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「障害児支援の在り方を巡る検討会」が、社会保障

審議会のワーキンググループとして開催されました。

10 回の審議を経て７月 16 日に報告書として公開され

ました。検討会では、平成 27 年４月スタート予定の「子

ども・子育て支援に関する新しい制度」を踏まえなが

ら、現在行われている平成 27 年度の報酬改定や障害

者総合支援法施行３年後の見直しに併せて行う制度の

見直し等を視野にいれて議論が進みました。

6 年前の「障害児支援の見直しに関する検討会」（平

成 20 年３月～７月に開催）では、障害児は「他の子

どもと異なる特別な存在ではなく、他の子どもと同じ

子どもであるという視点を欠いてはならない」「子ど

もは次世代を担う社会の宝であり、心身ともに健全に

育つ権利を保障されるべきものである」と位置づけら

れて、平成 24 年度から障害児支援は児童福祉法に基

づく個別の給付に位置づきました。

今回の検討会では、「発達支援」が必要な子どもに

対して、発達の段階に応じて一人ひとりの個性と能力

に応じて丁寧な配慮された支援を行うこと、そのため

にライフステージに応じて切れ目の無い支援と各段階

に応じた関係者の連携（縦横連携）を充実させていく

ことを柱とした提言となっています。

基本理念

「障害者の権利に関する条約」の批准を踏まえ、障

害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）

の具体化と「子ども・子育て支援新制度」やその他の

一般的な施策をバックアップする後方支援として位置

づける事を基本理念としました。

基本理念を推進するには、保育所や放課後児童クラ

ブ等の一般的な子育て支援施策における障害児の受入

れを進めることにあわせて、教育とも連携をさらに深

めた上で、より総合的な形での支援を実践していくこ

とを重視しています。その際、今まで障害児対応では

中心だった専門的役割については、新たな時代の子育
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て支援を推進するための後方支援機能として位置づけ

て専門性を発揮させる事が重要としました。一般施策

としての子育て支援も視野に入れ、保育所等訪問支援

等を積極的に活用して保育所等の育ちの場における障

害児の支援に協力できる体制づくり等、持っている専

門的な知識・経験に基づき、子ども・子育て支援新制

度やその他の一般的な施策をバックアップする事を後

方支援として位置づけ進めていくことを提言していま

す。あわせて、丁寧かつ早い段階での保護者支援・家

族支援を充実させることを目指した制度であるべきと

いう考え方が共有されました。

地域における「縦横連携」の推進

検討会では、ライフステージに応じた切れ目の無い

支援を「縦の連携」とし、保健、医療、福祉、保育、

教育、就労支援等とも連携した地域支援体制の確立を

「横の連携」としました。その上で、柱となる大切な

機能を「相談支援の推進」「支援に関する情報の共有

化」「児童相談所等との連携」「支援者の専門性の向上

等」として充実させていきます。

「縦横連携」を進める体制としては、児童発達支援

センターを中心とした重なりのある支援体制を保育所

等訪問支援等により充実させるとともに、入所施設へ

の有期・有目的入所が活用しやすくなるよう検討が行

われました。また障害児相談支援の役割の拡充と共に

ワンストップ対応を目指した子ども・子育て支援新制

度の「利用者支援事業」との連携が重視されました。

その際に、支援に関する情報を放課後デイサービス

等の事業所と学校等が共有できるように「サポート

ファイル」の活用を図ることや障害福祉計画における

障害児の記載が義務となるよう法定化を求める事、保

護者の「気づき」の段階からの支援、保育所等での丁

寧なフォローによる専門的な支援へのつなぎが重視さ

れるよう提案しています。

家族支援の重視

家族支援の充実として、養育者への能力向上のた

めにペアレント・トレーニングを推進する体制を強

化することと、精神面でのケアを充実させること、さ

らには具体的な支援としてケアを一時的に代行する支

援（レスパイト）の充実を求めています。特に身近な

ところで緊急時の支援が受けやすくなるよう、単独の

ショートステイと日中一時支援の拡充を図り、家族の

活動、障害児のきょうだい支援への配慮を求めていま

す。近年、要望が高まっている保護者の就労のための

支援についても、具体策が必要としています。　

報告書提言の主な内容は次のような内容になります。

①  地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり

●　児童発達支援センターを中心とした重層的な支援体

制（各センターによる保育所等訪問支援・障害児相談

支援の実施等）

●　保育所等訪問支援等の充実、入所施設への有期・有

目的入所の検討

●　障害児相談支援の役割の拡充、ワンストップ対応を
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目指した子ども・子育て支援新制度の「利用者支援事

業」との連携

●　( 自立支援）協議会の活性化、支援に関する情報の

共有化を目的とした「サポートファイル」の活用

●　障害福祉計画における障害児支援の記載義務の法定化

②「縦横連携」によるライフステージごとの個別の支

援の充実

●　ライフステージごとの支援（乳幼児期、小学校入学

前、学齢期、卒業後）

●　保護者の「気づき」の段階からの支援、保育所等で

の丁寧なフォローによる専門的な支援へのつなぎ、障

害児等療育支援事業等の活用

●　教育支援委員会や学校等との連携、卒業後を見据え

た就労移行支援事業所等との連携

③ 特別に配慮された支援が必要な障害児のための医

療・福祉の連携

●　福祉の専門家だけでは適切に対応できないことを念

頭に置いた医療・福祉の連携、医療機関や入所施設の

専門性を活用した研修の実施

●　強度行動障害支援者養成研修の推進、重症心身障害

児者の地域支援のコーディネート機能を持つ中核機関

の整備に向けた検討

④ 家族支援の充実

●　ペアレント・トレーニングの推進、精神面のケア、

ケアを一時的に代行する支援、保護者の就労のための

支援、家族の活動、障害児のきょうだい支援　

⑤ 個々のサービスの質のさらなる確保

●　一元化を踏まえた職員配置等の検討、放課後等デイ

サービス等の障害児支援に関する

ガイドラインの策定

●　児童養護施設等の対応を踏まえた障害児入所施設の

環境改善及び措置入所を含めた障害児入所支援の在り

方の検討

→　子ども・子育て支援及び障害児支援の計画的進展

のための関連部門の連携

放課後デイサービスとガイドラインについて

個々のサービスの質のさらなる確保

放課後等デイサービス等新しい取り組みの事業につい

ては、事業所を評価する基準が無いため障害児支援に関

するガイドラインを策定し、多様な事業展開がそれぞれ

において評価されるような具体策の提示を求めています。

放課後等デイサービスは、1998 年に市町村の療育事

業である障害児通園事業として始まりました。その後、

この事業は児童デイサービスとなり、障害者自立支援

法後は、就学前と学齢期の対応に分けられ、学齢期対

応は放課後型のデイサービスに位置づけられましたが、

就学前と学齢期を分けずに混在して対応する事業所も

ありました。放課後デイサービスは、「学校に就学して

いる障害児に、事業の終了後または休日に , 生活能力

の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その

他の便宜を供与するもの」です。具体的には①自立と

日常生活の充実のための指導・訓練、②創作活動、③

地域交流機会の提供、④余暇の提供等とされています。

ガイドライン策定検討会

これを受けて 10 月 6 日から障害児通所支援に関す

るガイドライン策定検討会が開催されました。本年 2

月の現況では , 放課後デイサービスの実施事業者は４，

１３２カ所で、７，１万人の利用者となり着実に事業は

定着し需要に応えています。一方で急激な事業拡大に

より懸念される状況も見え始めています。整備状況に

偏りがあり，帰りの送迎バスが不要では無いかと思え

るほど特別支援学校の玄関口が事業所の送迎車で鈴な

りな状況で、放課後の全ての児童が事業所を活用して

いるのでは無いかと思えるほど事業所が林立している

地域があるかと思えば、全く無風な地域もあります。

支援の質にも格差が生じており、塾代わりかと思え

るほどの特化した関わりから、ただ部屋で過ごしてい

るだけと懸念される関わりまで極端です。学校との関

わりも気になるところがあります。これらの課題に向

けて特定の枠にはめる事を目的とせず、サービスの多

様性は尊重しながら、今後どのような発達支援が行わ

れるべきかと言う視点でのガイドラインを示すための

議論が検討会で行われています。

放課後デイサービスガイドラインの概要

放課後デイサービスガイドラインでは、「１．総則」の
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中で、「ガイドラインの趣旨」、「放課後デイサービスの基

本的役割」、「放課後等デイサービスの提供に当たっての

基本的姿勢と基本活動」と項目を起こし整理しています。

(1) ガイドラインの趣旨

放課後等デイサービスは、提供間もないことから、

利用する子どもや保護者のニーズは様々で、行われて

いる支援の内容は多種多様。提供されるサービスの質

も大きな開きがある。

現在のサービス提供形態の多様性をみれば、「放課

後等デイサービスはこうあるべき」ということについ

て、特定の枠にはめるような形で具体性を示すことは

技術的に困難。サービスの多様性自体は否定されるべ

きではない。提供されるサービスの形態は多様であっ

ても、障害のある学齢期の子どもの健全な育成を図る

サービスの根幹は共通。放課後等デイサービスを提供

する事業所が、サービスの質の向上のための留意点、

基本的事項も共通。

各事業所は、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、

各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて不断に

創意工夫を図り、提供するサービスの質の向上に努め

なければならない。

本ガイドラインが多くの専門家、関係団体等の協力

により策定されても、内容については不断の見直しに

よる改善が図られるべき。各事業所の努力によるサー

ビスの質の向上とあいまって、本ガイドラインの内容

もまた向上させていかなければならないものである。

(2) 放課後等デイサービスの基本的役割

放課後等デイサービスは、就学している障害児に、授業

の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な

訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与するもの。

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害の

ある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空

間、人、体験等を通して、個々の子どもの状況に応じ

た発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の

保障と健全な育成を図るものである。

保護者が子どもを育てることを社会的に支援し、支

援によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回

復することも、子どもの発達に好ましい影響を及ぼす。

放課後等デイサービスの提供に当たっては、子ども

の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を進

めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをで

きるだけ保障する視点が求められる。 

(3) 放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と

基本活動

① 基本的姿勢

放課後等デイサービスの対象は、心身の変化の大きい

時期の子どもであるため、子どもの発達過程や特性を理

解した上で、一人ひとりの状況に応じた放課後等デイサー

ビス計画（＝個別支援計画）に沿って発達支援を行う。

放課後等デイサービスは、授業の終了後等の支援を

図るものであることから、学校で作成される個別の教

育支援計画等と放課後等デイサービス計画を連動させ

ることが求められる。

放課後等デイサービスでは、子どもが他者との信頼

関係の形成を経験できることが必要。基本活動には、

子どもの自己選択や自己決定を促し、それを支援する

プロセスを組み込み保護者が子どもの発達に関して気

兼ねなく相談できる場としても機能させる。

② 基本活動

①の基本的姿勢を踏まえた上で、下記の基本活動を複

数組み合わせて支援を行うことが求められる。

ア 自立支援と日常生活の充実のための指導・訓練、イ 

創作活動、ウ 地域交流の機会の提供、エ 余暇の提供

またガイドラインでは、「設置者・管理者向け」、「児

童発達支援管理責任者向け」、「従事者向け」、とそれ

ぞれの立場に向けてガイドラインを示しています。

大項目では、以下の３つの分野で揃えています。

(1) 子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援

の質の向上、 (2) 子どもと保護者に対する説明責任等、

(3) 緊急時の対応と法令遵守等

このガイドラインは未だ検討段階のものであり、確

定校ではありません。今年度中には結論が示され、今

後、放課後デイサービスの事業所経営の指針となる事

が見込まれます。
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厚生労働省が設置した「障害児支援の在り方に関す

る検討会」が平成 26 年 7 月 16 日に取りまとめた「今

後の障害児支援の在り方について（報告書）-「発達

支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか -」では、

教育分野との連携の重要性が指摘され、いくつかの提

言がなされました。

本稿では、報告書の中から教育に係る事項の中で特

に重要と思われるものを取り上げ、分かりやすく解説

して紹介します。特に、３．今後の障害児支援が進む

べき方向（提言）の、（２）「縦横連携」によるライフ

ステージごとの個別の支援の充実、で記述された項目

に注目します。

●　地域子育て支援拠点事業や保育所（厚生労働省）、

幼稚園（文部科学省）、認定子ども園（内閣府）にお

いて有機的な連携を図った上で専門的な支援が必要な

子どもを丁寧にフォローしていくことが重要です。こ

こで言う「有機的な連携」の手法を具体的に明確にし

つつ、フォローの体制の確立が必要です。

●　インクルーシブ教育システムの構築に向けて、就

学先決定の仕組みが改正され、大きな変更がなされま

した。早期からの一貫した指導・支援を行うために、

様々な成長の記録や指導内容等の情報を、個人情報の

保護に留意しながら、保護者の了解のもと、関係機関

が共有していくことが大切です。このような情報共有

の仕組みを地域ごとに確立することが必要です。

●　障害の状態、教育上必要な支援の内容、本人・保

護者、専門家の意見、地域における教育の体制整備の

状況等、就学先を総合的に判断していくために、教育

や福祉等の関係者が密接な連携を保ちつつ、積極的に

協力していくことが重要です。連携した判断の仕方の

手続きを確立する必要があります。

●　学校が作成する個別の教育支援計画等と、障害児

支援利用計画等の連携を積極的に進めるべきです。各

計画の様式や書式の調整、作成過程の検討等も含めて、

具体の連携の在り方を確立することが必要です。

●　放課後等デイサービスを利用する際に、障害児支援

利用計画や個別支援計画の作成に当たりサービス担当

者会議等に必要に応じて、学校関係者の参画を求める

ことも検討すべきです。逆に、個別の教育支援計画の作

成には、福祉関係者の参画についても検討すべきです。

●　ライフステージに応じた切れ目のない支援を行う

上で、学校卒業後も見据えた情報の引き継ぎが大切で

す。卒後の進路先に支援をつなぐための個別支援移行

計画を作成している自治体もあり、各学校から関連事

業所等への情報の引き継ぎがどこの地域でも行われる

よう、各自治体での工夫が求められます。

最後に、我が国は、障害者の権利条約を批准し、関

係法令の整備も行われ、いよいよ、本格的に、障害に

よる差別のない国、合理的配慮が適切に提供される国

を目指して歩み始めました。真の共生社会を実現する

には、教育と福祉等が上手い具合に連携し、種々のサー

ビスが展開されることが欠かせません。決して掛け声

だけで終わることなく、本報告で示され上記で紹介し

た事項を、各自治体が一つずつ確実に乗りこえて行く

ことを切に希望します。そして、また、その進捗を関

係者や国民が見つめていくことも大切なことです。

「今後の障害児支援の在り方について（報告書）」(厚生労働省)
における教育に係る事項

特 集

筑波大学　教授（人間系　障害科学域　知的・発達・行動障害学分野）
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