実践力を継続的

に高めるための人材のネットワークを構築するこ

とができる。卒業後も地域に貢献する取り組みに

参加し人材不足を解消していくことができる。

地域の八重山、宮古、国頭、中頭、島尻、那

覇、 6つの県教育事務所を拠点にすることを実現

することで、その圏域の教育委員会や幼稚園や学

校、近接領域の関係機関と連携・協働の取り組み

を活性化でき、一貫した支援・教育の体制を整備

することが可能となる。また、関係行政機関との

連携・協働により地域の学校や保育園、療育施設

へと還元するための環境が整い、地域の学校単位

で支援・教育が充実し教員の実践や校内研修会が

活性化され多様な障害児・者、保護者や家族への

支援・教育がより発展すると考えられる。

また、本事業の取り組みと八重山・宮古・久米

島・国頭のサテライトキャンパスの機能を活用し

たCOC事業や公開講座やセミナーを連動させる

ことにより、より持続的で体系的な理論と実践の

融合した取り組みが実現できる。大学と地域の合

同実践研修や情報交換等をスムーズに持続的に実

施することが可能となり、大学と地域間の安定し

た障害児・者の支援および教育のネットワークを

構築することができる。

県教育委員会や県障害児・者関連行政部局や行

政機関との連携・協働により地域特性を踏まえた

障害児・者への支援および地域のリーダーとなる

人材を養成する地域志向型のアクティブラーニン

グを取り入れた「トータル支援活動」のネットワ

ークが構築され、地域に継続的で持続的な支援を

還元することができる。

5. 事業の実施と考察

TSGの取り組みの第 1次計画から第 5次計画

までの取り組みの現状を本年度の実績を通して整

理する。

1)第 1次計画

第 1次計画において、大学では大学拠点型教

育・活動（参加型）連携支援体制の構築をめざ

し、教育学部発達支援教育実践センターを拠点

とする「トータル支援教室」 (14回、参加人数

433名）、「実践事例研究会」 (12回、参加人数

153名）、「教育・心理相談会」（相談者 448セッ

ション）が定期的に開催された。大学を拠点とし

て実施した「トータル支援教室」の実践や公開実

践研修会を通して離島・ヘき地の地域へと還元す

る支援教育プログラム等の開発を行う第 1次計

画は、当センターの教育、福祉、医療、司法等の

分野に籍を置く特別研究員や学生、特別専攻科

生、院生等の協カ・協働により順調に進んでい

る。第 1次計画として実施している成果を、第 2

次計画の地域への出前支援の展開にどのように結

びつけ、地域へと還元していくかという課題を検

討しながら取り組んでいる。

2)第2次計画

第2次計画は、第 1次計画と連動させながら

出前型連携支援体制の構築をめざしている。離

島・ヘき地への島々への人材派遣出前支援を行っ

た。国頭圏域では北国小学校、辺土名小学校、奥

間小学校に出向いた。国頭教育事務所で 10月に

「トータル支援教室」、 11月に「教育・心理相談

会」を開催した。国頭圏域における「トータル支

援教室」は 2 年目であり、興味•関心のある教

員や福祉関係者は多く、見学の希望者も多数あっ

た。特に金武町からの教員の参加が多く地域によ

る意識の違いもみられた。また島尻圏域での「ト

ータル支援教室」は第 1回目を 7月、第 2回目
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を 11月に、それぞれ「トータル支援教室」、「実

践事例研究会」、「教育・心理相談会」、「協働会

議」の支援プログラムを 2回開催した。 7月の

「実践事例検討会研究会」では、渡名喜村の教員

が実践を報告した。慶良間諸島等では本島から赴

任した若手の教員が悪戦苦闘している現状が見ら

れた。また、 11月は中学校の保護者の報告によ

り学校支援体制について検討した。管理職を含め

た学校支援体制の課題が見られた。

宮古圏域では宮古教育事務所や宮古福祉事務

所と連携して「トータル支援教室」を開催してき

た。特に 2017年度からは宮古福祉事務所のニー

ズが高く、福祉領域での「トータル支援教室」を

開催している。本年度は昨年度の「協働会議」に

おいて地域ニーズに沿った支援に重点を置き「ト

ータル支援教室」、「公開講座」、「特別支援学級で

のモデル授業」を 7月に行い、 5月、 9月、 1月

には「トータル支援教室」のみを行う等の支援教

育プログラムを行った（開発プログラム参加総数

121名）。宮古島市立南小学校の特別支援学級に

第 1次計画で開発した支援教育プログラムを実

施した。出前派遣は昨年度の「協働会議」による

ニーズや意見に基づき、特定の学校（南小学校）

を拠点として取り組みを行った。

3)第3次計画

第3次計画では地域との協働による実践力養

成システムを構築することで人材育成を行う基盤

整備に向けた取組を行った。中頭圏域においては

宜野湾市立大謝名小学校、読谷村立古堅小学校、

中城村立中城南小学校での取組は大学との連携・

協働に基づいて支援教育の開発や支援体制が整っ

てきた。大学との連携・協働が強化、発展してい

くためには、学校での取組をコーディネートする

人材の力量が求められることが分かってきた。こ

の地域でモデルとなる拠点学校、モデルとなる管

理職やリーダーなどの存在が必要である。そのよ

うな人材を育成することは地域の子どもたちの支

援を充実させていくことに結びついていくことが

検討された。

4) 第 4•5 次計画

第4次計画では、地域拠点型連携支援体制を

整備することで人材育成を行う拠点体制の構築と

地域間交流が可能な連携ネットワークの構築をめ

ざした。第 4次計画として八重山地域における

「トータル支援教室」は第 1回目を 6月に、第 2

回目を 12月にそれぞれ「トータル支援教室」、

「実践事例研究会」、「教育・心理相談会」、「協働

会議」の支援プログラムを 2回開催した。八重
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山では地域拠点型の取り組みを現地の教員スタッ

フの参加により 8月と 12月に実施した。八重山

での支援教室の認知度は高く多くの参加者があっ

た（開発プログラム参加総数 132名）。

第5次計画として地域間の交流をすることで、

それぞれの地域の特色を捉えることにより、地域

で育ち、学ぶ子どもたちの実態を把握し、地域の

支援のあり方を比較検討しながら対応策を考え

る。 1月には公開のトータル支援における実践報

告と公開の発達支援教育実践セミナーを琉球大学

の石垣、宮古、那覇、久米島にあるサテライト会

場に live配信した。

5)第6次計画：今後の課題

第 1次計画から第 5次計画を進めていくこと

で、第 6次計画に向けた課題と結びついていく。

八重山圏域では保育園 2園、幼稚園 5園、小学

校5校、中学校 2校へ巡回支援を継続的に行っ

ていくことを通して地域の課題が鮮明になって

きた。不登校の子どもたちが毎年、 30人から 40

人程度生じるある中学校から本事業による協力支

援が求められるようになった。そのような地域の

学校が抱える課題の解決には、子どもたちの育ち

のプロセスを乳幼児期から丁寧に辿り、かつ学校

を取り巻く地域とどのように繋がり、子どもたち

への支援について考えていけるかが大きなテーマ

である。中学の卒業後に子どもたちが社会へ出て

いく将来に向けた支援体制の構築にトータル支援

事業がどのように関与できるかが、大きな今後の

課題である。まさに課題を抱えた学校との連携を

どのように作り、具体的な支援教育や支援教育プ

ログラムを開発し実践できるか、地域の課題に応

えうる取り組みができるかが、本事業の課題であ

る。

今後、院生、現職教員、特別研究員および地域

の行政機関との連携・協働による障害児・者、そ

の保護者や家族の子育てを支援することによる実

践力養成機能の充実と地域の課題解決に向けた地

域のネットワークを活用した協働支援体制の整備

をめざす計画である。

6. 地域支援の今後の展望

地域の課題を解決する取組を実施すること

は、専門性を有する人材や実践研修の機会の不足

等、地域の課題の改善や修復へ向けた大学と地域

との連携・協働を強化するものである。つまり課

題の解決へのプロセスは地域の特性を知り活かす

工夫の積み重ねである。大学と地域との合同研究

を通して離島・ヘき地の「良さ」等、肯定的な特
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性を積極的に活かした支援・教育を発展させた

い。また、モデル地域の取組の工夫や成果が、他

地域が抱える困難な課題を解決する糸口になるこ

とから大学のサテライト配信や公開講座等の地域

間への発信、還元の機能性や有効性を高め、充実

させたい。

各地域の「良さ」を他地域に発信、還元し地域

間で共有していくことにより、大学が地域の「強

み」を活性化させ支援・教育を発展させる中心的

機能の拠点として認知され、地域貢献を志向する

大学として取組を活性化したい。本事業では大学

が沖縄県の各地域にある教育事務所と連携・協働

する基盤が構築され、地域拠点型の実践力養成機

能をより充実させることができ、学生の地域創成

に関する科目の充実等にも発展させたい。

事業終了後、地域の特性を生かした障害児・者

および支援の必要な子どもたちへの支援・教育と

しての地域貢献と学生、院生が地域に根差した支

援のあり方を学び、地域の課題解決に向けた実践

力を備えた教員および高度専門職業人の養成機能

の質を高める取り組みが各地域の教育事務所を拠

点に各地のスタッフや現地の人材と協働で運営で

きるようにしていきたい。

また、本事業の成果による障害児・者への支

援・教育および人材育成体制が、地域の福祉事務

所や療育機関、保健所や医療機関、労働事務局や

ハローワーク等、福祉、医療、保健、労働等の各

領域の地域行政と大学との連携・協働を活性化さ

せ、発展していくことが考えられる。事業の取り

組みの成果が、大学と地域を多様な領域や側面か

ら継続的に繋ぎ、活用、発展させていく取り組み

を検討していきたい。その実現に向けて、 TSG事

業の成果と課題を踏まえ、大学における中期計画

および「第 3期中期目標期間における重点的取

組」を推進し、より発展させる取り組みを持続的

に実施していきたい。
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