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地域の特色に基づいた支援を必要とする子どもの早期支援体制整備

―トータル支援における実践―
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要約

　地域の非行や不登児、障害児等の子どもの実態把握と支援体制の整備は地域特性に基づく専門的な研修を受け

る機会が乏しい離島・へき地の実状に対して研修の機会やその質を高め、実践を指導できる人材を育成する上で、

乳幼児期からの子どもたちの養育環境や家庭環境の実態を把握する体制とその体制に基づいた支援の具体的な取

組の計画とその実施のあり方について検討した。沖縄県の八重山地域の具体的な取組を通して、地域教育課題の

解決に向けた地域の協働支援体制の構築を目指して、地域の特色に基づいた支援を必要とする子どもの早期支援

体制整備のプロセスを整理した。

Ⅰ．問題の所在

　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 2016 a)。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 （2016 b） が行ってき

た TSG は、その取組の成果に基づき地域の行政機関との協働・連携を重要視し、地域課題の解

明およびその解決にも取り組んできた。

　支援を必要とする子どもの教育や支援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・へ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
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要であることが確認できた (2016 c)。
　離島を多く有する沖縄県において、離島・へき地における特別な支援を受ける子どもたちの学

びの場として特別支援学級の設置が年々増加している。今まで学校に特別支援学級が設置される

ためには障害のある子どもが３人在籍することが条件であった。子どもの数の少ない離島・へき

地の学校においてはその条件をクリアーすることは困難なことであり、障害のある子どもたちに

専門性を有する教員を配置し、特別支援教育を行う特別支援学級を設置することができなかった。

平成 28 年度の障害者差別解消法の施行にともなう障害のある子どもたちへの特別支援教育の推

進により、その条件が撤廃されることになり全ての学校において特別支援学級の在籍数が１人で

も特別支援学級を設置することが可能となった。それ以降１、２年で飛躍的に県内の特別支援学

級は増加するなか離島・へき地の小規模校おいても特別支援学級が設置されるようになった。

しかし離島やへき地において特別支援学級は設置されたが、専門性を有する人材の不足のため特

別支援教育の経験のない教員が担任となるケースが増え、障害のある子どもたちや特別な支援を

必要とする子どもたちに適切な教育や支援がスムーズに進まなくなることも見られるようになっ

た。

　また、一方障害者差別解消法の施行にともない、障害のある子どもたちへの特別支援教育の理

念に基づいて離島・へき地の学校の教育支援体制の在り方を考える学校も生じてきた。八重山の

ある中学校は毎年一定数の非行、不登校、障害等により特別な支援を必要とする子どもたちが在

籍する。その深刻な長年継続されてきた学校の教育課題を、特別支援教育が掲げる「共生社会の

形成」の理念に基づき、地域との連携・協働により課題解決を試みる取組を模索している。

　昨年度の教育、福祉の関係機関との取組により明らかになった中学校の課題の特徴は小学校ま

では支援を必要とされる子どもが少ないにも関わらず中学校に入学すると支援対象児が急激に増

えることにある。それは中学校のみの課題ではなく保育所・幼稚園・認定こども園・小学校の課

題や高校や就労への支援となるキャリア教育の課題と繋がっており、地域の自治体、公的機関、

地域組織や団体との連携・協働の支援ネットワークの構築が必要であることが明確となった。従っ

て、学校の教職員が掲げる課題への解決は地域の環境要因や特性と切り離して考えることができ

ないことが鮮明になった。

　昨年度の取組による結果から中核となる子どもたちの思春期における中学校での地域課題への

解決には乳幼児期からの子どもたちの養育環境や家庭環境の実態を把握する体制とその体制に基

づいた支援のあり方を検討し、実践していく関係機関との連携や協働による取組を継続的に実施、

発展させていくことの意義は大きい。

　そこで本研究では地域の非行や不登児、障害児等の子どもの実態把握と支援体制の整備は地域

特性に基づく専門的な研修を受ける機会が乏しい離島・へき地の実状に対して研修の機会やその

質を高め、実践を指導できる人材を育成する上で、乳幼児期からの子どもたちの養育環境や家庭

環境の実態を把握する体制とその体制に基づいた支援の具体的な取組の計画とその実施のあり方

について検討する。沖縄県の八重山地域（石垣市）の具体的な取組を通して、地域教育課題の解

決に向けた地域の協働支援体制の構築の計画とその実施へのプロセスを整理することを目的とす

る。

Ⅱ．研究目的及び方法

　乳幼児期からの子どもたちの養育環境や家庭環境の実態を把握する体制とその体制に基づいた

支援のあり方を検討する地域の協働支援体制を構築するために①地域課題を把握し、その克服に

向けて早期支援体制に向けた八重山地域（石垣市）の特色による連携・協働体制の構築の目標を

明確にする。目標を明確にすることにより地域課題の解決策を整理する。



－ 121 －

浦崎・武田・崎濱：地域の特色に基づいた支援を必要とする子どもの早期支援体制整備

１．地域課題の把握

　地域課題について整理し把握をするために以下の①～⑤の観点において地域課題を把握する。

①専門性を有する人材の不足と実践力を養成する研修の機会の不足

②中学校における教育課題の検討と学校における支援教育の体制整備

③幼児教育施設・小学校の乳幼児・学齢期教育課題と思春期・青年期の教育課題

④離島・へき地の地域課題の把握と地域協働教育ネットワークの形成による解決

⑤地域課題の解決に向けて予防的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築

２．地域課題の解決策・その計画

　地域課題の解決に向けて以下の①～⑤の取組を計画する。

①幼児教育施設・小学校の乳幼児期学齢期および思春期青年期への巡回支援

②「夢・希望実現プロジェクト」の実施と中学校の支援体制整備

③幼児教育施設・小学校の乳幼児・学齢期教育課題と思春期・青年期の教育課題

④学校や教育機関の課題解決への地域協働教育ネットワークの構築と支援体制整備

⑤地域課題の解決に向けて予防的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築

３．実行に向けて

　地域教育課題の解決に向けた地域の協働支援体制の構築の計画とその実施に向けて、早期支援

体制づくりおよび切れ目のない「連携継続支援体制」の構築するための具体的なプロセスを整理

し、段階的計画とその取組を明確化する。

 Ⅲ．地域課題の把握

 １．専門性を有する人材の不足と実践力を養成する研修の機会の不足

　離島・へき地におけ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

れるが早急に解決できない課題である。その地域課題の解決には昨年度の取組を通した成果によ

り、地域の養育環境や家庭環等の地域の特性を理解し、地域で活躍できる人材を育成するための

支援体制ネットワークを構築することが大きな課題であることが確認できた。

２．中学校における教育課題の検討と学校における支援教育の体制整備

　学校教育において離島・へき地における地域特性により幼児児童生徒における様々な課題が生

じてくる。ある中学校（A 中学校）において年間一定数の子どもたちが非行、不登校、障害等の

理由により学校への不適応が生じている。昨年度の取組からこの課題は A 中学校だけの支援教

育で解決できる課題ではなく、貧困地域や家庭基盤による地域特性の影響を受けており、教育に

関係する部局や関係機関との連携・協働の発展が課題としてあげられた。

３．幼児教育施設・小学校の乳幼児・学齢期教育課題と思春期・青年期の教育課題

　離島・へき地における中学校の生徒指導、教育相談、特別支援教育上の課題は長期にわたる継

続的な課題であり、中学校のみならず学区の歴史的文化的な地域の特徴の影響を受けている課題

である。その中学校の課題を解明し解決するためには中学校のみならず中学校の学区の幼児教育

施設の乳幼児期、小学校と中学校の思春期、中学校と高校の青年期的特徴の把握等の「切れ目の

ない」子どもたちの成長に伴う行動特徴と学校の地域性の影響についての分析が必要である。そ

の課題を解決する支援教育の在り方を検討するには、子どもたちの発達段階による成長過程を丁
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寧に分析していくことが必要である。

４．離島・へき地の地域課題の把握と地域協働教育ネットワークの形成による解決

　八重山地域における特性のあるA中学校は地域として中学校卒業後に早期の結婚、早期の離婚、

ひとり親での子育て等の家庭の育児基盤の弱さによる世代間連鎖が見られる。ひとり親世帯およ

び貧困等の家庭基盤の影響により子どもたちが中学に入って思春期に不適応、不登校、障害の発

達における子育ての困難性が生じている実態が八重山地域の教育課題として挙げられる。子ども

が中学校を卒業し、早期の結婚、早期の離婚という全く親世帯と同様のプロセスを重ねることの

ないように世代間連鎖を断ち切る地域性に基づいた支援教育が必要である。そのためには地域の

自治体や公的機関と人材による取組や地域の教育組織や支援団体における人材との協働・連携の

支援体制を作る取組が必要である。

５．地域課題の解決に向けて予防的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築

　離島・へき地の地域特有の学力等の教育的課題を抱えている子どもたちが通う学校、あるいは

その漁業や農業等の歴史的文化的地域性が反映された教育環境をもつ子どもたちが通う学校、貧

困地域の子どもたちが通う学校等、地域において文化的歴史的土壌のもとで子どもたちの育ちの

特色があることが分かってきた。

　Ａ中学校における非行、不登校、障害等による支援を必要とされる子どもたちへの課題解決へ

の糸口が見えてきた。その一定数の支援が必要とされる子どもたちの「学校不適応」の行動特徴

が小学校段階では表面化しないが中学校に入学後に鮮明になる傾向がある。小学校では気になる

子どもの対象児として位置付けられていない子どもたちが中学校に入学した後に支援対象児と

なっている。

　昨年度、認定こども園の巡回相談や支援を通して乳幼児期の就学前の子どもたちの養育環境や

家庭環境の影響の大きさを検討してきた。特に石垣市においては幼稚園による預かり保育が廃止

されたことにより、近隣の幼稚園から地域外の保育所や認定こども園へと子どもたちが転園する

ことが増加した。ひとり親世帯や貧困家庭において近隣の幼稚園に通えないことの負担は大きな

ものとなっている。昨年度の調査においても特に気になる子どもの世帯や家族が地域外の園に通

うことによる情報共有の欠如がもたらす小・中学校への学校不適応等の影響は大きいと考えられ

た。連携・協働を促進させる情報共有に関するシステムの構築が大きな課題となっている。

Ⅳ．地域課題の解決への目標

　本研究では①八重山地域での特別支援学級や通級指導教室の人材育成を行う実践研修の場、②

石垣市の非行や不登校、貧困家庭等支援を必要とする子どもや障害のある子どもが通う指定中学

校の協働支援体制、③地域教育の課題解決に向けた認定こども園、保育所、幼稚園、小学校と中

学校、中学校から高校、中学校から就労等の地域への協働支援体制、④地域の自治体、公的機関、

地域組織や団体の人的資源の活用による地域協働教育ネットワーク体制、⑤地域課題の解決に向

けた予防的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築、①～⑤の構築を目指す。

　離島・へき地における学校等の教育関係機関との連携・協働による支援教育を「トータル支援

活動」を通して離島・へき地の地域課題の解決と人材育成を目指し、離島・へき地において学校、

教育行政機関、教育関係機関近接、大学、地域社会がともに連携・協働する地域協働教育ネット

ワークを構築し、離島・へき地の抱える支援を必要とする子どもたちへの地域課題を解決する教

育支援体制を整備することを目標とする。

　モデルとなる中学校および認定こども園、保育所、幼稚園、小学校を選定し、その学校の子ど
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もへの支援教育に具体的に関与する。学校内部の支援体制（学内支援体制）と学校外の地域によ

る支援体制（地域支援体制）の在り方を検討し、学校の現状の課題の把握と解決に向けて支援体

制の整備と支援プログラムを開発する。

　この地域の特性や課題が集約されている指定学校の課題解決に向けた支援への関与や具体

的な支援の取組に携わることを通して、離島・へき地に共通する根本的な課題の解決に向け

た支援体制の整備や地域協働教育ネットワークを構築する。さらに具体的な予防的実態把握と

早期支援への情報共有のための「情報共有シート」、「トータル支援活動」の「支援プログラム」

の開発やモデル化により他の離島・へき地地域の課題解決に寄与する成果を目標とする。

Ⅴ．地域課題の解決策・計画

１．第１課題解決策：幼児教育施設・小学校の乳幼児期学齢期および思春期青年期への巡回支援

　昨年度は A 中学校の課題を解明し解決するため乳幼児期からの子どもの実態を把握するため

幼児教育施設の訪問を実施した。養育環境や家庭環境が与える子どもたちの発達への影響の大き

さを実感した。そして中学校の課題解決には乳幼児期から養育環境や家庭環境を予防的に把握す

ることの必要性を感じ、石垣市の福祉部局、こども未来課や各小学校校長の協力を得てアンケー

ト調査を行った。アンケートの結果より、小学校への申し送りの課題があることが分かってきた。

特に子どもたちの養育環境や家庭環境に関する情報を共有し支援をより実りあるものにする連携

支援体制が整っていない現状が分かった。巡回相談や支援を継続し学区の保育所と幼稚園の乳幼

児期、小学校と中学校の思春期、中学校と高校の青年期的特徴の把握に向けた「切れ目のない支

援」への学校の地域性の影響を分析する。

２．第２課題解決策：「夢・希望実現プロジェクト」の実施と中学校の支援体制整備

　発達障害、非行、不登校児等への対応および学校や学級の集団適応に与える悪影響への解決策

を見いだす取組を実施する。子どもの自己肯定感をどのように高めるかについての取り組みを考

えてきた。また「事例検討会」を通して一人の生徒が具体的にどのように学校生活に適応してい

くのか、その対応や支援について考える「事例検討会」の積み重ねが必要性である。また本事業

では中学の学生と幼稚園との園児等との交流による「遊び」等を通して学校が魅力的な場で子ど

もたちが「向かう力」を引き出す取組を実践していくことを計画している。また高校との連携・

協働、就労に繋がるキャリア教育、相談を担当する養護教諭、教育相談担当する教員、特別支援

教育コーディネーター等との連携を通して子どもの将来の夢と希望を実現する A 中学校ととも

に取組、子どもの「夢・希望実現プロジェクト」を実施する。

３．幼児教育施設・小学校の乳幼児・学齢期教育課題と思春期・青年期の教育課題

　地域の人材を育成するための地域の取組や地域の他領域の多様な地域における人材との協働・

連携による実践研修を行う仕組みを作る必要がある。八重山教育事務所に活動拠点を置き、沖縄

県教育委員会との共催により「トータル支援教室 IN八重山」を開催し、「トータル支援プログラム」

に基づく実践研修会を実施する。地域の特色や現状に適した支援プログラム、支援企画を開発し

課題解決に向けた「教育相談・発達相談」、「実践事例検討会」、「トータル支援教室」等を通して

地域の人材の実践力養成を実施する。

４．課題解決策：学校や教育機関の課題解決への地域協働教育ネットワークの構築と支援体制整

備

　地域の教育課題の解決に向けて、多様な既存の地域の自治体、公的機関、教育組織、支援団体



－ 124 －

琉球大学教職センター紀要（第 2 号）

との共催により既存の取組を繋げたり、新規の取組を形成する等地域に支援協働教育ネットワー

クの体制を構築する。離島・へき地の子どもたちの地域課題を地域で解決する取組として、人的

資源として地域の人材ネットワークを活用した取組のかたちを形成する。地域の琉球大学同窓会

八重山支部等の地域組織と連携・協働し早期支援から社会への就労支援まで「切れ目のない」支

援を行う。A 中学校では「夢・希望実現プロジェクト」として学校を中心に地域の多様な職業に

携わる卒業生等の地域の人材と地域協働教育ネットワークを構築する。

５．地域課題の解決に向けて予防的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築

　石垣市では保育所や幼稚園から認定こども園への移行に伴う方針により今まで実施してきた地

域の幼稚園で午後の預かりを廃止した。その影響により地域を離れて遠方の園に通うことになっ

た子どもいる。また今まで隣接する学校区の幼稚園から小学校へと多くの子どもが入学するので

連携は比較的容易であった。しかし昨年度はひとつの小学校に 27 園から子どもが入学する等遠

方や地域を越えた園から情報を集約する体制が必要となっている。支援を必要とする子どもの教

育課題解決に向けて幼児教育施設と小学校との連携・協働による予防的実態把握や早期支援への

「情報交換会」の開催および教育、福祉等関係機関、関係者の連携・協働による早期支援体制の

構築を目指して定期的な「事例検討会」を開催する。

Ⅵ．考察

　離島・へき地の小規模学校に特別支援学級が設置されることに伴う実践研修機会の少なさ、研

修を行う人材の不足等により特別支援学級が設置されても上手く機能しない課題の解決を緊急に

行う必要性がある。実践研修の場を八重山教育事務所が、「トータル支援活動」の実践研修や出

前支援等の機会を大学が提供する。

　地域性に基づく中学校の非行、不登校、障害児教育等の深刻な課題への対応策を検討し支援す

ることが緊急に必要である。早期支援から就労支援まで地域の自治体、公的機関、教育組織、支

援団体、関係機関との連携・協働ネットワークを構築し、地域ネットワークを活かした取組を実

施することが求められた。

　現実の緊急性のある課題からスタートして地域の協力体制の幅を拡充していくことが必要であ

るとの考えのもと、特に教育委員会や福祉部のこども未来局等の連携・協働を行う公的行政機関

や自治体にとっては年間計画に割り込んで導入される緊急対応の取組として位置付けて実施して

きた。そのことは地域学校および関係の行政機関が離島の現状の把握と理解を示し、支え、取り

組むことを示しており、離島・へき地の地域性に基づく計画と実施が求められた。顔が見える人

と人との繋がりの強さにより地域にある既存のネットワークと本研究による取組に基づくネット

ワークが繋がり、地域協働教育ネットワークが重層的に拡充していくことへの発展を目指すこと

が目標として位置付けられた。

　地域課題①専門性を有する人材の不足と実践力を養成する研修の機会の不足、地域課題②中学

校における教育課題の検討と学校における支援教育の体制整備、地域課題③幼児教育施設・小学

校の乳幼児・学齢期教育課題と思春期・青年期の教育課題、地域課題④離島・へき地の地域課題

の把握と地域協働教育ネットワークの形成による解決、地域課題⑤地域課題の解決に向けて予防

的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築、以上の地域課題①～⑤を整理することで、目標

実現に向けた取組の方向性を検討した。

　具体的な実施の戦略として、地域課題⑤の幼児期の認定こども園、幼稚園、保育園（所）から

小学校への早期支援への情報共有の取組を実施することにより、地域課題②中学校における課題

の本質を検討し、その解決へ向けて連携・協働による中学校の支援体制の構築を目指す。さらに
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並行して地域課題③思春期・青年期の子どもたちが有する本質的課題を早期に解決する糸口を模

索する。この地域課題②と地域課題③を解決する。地域課題⑤の幼児期の認定こども園、幼稚園、

保育園（所）から小学校への早期支援体制を構築することにより、地域課題④地域特性の把握と

課題解決をするための地域協働教育ネットワークを形成し、さらに地域課題①の解決に基づく人

材育成の研修を実りあるものにしていくことを想定することが可能となった。

　以上のように地域教育課題の解決に向けて地域課題①から地域課題⑤を連動させながら地域の

協働支援体制の構築の計画とその実施へのプロセスを整理することが可能である。具体的な地域

課題①～地域課題⑤の解決策の計画として、解決策①幼児教育施設・小学校の乳幼児期学齢期お

よび思春期青年期への巡回支援、解決策②「夢・希望実現プロジェクト」の実施と中学校の支援

体制整備、解決策③幼児教育施設・小学校の乳幼児・学齢期教育課題と思春期・青年期の教育課題、

解決策④学校や教育機関の課題解決への地域協働教育ネットワークの構築と支援体制整備、解決

策⑤地域課題の解決に向けて予防的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築の取組を実施す

る。

　解決策①幼児教育施設に通園する幼児への行動見学や巡回相談により、解決策⑤の予防的実態

把握と早期支援体制を構築し、解決策②の中学校の支援体制整備および解決策③乳幼児・学齢期

および思春期・青年期の教育課題の解決への切れ目のない取組を展開させ、解決策④の学校や教

育機関の課題解決への地域協働教育ネットワークの構築と全体的な支援体制整備を整えていく。

　以上のことから、乳幼児期からの子どもたちの養育環境や家庭環境の実態を把握するための早

期支援体制とその体制に基づいた具体的な取組の計画とその実施のあり方の検討が必要とされ

た。沖縄県の八重山地域の具体的な取組を通して、地域教育課題の解決に向けた地域の協働支援

体制の構築の計画とその実施へのプロセスを整理した。

　早期支援体制に向けた石垣市の特色に連携・協働体制の構築の大きな課題解決の目標の二本柱

の目標①課題が深刻化すると想定される子どもへの全体支援体制、目標②学校区地域外の子ども

を含めた全域支援体制が挙げられた。目標①は、教育の現場では、養育環境や家庭基盤の要因に

よる不登校や登校しぶり、非行、障害が明らかになっていく可能性のある児童が一定の割合で存

在し、思春期に向けて教育的課題が深刻化していく傾向が続いており「支援が必要とされる可能

性のある」児童について、入学前に「予防的実態学把握」し、入学後の早期支援体制づくりおよ

び切れ目のない「連携継続支援体制」の構築する必要がある。それと同時に目標②は、石垣市の

特色として市街地にある大規模校４校においては小学校１校につき２０園以上の子どもたちが入

学すること、小学校近隣の４園（所）以外の地域外の園（所）、遠方の園（所）からの新入学児

が半数以上を占めることがすでに分かっている。従って遠方地域の園（所）に通う新入学児にお

いても教育的課題が深刻化すると想定される子どもが存在しており、遠方の園（所）と小学校の

接続および引継ぎを丁寧に実施していく必要がある。

　大きな二本柱の課題解決の目標の達成に向けて、解決策①幼児教育施設に通園する幼児への行

動見学や巡回相談の実施やその成果に基づいて、解決策⑤の予防的実態把握と早期支援体制を構

築することを目指すために段階的な計画とその実施へのプロセスを進めていく。最終的には総合

的に解決策②～解決策④を実施し地域教育課題の解決に向けた地域の協働支援体制の構築を目指

す計画へと結びつけて相互的発展を目指す。

１．第１次計画：連携の基盤計画（１２月中旬）－管理職間のリーダーシップによる事前引継ぎ

（行政：全大会）

　①園内支援会議の実施：課題が深刻化すると想定される子どもの実態把握と卒園に向けた支援

（課題が深刻化すると想定される子どもの確認）、②地域の特色と課題解決に向けた管理職間の
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リーダーシップによる引継ぎ（教育委員会（行政主導）による全大会：次年度から福祉部局との

本格連携）：管理職から管理職への支援の必要性の高い子ども学校区地域外、遠方の園からの子

ども事前の引継ぎ、③小学校内の重要度の高い支援体制整備：課題が深刻化すると想定される子

どもの受け入れ体制の整備（支援の必要性の高い子どもの入学児数の集約とおおよその実態の把

握）

２．第２次計画：連携の初期計画（１月下旬まで）－管理職のリーダーシップによる事前引継ぎ

（学校主導：分科会）

　④担任おける園内支援会議に基づく必要とされる具体的な支援の確認と整理、⑤事前引継ぎ（学

校による分科会）：管理職のリーダーシップによる遠方園との連携と重要度、園の担任から小学

校管理職への事前引継ぎ、⑥管理職における具体的な支援の必要性の確認

３．第３次計画：連携の行事計画（１２月から３月下旬）－校内全体体制による連携行事や取組

の発展

　⑦校内全体体制による連携行事や取組の発展：認定こども園・幼稚園・保育園（所）の連携体

制とその取り組み（就学支援委員会への検討、特別支援教育支援員の配置、体験入学の行動観察、

指導要録の活用、クラス編成、クラス担任配置等の質的向上、機能的向上）

４．第４次計画：個別の指導計画と教育支援計画（４月以降）－小学校における個別の指導計画

と教育支援計画の実施と評価、幼児教育施設と学校との連携による個別の支援・教育の検証と評

価

　⑧新入学児の個別の指導計画と教育支援計画の作成と支援と教育実践、：連携による指導計画

の充実と発展、⑨卒園後の園での支援や教育についての評価：卒園後の学校での評価に基づく、

支援や教育および支援方法の発展と改善

５．第５次計画：連携による個別の支援の検証と評価の計画（３月下旬まで）－連携協働による

研修体制計画

　⑩研修の充実と発展：連携による意見交換や合同の研究の機会の充実や地域課題の解決や現実

に即した実践力養成の研修（市教育委員会の研修会、県教育事務所の研修会、市福祉部局の研修

会、県福祉事務所の研修会、トータル支援事業の研修会等）

６．第１次計画から第５次計画：早期支援体制に向けた八重山地域（石垣市）の特色に連携・協

働体制の構築の大きな課題解決の目標

　目標①課題が深刻化すると想定される子どもへの全体支援体制、目標②学校区地域外の子ども

を含めた全域支援体制の構築

　次年度の新入学児への支援計画の流れとして以下の第１次計画から第５次計画までを計画し

た。その地域教育課題の解決に向けた地域の協働支援体制の構築の計画とその実施へのプロセス

を、早期支援体制づくりおよび切れ目のない「連携継続支援体制」の構築として、具体的な①～

⑩の取組の手順として整理した（図１）。
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図１　早期協働支援体制の構築
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育学部発達支援教育実践センター紀要　第２号 ,P129 ～ P145
浦崎武　武田喜乃恵（２０１６a）　自閉症スペクトラム障害児への関係発達的支援による集団支援と教育実

践－「トータル支援」を通した「過ごす力」と「向かう力」を育む支援論－ 教育系・文系の九州地区国立大学

間連携論文集 ,4(1､2), P1 － P14　
浦崎武　武田喜乃恵（２０１６b）　学齢期の自閉症スペクトラム障害児への地域の特色に基づく支援－関係

発達的支援と教育の実践に向けて－　琉球大学教育学部紀要第 89 号 ,　P209‐P216
浦崎武　武田喜乃恵　瀬底正栄　崎濱朋子　大城麻紀子（２０１６c）　発達障害のある子どもとともに楽しむ

＜トータル支援＞と海を活かした教育実践―自立活動の授業実践と集団支援を通して＜向かう力＞を育む―　協

同出版株式会社


