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③7 月 24 日（水）9:30～11:30 
     田辺市役所にて、「ひきこもり支援について」説明及び質疑応答
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（別紙）

１．滋賀県栗東市

■市の概要

  滋賀県の南部に位置し、市の北部は平坦地、南部は緑豊かな山地となっている。国道

1 号・8 号の通過、名神高速道路栗東インターチェンジの設置など、交通の要衝として、

製造業・商業・流通業など数多くの企業が立地している。また、平成 3 年、JR 琵琶湖

線栗東駅が開設されたことにより、京阪神への通勤圏となり、大規模な住宅整が進み、

人口増加が続いている。平成 13 年 10 月 1 日、滋賀県内 8 番目の市として「栗東市」

が誕生。「ひと・まち・環境 ともに育む『健やか・にぎわい都市』栗東」の実現に向け、

まちづくりを進めている。

  人口 69,809 人、世帯数 28,155 世帯、面積 52.69ｋ㎡

○発達支援の取り組みについて

栗東市には、「発達障がい」がある子どもと家族を支援する仕組みがある。その一つ、

子ども発達支援課では、発達支援を要する子どもとこの家族への支援（発達相談）、校

園の特別支援教育推進に向けた支援（巡回支援・機関連携）、児童発達支援教育事業「た

んぽぽ教室」運営、「幼児ことばの教育」運営の事業を実施している。

○主な質疑応答

 Ｑ 保護者に理解してもらうには。

 Ａ 乳幼児健診での発見が大切。（健康増進課）

 Ｑ 認めたくない親の対応について。役所からの働きかけは。

 Ａ 園の先生のスキルアップ。その子のために何ができるかを親に納得させるためのス

キルアップ。子ども発達支援課、子ども課の研修をしている。ご家族にも研修を行っ

ている。

 Ｑ １７ページ。たんぽぽ教室の２歳児の人数が多い理由は。

 Ａ ２歳半の健診で一番わかりやすくでる。１歳～１歳半ではわかりにくい。

 Ｑ ３９歳とまでみるという発想はどこからきているのか。

 Ａ 就労支援も多くなっている。支援をしていた人たちが３９歳ぐらいになっている。

 Ｑ ここまでになったのはなぜか。きっかけは。

 Ａ 教育委員会で最初立ち上がった。市長、教育長が熱意をもって学校と取り組んだ。

 Ｑ 親の理解。すぐ相談にきているのか。

 Ａ 障害認定はやはりなかなか認めにくい。園の先生に言ってもらう。あと、巡回支援

にも行っている。ＰＴＡの研修会も年１回行っている。民生委員の研修もある。巡回

は児童館、学童にも行っている。

 Ｑ どのくらいの件数かかわっているのか。

 Ａ 継続で２００家族ぐらい。

 Ｑ たんぽぽ教室、幼児は無料か。

 Ａ 幼児は無料。たんぽぽ教室、本来は有料だが、滋賀県が無料にするため、国保連合

会からでている。
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 Ｑ 課の発足以前は。また、課設立のきっかけは。

 Ａ 問題が多くなってきたため。スクールカウンセラーが対応していたが、他の問題が

多くなってきたため、対応しきれなくなり、専門の課を設置した。２０・３０年前に

熱心な先生がいた。

 Ｑ 高校にはいった後は、追跡はできているのか。

 Ａ 県内はできている。障害福祉課が就労支援を行っている。県外はできていない。課

題である。 

Ｑ 発達支援システムと市議会との関係は。

 Ａ ない。議会には報告している。

 Ｑ 人材不足について。

 Ａ 各校、特別支援サポーター２名、授業サポーター３・４名について予算をとってい

る。園については加配を申請しているが、人が来ない。課題である。

 Ｑ 市役所４５０人の職員でやっていけるのか。

 Ａ たんぽぽ教室９人（内正規１人）、幼児ことばの教室８人（内正規２人）。

 Ｑ 外国人の子どもについて。

 Ａ その外国人に合わせて通訳を変えてやっている。数ケースある。

 Ｑ 課長、課長補佐の異動について。

 Ａ 課長は１年目である。課長補佐は学校の教頭職が来ている。２・３年で異動。

 Ｑ 近隣の市も取り組んでいるのか。

 Ａ 湖南市、守山市、草津市などがシステム化されている。湖南圏域でしている。人材

育成が課題である。

○視察を終えて 

0歳～18歳対象の「発達支援課」を開設し早期発見・早期対応で切れ目のない支援に

取り組む。保健・教育・福祉の連携の中核を担う「発達支援室」は相談事業や幼保の巡

回支援を。「たんぽぽ教室」は 0～6歳までの遊び等を通した発達支援を。充実した専門

職スタッフに支えられ、人材育成にも力を注ぐ。これを三豊市で生かしていくか。相談

窓口の設置、専門員の人的配置、また福祉と教育の一貫性ある対応、支援の連携が重要

だと思う。何からできるか考えていきたい。大変参考になる視察だった。 

栗東市役所にて
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２．奈良県大和郡山市

■市の概要

  大和郡山市は東西約 9km、南北約 7km ほどの大きさで、面積は約 42 平方キロメー

トルあり、人口は約 9 万人である。市内には 3 つの川(佐保川、大和川、富雄川)が流れ、

西部に広がる矢田丘陵を除くと、ほとんどが平野となっている。気候は、概ね温暖であ

るが、内陸性気候に分類され、気温の日較差が大きく、夏は暑く、冬は寒くなるが積雪

はほとんど 1 年に 1 回程度である。交通については、鉄道の駅は 6 つ(JR では郡山駅、

大和小泉駅、近鉄では郡山駅、九条駅、筒井駅、平端駅)あり、主要都市である大阪か

ら約 40 分、京都からは約 45 分かかる。今日では金魚と言えば奈良の大和郡山という

くらい金魚で有名である。郡山城跡には、約 400 年前の石垣が今もなお残っており、毎

年、桜が咲く春に開催される「お城まつり」には多くの人が訪れる。

  人口 86,252 人、世帯数世帯 38,146 世帯、面積 42.69ｋ㎡

○不登校対策総合プログラムについて

  不登校状態にある市内小・中学校に在籍する児童生徒を支援するため、不登校対策総

合プログラムを推進している。プログラムでは、適応指導教室「あゆみの広場」で得ら

れた臨床の知を生かしながら柔軟な教育活動を展開することができるよう、教育課程を

弾力化した学科指導教室『ASU』を開設している。学科指導教室『ASU』は、不登校

児童生徒が一時的にも学校以外の場所で学ぶことを保障していくという教育上の配慮

が必要であるとの考えのもと、不登校児童生徒の社会的自立を目指した新しい学びのス

タイルを提供している。同時に、『ASU カウンセリングステーション』を設置し、臨床

心理士等による児童生徒の心理的支援にも努めている。さらに、各中学校区にはスクー

ルカウンセラーを配置して、各学校における不登校傾向にある児童生徒や保護者とのカ

ウンセリングも行い、ケースにより学科指導教室『ASU』とスムーズな連携を進めてい

る。その他、通学区域の弾力化を図り、市内の不登校児童生徒が転入学する学校を主体

的に選択していけるように配慮している。

○主な質疑応答

 Ｑ 進学している。すごいことだ。

 Ａ そこにいくまでに、時間がかかる。スタッフはねばり強く対応している。

 Ｑ ＡＳＵは学校ではないという事か。

 Ａ 学校ではないが、実質は学校と同じことをしている。

 Ｑ 在籍校からの卒業証書、子どもには負担になるのでは。

 Ａ 在籍校に残ったままＡＳＵにくる。卒業証書を渡す時に子どもに確認する。

 Ｑ ＡＳＵに来られなくなる子もいるのか。在籍校に復帰する子もいるのか。

 Ａ 戻る子はほとんどいない。来られなくなる子もいる。

 Ｑ 近郊にこういったところはあるのか。

 Ａ 京都にある。県内にはない。適応指導教室はそれぞれにある。

 Ｑ 兄弟で来ている子はいるのか。

 Ａ 多い。何組かある。
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 Ｑ いじめは極端に減っているのか。調査はしているのか。

 Ａ 数は増えている。

 Ｑ 適応教室とは実質同じ考えか。

 Ａ 教室は、在籍校に戻すことを一番に考えている。

 Ｑ ここにこられない子どもたちについて。

 Ａ ＡＳＵの通う事が前提。それまでは各学校が対応。今模索している。あゆみルーム

というのを週一設けて、家から出られない子をよんでいる。５人ぐらいきている。

 Ｑ 学校は対応している子どもたちを手放す気がしないが。

 Ａ ＡＳＵの説明会を学校で行っている。

○視察を終えて

国の特区認定を受け、不登校児童生徒の社会的自立を目指し学校以外の学びの場（学

校に戻らなくてよい）を保証する。教育課程を弾力化した学科指導教室（ASU）があり、

学習評価は ASU 作成の調査書で高校受験できる。基本理念は①心の居場所づくり②個に

応じた教育課程③ASUで学習評価の実現等 10 項目を掲げる。希望をもって明日に向かっ

ていけるシステムである。 

     大和郡山市役所にて            学科指導教室『ASU』にて 
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３．和歌山県田辺市

■市の概要

田辺市、龍神村、中辺路町、大塔村、本宮町は、市町村合併により、平成 17年 5 月 1

日から、新「田辺市」として生まれ変わり、「自然と歴史を生かした新地方都市の創造」

を基本目標とした、新たなまちづくりを始めた。 

田辺市は、紀伊半島の南西側、和歌山県の南部に位置しており、みなべ町、印南町、

日高川町、有田川町、奈良県野迫川村・十津川村、新宮市、古座川町、上富田町、白浜

町にそれぞれ隣接している。 西よりの海岸部に都市的地域を形成するほかは、森林が

大半を占める中山間地域が広がり、主な水系としては日高川水系、富田川水系、日置川

水系、熊野川水系の 4 水系を抱える、広大な圏域である。 また、気候は海岸部の温暖

多雨な太平洋型気候から、山間地における内陸型の気候まで、広範囲にわたっている。 

※総面積…1，026．91平方キロメートル（東西約 46km、南北約 47km） → 和歌山県全

域の約 22％、県内第 1位 ※総面積は、平成 27年 10 月 1日現在の国土地理院の公表値

によるものである。 

人口 73,548 人、世帯数 34,638 世帯、面積 1,026.91ｋ㎡ 

○ひきこもり支援について

  田辺市では、平成 13 年にひきこもりの相談窓口を開設するとともに、保健、医療、

福祉、教育、雇用など関係者からなる「田辺市ひきこもり検討委員会」を組織し相互の

連携を図り、協力しながら課題の解決に取り組み、18 年目を迎えている。また、相談

窓口以外にも、相談できる機関が増え、ひきこもり支援に関わる関係機関の活動も盛ん

になり、社会資源も充実しつつある。

○主な質疑答弁

 Ｑ ゲーム依存・ネット依存とひきこもりの関係について。

 Ａ 生活のリズムがくずれてなりやすい。ひきこもる人たちは熱中しやすい。また、部

屋からなんでも注文できる。小学生でもできる。人と接しなくてよい。受け取りは家

族がする。

 Ｑ 継続的にやっていくには。

 Ａ 障害者にやさしい町である。市民の方のおかげ。検討委員会の委員の熱意。つくる

きっかけは先生の熱意。他の市にはない。

 Ｑ ひきこもりが増えている。調査はしたか。

 Ａ したことはない。

 Ｑ 委員会に高校は入っている。卒業後は。

 Ａ 高校卒業後は人数をとらえていない。ただ、そのようになった時のためにパンフレ

ットを配っている。

 Ｑ ４０以上のひきこもりが多くなってきているが、対応は。

 Ａ 相談件数は増えている。メディアによくでるようになって、家族がざわつく事が多

い。

 Ｑ 相談者２名。何年かで変わるのか。
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 Ａ ３年で変わる。

 Ｑ 相談者が変わる事でいやがられることはあるのか。

 Ａ ３年で変わると言いながら相談にのっている。人が変わる事は大切な事ではないか

と思う。

○視察を終えて

18年間という長年の取り組みは、民間団体・障がい者の会・医師・臨床心理士など支

援のネットワークがしっかりしているから。訪問支援や気軽な居場所づくり、農業体験

や昼食会等温かく見守る環境づくりが本当に素晴らしい。三豊市の引きこもり実態の把

握、相談窓口の明確化、保健師の配置など、やれることか早急に始めてもらいたい。大

変有意義な視察となった。 

田辺市役所にて
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教育民生常任委員会行政視察所感 

委員名 瀧本 文子

１．研修日程 

   令和元年７月２２日（月）１３：００～１５：００ 

（令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

滋賀県栗東市 

３．研修目的 

   発達支援の取り組みについて 

４．研修所感 

 栗東市の人口は約 7 万人。H31 年度一般会計予算は 250 億 7200 万円、特別会

計合わせて 408 億 5400 万円。栗東市は滋賀県の南部に位置し、JR 琵琶湖線栗東

駅から京阪神への通勤圏となり、大規模な住宅整備が進み、人口増加が続いてい

る。出生率 1.98 とたいへん高く、若い子育て世代層の増加が多いと思われる。 

H17 年に「発達障害者支援法」が施行され、栗東市は準備室を設置、H22 年度健

康福祉部「子ども発達支援課」を立ち上げた。開設して 10 年目になる子ども発

達支援課は様々な支援体制を確立している。 

対象になるのは 0歳から高校卒業までと幅広く、子ども発達支援課の支援実績は

開設以来毎年増え続けている。H30 年は 2千件に上っている。これまでのデータ

はすべて管理されている。担当課のきめ細かい、組織的経営の確かさを示してい

る。 

まず「発達支援室」では、①発達相談事業 ②巡回支援をおこなっている。発

達にかかわる相談を毎日受付け、検査を通して特性を把握し、必要な支援を見極

める。また保育所・幼稚園を専門員が訪問して、子供の発達検査、助言もおこな

っている。 

また、「幼児ことばの教室」は 4・5歳児で言葉に特性を持つ子供の支援をおこ

なう。「たんぽぽ教室」は心身の発達に遅れや弱さなど様々な課題を抱えた子供

が通ってくる。「虹」はたんぽぽ教室が利用できない幼児に対して」、支援員が直

接園に訪問して支援する。 

0 歳から就学前の 6歳までの子供たちが，生活や遊びを通して、子どもが持っ

ている力を出せるよう支援する、小さな保育園のような雰囲気。医学的、科学的

な観点からしっかりと家庭をサポートしている。きめ細やかな、温かいまなざし

で発達障害を見ていることがわかる。家族は安心して相談できる、子どもを任せ

られるシステムになっている。 

発達障害について、パンフレットの中で「子どもの発達と医療に関わる研究は、

脳機能に由来する特有の心と行動の障害があることを明らかにしている。また、

その障がいは子ども期・発達期に表に出やすいこと、その機会を逃さず支援でき
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れば、子どもの人生の質を高められることが分かってきた。この発達期が重要な

カギを握る障がいを《発達障がい》と呼ぶ」とあります。発達障害のある子供と

家族を支援する仕組みを栗東市は確立している。 

一方、この「栗東市発達支援システム」が構築されるまでにはいろいろな試行

錯誤・課題があった。 

「支援法」が制定されるまではそれぞれ 5課でバラバラで担当していたため、

家族からの相談に応じる窓口が明確にされなかったこと、また、各機関を包括的

につなぐことも課題だった 

それには  

①長期にわたって一貫した支援をおこなう体制づくり 

 ②教育と福祉と保健の壁を乗り越えた発達支援体制づくりが求められた。 

そのシステム実現の中核になったのが「発達支援室」だった。 

そして求められる機能は、  

①発達支援室が、発達障害の検査、相談に関して中核的な窓口になること 

 ②1 人 1 人のニーズに応じて必要な支援が継続して受けられるよう「保育・教

育現場と機関の協働」する仕組みを構築することにあった。 

特に幼児課・学校教育課と子ども発達支援課の連携は強く、月１回「特別支援

教育連携会議」と呼ばれる実務者会議を持ち、推進状況や協議・報告を行い、市

内校園の特別支援教育の課題を共通理解し、各課の事業を改善している。その他、

校長会など各種会議にも積極的に出席し、学校や生徒の課題把握、提案、役割分

担を担っている。 

全体の感想として、最新情報に基づいた医学的、福祉的観点であり、とても信

頼できて、しっかりしていると感じる。障害を持つ子供とその家族にとって、と

ても温かく見守られていると思う。何の恥ずかしさもなく、気軽に相談に行ける

雰囲気がある。   

発達障害の誤った認識を持たないよう、きめ細やかなシステム対応に脱帽であ

る。ここまで行くことは並大抵でないが、この経験をどう三豊市で生かしていく

か。相談窓口の設置、専門員の人的配置、また福祉と教育の一貫性ある対応、支

援の連携が重要だと思う。何からできるか考えていきたい。大変参考になる視察

だった。 

１．研修日程 

   令和元年７月２３日（火）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

奈良県大和郡山市 

３．研修目的 

   不登校対策総合プログラムについて 
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４．研修所感 

大和郡山市は人 8 万 6 千人余り。令和元年度一般会計予算 341 億円。議員数

20 名。 

大和郡山市では不登校状態にある市内の小・中学校に在籍する児童生徒を支援

するため「不登校対策総合プログラム」を推進している。大和郡山市の不登校出

現率は、特に中学生は県平均が全国平均を上回り、大和郡山市はその県よりも高

いといった状況である。 

この「不登校対策総合プログラム」は H９年に開設した適応指導教室「あゆみ

の広場」で得られた「臨床の知」を生かして、柔軟な教育活動が展開できるよう、

教育課程を弾力化した学科指導教室「ASU(あす)」を開設している。ASU は不登校

児童生徒にも学校以外の場所で学ぶことを保証していく、という教育上の配慮か

必要であるという考えのもと、不登校児童生徒の社会的自立をめざした新しい学

びのスタイルを編み出した。 

H15 年に国の「不登校児童生徒支援教育特区」の認定を受けて（全国 12~13 校

しかない）、翌年 ASU を開設。不登校状態の児童生徒が、生きる希望をつなぎ、

明日の世界に向かって力強く羽ばたいてほしいという願いを込めて《あゆみスク

エアユニバース＝ASU =あす 》という意味で命名された。在籍生徒は 20 人～30

人前後。不登校の最終目標はいわゆる「元の学校に戻ること」と言われるが、こ

こでは戻ることは目標としていない。ここから新しい環境に巣立っていくことを

目標としている。卒業後の進路は、ほとんど全員が公私立高校に進学を果たして

いる。 

同時に「ASU カウンセリングステーション」を設置し、臨床心理士らによる児

童生徒の心理的支援にも務めている。さらに各中学校にスクールカウンセラーを

配置し、不登校傾向にある児童生徒や保護者とのカウンセリングを行い、ケース

により ASU とスムーズな連携を進めている。 

その他に通学区域の弾力化を図り、転入学する学校を主体的に選択していける

よう配慮している。 

不登校に置かれた児童生徒の繊細な心情を、十分に配慮したシステムであり、

大変意義深い、優れたシステムだ。 

中でも具体的には、教育課程を弾力化できる措置を受けて、学習指導要領を根

本から見直し、独自の教育課程と評価を作成して、授業を進めている。また、児

童生徒１人１人の実情に合わせた常勤の教師の指導の下、地元奈良教育大学の学

生（学生チューター）が指導補助を行っている。マンツーマンの体制で、スタッ

フは教員 10 名、（常勤 3 名、非常勤７名）市指導主事１名、カウンセラー3 名、

学生チューター2名となっている。 

特色あるカリキュラムとして、スポーツタイム（体力向上、コミニュケーショ

ン重視）、わくわくタイム（技術家庭などの実技強化、自然体験を取り入れる）、

生き生きタイム（音楽や美術など芸術や鑑賞の学習）などなど。不登校対策予算
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は約 2500 万円という事だった。 

   説明の後現地の案内していただき、自由な明るい雰囲気の ASU を見学すること

が出来た。またこの場所がユニークで、郡山城跡地で緑いっぱいの広い公園の中

にあって、建物は県の文化財に指定されている築 100 年を超える元県立図書館だ

ったという勇壮な建物が、子どもたちの「学校」になっている。 

   子どもの気持ち・立場を尊重したカリキュラムの柔軟性。こどもの自尊意識の

尊重と、子ども自身に誇りを持たせることへの先生方の情熱。取り組みは並大抵

でないだろう。 

国の特区制度を生かした先見の明ある取り組みと思う。フリースクールが認知

されたように、教育課程を弾力的にとらえ、内申書は独自の方式でやれることが、

何より素晴らしい。子どもたちの頑張りを少しでも評価することが、子どもの自

信につながり、自己肯定感を高めていくこととなる。文科省の規定の中でやるこ

との限界も感じつつ、もう少し 1人 1人の子供の状況に寄り添えるような、行政

としての取り組みが出来ないか考えさせられる。大変参考になる視察だった。 

１．研修日程 

   令和元年７月２４日（水）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

和歌山県田辺市 

３．研修目的 

   ひきこもり支援について 

４．研修所感 

 田辺市は人口７万３千人あまり。H31 年度一般会計予算は 440 億円。議員数は

22 名。 

田辺市は H13 年に引きこもりの相談窓口を開設、同時に保健、医療、福祉、教

育、雇用などの関係者からなる「田辺市ひきこもり検討委員会」を立ち上げた。

そこから１８年を経過、相互の連携を図り協力しながら課題の解決にとりくんで

きた。 

「8050 問題」と言われるように、親が高齢で介護が必要な状況となり「ケア

マネージャーが家庭に入ったところ 40 台、50 代の子どもが引きこもっていた」

というケースがよく報告される。田辺市も引きこもりの長期化、年齢の上がった

引きこもりの相談が増えている。 

引きこもりをめぐっては「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、内閣府

が H22 年,H27 年の２回全国調査を行っている。ただ対象は 15 歳から 39 歳に限

定されており、H22 年は推計 70 万人、Ｈ27 年は 54 万人と統計上は減少している。

その後、初めて中高年の調査を H30 年度に行った。40 歳以上の引きこもり調査

では、推計 61 万人で若年層より多いことから、深刻化していることが判明した。

引きこもりの長期化、本人の高齢化、親の高齢化など困窮の例が顕著にみられた。
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田辺市は、引きこもりがマダ世の光が当たるずっと以前から、引きこもりにつ

いて長年の地道な取り組みが一貫して行われてきた。全国でも大変まれな取り組

みであり、引きこもり研究で著名な斉藤環氏からも「当時者と周りの関係者との

ゆるい関係がとても良い」「支援が充実している」と賛辞の評価がよせられてい

る。 

その原動力は何かというと、引きこもり支援のネットワークがしっかりしてい

ることだと思った。田辺市ひきこもり検討委員会にはたくさんの公的・民間機関

が集まっている。支援についての会議・研修・講演会も開催している。 

民間団体は、ほっこり会（家族同士の交流）、知音（CHI-IN）(月２回の自助会)、

NPO 法人ハートツリー（引きこもりに特化した団体）のほか精神障がい者の会や

作業所、医師、臨床心理士などからなっている。 

公的機関は保健所や児相はもちろん、障害児・者相談支援センター「ゆめふる」

はじめ、ひきこもりサポート事業「ひなたの森」では「外に踏み出す第１歩とし

て気軽に立ち寄れる居場所づくり」を提供している。昼食会やレクリエーション、

農家の手伝いの梅拾いなど。また、「若者サポートステーション with You 南紀」

は県の委託事業で訪問支援、旧小学校を借りて、学習支援や手作りの雑貨づくり、

田植え体験、１泊 2日の合宿体験などなど。 

Ｈ13 年の相談窓口開設時に保健師１名専任で配置。その後、Ｈ16 年に相談員

１名増員の 2 名体制である。引きこもり対策予算は 750 万円で、うち窓口業務

53 万円、人件費（臨職１名）300 万円、委託事業 400 万円となっている。 

これまでの相談で積み上げたよかったこと、との問いに、「まだまだ解決策に

つなげることは難しく、当事者と出会う事はなかなか難しい状態であるが、家族

やそれを取り巻く方々とのかかわりが深くなってきていること」。今後の課題と

して、引きこもり状態は短いほど元の生活に戻りやすい。悩んでいる人が相談で

きる場があることを周知し、引きこもらずに済むよう、予防していくことを考え

ていくこと。 

また、40 歳以上のひきこもり者へは、委員会で今議論中とのことだが、若者

向けとはまた違った、認知症カフェのような地域の引きこもりの人たちが集える

サロンのような《たまり場》を考え中と言う事だった。 

解決は難しくても、常に寄り添い、働きかけること、温かいコミニュケーショ

ンが持てる環境づくりが何より大事だ。住民１人１人に目を届かせることは、行

政として本来の大事な仕事だと思う。 

三豊市の引きこもり実態の把握、相談窓口の明確化、保健師の配置など、やれ

ることか早急に始めてもらいたい。大変有意義な視察となった。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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教育民生常任委員会行政視察所感 

委員名 市川 洋介

１．研修日程 

   令和元年７月２２日（月）１３：００～１５：００ 

（令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

滋賀県栗東市 

３．研修目的 

   発達支援の取り組みについて 

４．研修所感 

 発達障害の支援で巡る広報で最も多く見受けられるのが、①『生まれつき』、

『脳機能障害』等の言葉で発達障害を説明し②ＬＤ、ＡＤＨＤ、広凡性発達障害

などが含まれる説明③早期発見が重要であること④心配であれば早く気軽に相

談できること。が大切である。 

 栗東市は平成 22 年より発達障害支援教室、たんぽぽ教室、幼児ことば教室を

開設し、開設した平成 22 年に 394 人が、平成 30 年には 1,928 人になり、早い段

階からの取り組みで早期発見と発達障害への市民の理解が進んでいることがわ

かる。 

 発達障害支援室の運営も巡回支援システムおよび発達障害支援相談システム

を活用し、早期発見と支援を実施していて、発達支援アドバイザーによる支援関

係者への助言と対象児童生徒のアセメントの充実を図っている。また、切れ目な

い支援をするために、移行支援の充実も図っていて、計画相談事業の円滑な運営

ができているため、児童生徒発達障害事業、保育所等訪問事業の適切な運営も出

来ている。早期医療・療育の強化を実施し、関連機関との情報交換の場を持ち、

支援相談・教育相談にも対応している。また、専門組織体制のため、計画的専門

研修受講で人材育成にも努めている。 

 三豊市においても、発達障害で悩まれている家族がいると思われるが、栗東市

のように進んでいないのが現状であることから、なるべく早くシステムの構築を

進めていく必要があると判断しなければならない。 

１．研修日程 

   令和元年７月２３日（火）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

奈良県大和郡山市 

３．研修目的 

   不登校対策総合プログラムについて 
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４．研修所感 

 不登校の状態にある生徒、児童が明日への生きる希望をつないでいけるよう構

造改革特別区域計画において学科構造教室（ＡＳＵ）を学校教育を実施する施設

として設置させた。適応指導教室（あゆみの広場）で得られた臨床の知を生かし

ながら柔軟な教育活動を展開することが可能となるように現行の教育課程の弾

力化とともに、市費負担常勤教員の配置を行い、不登校児童生徒に新しい学びの

場を提供するとともに、不登校児童生徒のために、通学区域も弾力化し転入学の

主体的な選択が可能となるように配慮しており、早くからの対応が大切であるこ

とから、不登校児童生徒の希望になっている。 

基本理念の 10 項を掲げ 

 ①心の居場所づくり 

 ②個に応じた教育課程 

 ③学習指導（ＡＳＵ）における学習評価に実現 

 ④ＩＴ等の活用による学習機会の拡大 

 ⑤体験活動の充実 

 ⑥ガイダンス指導の充実 

 ⑦不登校児童生徒及び保護者への心理的支援 

 ⑧あゆみタイムの創設 

 ⑨不登校児童生徒を持つ保護者への支援 

 ⑩自己点検及び自己評価システムの推進と実現 

特色としては、弾力的教育課程の編成やカウンセリング等の心理的支援や学市

連携により大学生が学習支援協力（ＡＳＵ）作成の調査書で高校受験ができるな

ど先進的な事業である。また、社会的、経済的な効果としては、地域社会に有為

な人材育成及び不登校児童生徒が減少、教員の資質に向上がみられ、また学校教

育の向上もみられる。そして何より不登校児童生徒の居場所があることで、子ど

もたちの顔に笑顔が見られること、そして不登校について社会的な認知が深化

し、市民が理解してきていること。 

 三豊市における不登校児童生徒は年々増加傾向にあるとお聞きするが、この研

修で学んだことはぜひとも三豊市でも早い段階で実現できるようにしていきた

いと感じた。 

１．研修日程 

   令和元年７月２４日（水）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

和歌山県田辺市 

３．研修目的 

   ひきこもり支援について 

４．研修所感 
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 田辺市は平成 13 年にひきこもりの相談窓口を開設するとともに保険、医療、

福祉、教育、雇用などの関係者からなる田辺市ひきこもり対策委員会を組織し、

相互の連携を図りながら協力して課題解決に取り組んでいる。ひきこもりをめぐ

っては内閣府が平成 22 年施行の子ども若者育成支援推進法により平成 22 年、27

年と 2回にわたり同様の方法で全国調査を実施されている。対象者 15 歳から 39

歳に限定されて平成 27 年には 57 万人いるとされている。また、40 歳以上のひ

きこもりも多くいると予想されていて、今後 40 歳から 64 歳のひきこもりの実態

調査も実施される。 

 田辺市の早くから立ち上げているひきこもり検討委員会は、商工課、福祉課、

児童相談所、教育研究所、養護教諭研究会、教育委員会、高等学校、ほっこり会

（ひきこもり家族会）、知音（自助会）、学識経験者、精神科医師、臨床心理士、

青年会議所、保健課、教育課、保健所、こころの医療センター、福祉会、社会福

祉協議会などたくさんの組織、団体が相互連携し対応しているそうである。小委

員会、大委員会を定期的に行い、研修会なども開催し問題点や今後の対応等を調

査研究している。ひきこもり、不登校、依存症との関連についても早くから研修

しているようで、国立久里浜医療センターの医院長との研修もなさっているよう

である。不登校児童生徒がやがてひきこもりになり、その過程にゲーム依存があ

ることも見逃すことができない事実であるようである。三豊市においても他人事

ではなく、なるべく早い段階で調査研究し、条例まで見据えたアクションがのぞ

まれる。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。



1 

教育民生常任委員会行政視察所感 

委員名 為広 員史

１．研修日程 

   令和元年７月２２日（月）１３：００～１５：００ 

（令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

滋賀県栗東市 

３．研修目的 

   発達支援の取り組みについて 

４．研修所感 

 栗東市は滋賀県の南部に位置し、市の北部は平坦地、南部は緑豊かな山地とな

っている。国道１号・８号の通過、名神高速道路栗東インターチェンジの設置な

ど、交通の要衛として、製造業・商業・流通業など数多くの企業が立地している。

人口６９，８０９人、世帯数２８，１５５世帯、面積５２．６９平方キロメート

ルである。市制は平成１３年１０月１日に施行され、滋賀県で８番目に生まれた

都市である。 

栗東市では発達障害のある子供と家族を支援するために、子ども発達支援課を

創り、発達支援を要する子供とその家族への支援、校園の特別支援教育推進に向

けた支援、児童発達支援教育事業「たんぽぽ教室」・「幼児ことばの教育」事業の

運営を実施している。 

１．研修日程 

   令和元年７月２３日（火）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

奈良県大和郡山市 

３．研修目的 

   不登校対策総合プログラムについて 

４．研修所感 

 大和郡山市は東西約９キロ、南北約７キロで人口８６，２５２人・世帯数３８，

１４６世帯・面積４２．６９平方キロメートルの都市である。金魚の生産で有名

である。また、郡山城跡には、約４００年前の石垣が今も残っており、毎年、桜

が咲く春には「お城まつり」が開催される。 

市では不登校状態にある市内小・中学校に在籍する児童生徒を支援するため、

不登校対策総合プログラムを推進している。プログラムでは、適応指導教室「あ

ゆみの広場」で得られた臨床の知を生かしながら柔軟な教育活動を展開すること

ができるよう、教育課程を弾力化した学科指導教室［ＡＳＵ］を開設している。
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１．研修日程 

   令和元年７月２４日（水）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

和歌山県田辺市 

３．研修目的 

   ひきこもり支援について 

４．研修所感 

 田辺市・龍神村・中辺路町・大塔村・本宮町の市町村合併により、新「田辺市」

として「自然と歴史を生かした新都市の創造」を基本目標とした、新たなまちづ

くりをはじめた。人口７３，５４８人・世帯数３４，６３８世帯・面積１，０２

６．９１ｋ㎡で海岸部に都市的地域を形成する他は、森林が大半を占め中山間地

域が広がり、気候は海岸部の温暖多雨な太平洋型気候から、山間地における内陸

型の気候まで、広範囲にわたっている。 

市では、平成１３年にひきこもりの相談窓口を開設するとともに、保険、医療、

福祉、教育、雇用など関係者からなる「田辺市ひきこもり検討委員会」を組織し

相互の連携を図り、協力しながら課題の解決に取り組み、１８年目を迎えている。

また、相談窓口以外にも、相談できる期間が増え、ひきこもり支援に関わる関係

機関の活動も盛んになり、社会資源も充実しつつある。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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教育民生常任委員会行政視察所感 

委員名 込山 文

１．研修日程 

   令和元年７月２２日（月）１３：００～１５：００ 

（令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

滋賀県栗東市 

３．研修目的 

   発達支援の取り組みについて 

４．研修所感 

発達障害は早期発見・早期支援が最重要課題。

栗東市は平成 22 年より発達障がい児支援として、発達障害支援教室、たんぽ

ぽ教室、幼児ことば教室を 3 歳児からの対象で開設している。平成 27 年度から

は、高校を卒業しても自立出来るようにと対象を 18 歳としている。

発達障害支援教室は心理士等 11 名で運営しており、たんぽぽ教室は保育士・

心理士等 9 名で、また、幼児ことば教室は 8 名で運営、所長を含む 29 名で学校

業務を行っている。発達障害支援教室では、巡回支援システムや発達障害支援シ

ステムの活用で早期発見と支援に取り組んでいる。児童生徒発達障害事業と保育

所等訪問事業の適切な運用で切れ目のない移行支援のじゅうじつをはかってい

る。また、平成 30 年からは家族の心のケアー支援も行なっている。人材育成・

専門員育成に、県の力も借りて、計画的に市をあげて取り組んでいる。

発達障害の子供がいる家庭では、まだまだ隠そうとする姿勢が強い三豊市であ

るが、今回学んだことは、だからこそ早い対応が必要である。将来自立できるよ

うに育って貰うためにも、市を挙げての人材育成、専門員育成に取り組み、そし

て早期支援による効果を、対象児童の家族に啓発して行く必要性を強く感じた。

１．研修日程 

   令和元年７月２３日（火）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

奈良県大和郡山市 

３．研修目的 

   不登校対策総合プログラムについて 

４．研修所感 

 平成 15 年に特区の認定を受け、市内の不登校児童生徒が、希望を持って明日

へと向かって行けるよう、学科指導教室「ASU」を設置し、新たな学びの場を提
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供する。基本理念に①心の居場所づくり②個に応じた教育課程③学科指導教室

「ASU」における学習評価の実現等 10 項目を掲げ実現を目指している。弾力的な

教育課程の編成と大学生との学市連携により「学習チューター」として支援協力

を受けている。「ASU」における学習評価の実現により、「ASU」作成の調査書で高

校受験が出来る。 

不登校について、考えさせられる視察研修であった。 

「ASU」に通って高校に進学した子供の作文を読んだが、不登校になった子供

の思いは、先生の励ましも激励も重荷になっていることがわかった。不登校で満

足している子供はいない。子供たちが安心して過ごせる、居場所がない事がわか

った。子供たちの居場所づくりの大切さを痛感した。 

特区制度の活用ではあるが、また、大和郡山市の面積が 42、69k ㎡と三豊市の

5分の 1以下のコンパクトなメリットもあるが、三豊市でも是非とも検討してい

くべき施作であると感じた。 

１．研修日程 

   令和元年７月２４日（水）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

和歌山県田辺市 

３．研修目的 

   ひきこもり支援について 

４．研修所感 

 平成 13 年にひきこもり相談窓口を開設し、保険、医療、福祉、教育、雇用等

の関係者による「田辺市ひきこもり検討委員会」を設置し課題に取り組んできた。

「8050 問題」が問われる様に、40 代 ・50 代の引きこもりの相談を受けるよ

うになってきた。介護が必要な高齢者宅をケアマネージャーが訪問して 40 代、

50 代の子供がひきこもっていたとの相談も上がってきている。 

ひきこもり検討委員会で研修会や検討課題調査などに取り組んでいる。 

これまでの相談で積み上げた経験から、当事者に会うことのむつかしさ、そし

て、解決策につなげることの難しさである。ひきこもり状態が短いほど、元の生

活に戻りやすいと言われている。悩んでいる人たちが相談できる場があることを

周知し、引きこもらずに済む予防が大切と考えている。40 歳以上のひきこもり

者への対応は難しい課題が多いが、中年層のひきこもり当事者やその家族が利用

できる地域の溜まり場が出来ないかと考えている。 

「8050 問題」はまだまだこれから本格的な問題になることである。 

中々調査が出来ない問題でもあり、本格的な取り組みが必要である。 

三豊市の対策、対応が急がれる。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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教育民生常任委員会行政視察所感 

委員名 三木 秀樹

１．研修日程 

   令和元年７月２２日（月）１３：００～１５：００ 

（令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

滋賀県栗東市 

３．研修目的 

   発達支援の取り組みについて 

４．研修所感 

 栗東（りっとう）市の子ども発達支援体制の中核をなす、「発達支援室」の指

針に、 

『本来的に発達障がいは、「非進行性」の障がいで。悪化することなく、むしろ

特徴的な症状は成長と共に軽快化する事が一般的です。また仮に反社会的行為や

引きこもりなどに陥るケースがあったとしても、それは発達障がいを原因とする

ものでは無く、発達障がいへの「理解の無い環境」の中で溜まり溜まった“スト

レス”が主因で生じた別の障がいと考えられます。つまり発達障がいの“早期発

見”が目指すのは、障がい者本人が社会から不利益を被ることを防ぐことであり、

その備えを周囲が用意するためです。』 

 私は、この文言を読み平成 22 年 4 月から始まった 9 年間の「実績と施策の確

信」を感じました。以下 3点は、実績から私たちへの「訴え」でもある。 

 ＊ 発達障がいは「非進行性」で（アスベルガ―症候群、ADHD:注意欠陥多動

性障害などは）悪化すること無く、当人の成長と共に軽快化すること。 

 ＊ 障がい者が、反社会的行為、引きこもるのは、発達障がいが原因ではない、

取りまく社会の発達障がいに対する「理解の無い環境」が派生の基であること。

 ＊ だから発達障がいを「早期発見」することは、障がい者本人が社会から不

利益を受けないためであること。 

 同市では、保健支援、教育支援、福祉支援を総動員し、医療機関とも緊密に連

携して、幼児（3才）から 18 才までの「発達支援システム」を創り、 

 ① 長期にわたって一貫した支援を行う体制づくり 

 教育と福祉と保健の壁を乗り越えた発達支援体制 

その実現のために、中核組織として設置されたのが「発達支援室」である。 

 その「支援室」の目的は、端的に 

  ◆ 発達障がいの子どもの自立とご家族の安心した子育て支援 

  ◆ 障がい児の特性理解と支援方法の発見を援助し、ご家族や校園の先生方

の取り組みを支援する。 

具体的には 
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 １）現在ある仕組みを最大限利用して「発達支援システム」を創ること。 

 ２）同室が、発達障がいの検査・相談に関して、中核的な窓口となること。 

 ３）ひとり一人のニーズに応じて必要な支援が継続して受けられるように「保

育・教育現場と機関の協働」する仕組みを構築すること。 

短時間（2時間）の研修で、細やかな支援活動報告を受けたが、根幹は「早期に、

長期に、発達支援システムが必要である事」を、非進行性の「発達障がい児」を

家族にもつ一員としても痛感した。三豊市の縦割り行政を変える一貫ともなると

感じる研修であった。 

１．研修日程 

   令和元年７月２３日（火）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

奈良県大和郡山市 

３．研修目的 

   不登校対策総合プログラムについて 

４．研修所感 

  研修初っ端に「（以前教えていた）自分のクラスに不登校生徒が居た。自分の

力で“直そう”思った、そのとき「ASU(あす：明日)」事は知っていた。自分が

ASU に（転勤して）来て、自分の考えが間違っていた事を知った」と研修説明の

担当先生が発言した。 

驚いた。こうした方法があるのだと。 

一つは、不登校生徒の自由な専門学校の設立。大和郡山市では昨年度、児童で

4000 名中 17 名程度、中学生 2000 名で 80 名前後、どちらも全国平均より多いが、

不登校生徒への施策より、全国でも初（？）の方法で不登校生徒を立ち直らせて

いた。 

平成 15 年に「不登校児童生徒支援教育特区」が認定され、それを受けて「学

科指導教室（ASU）」が開始されたのは平成 16 年 4 月。 

現在、不登校生徒が通っている「ASU(あす：明日)」（あゆみ：AYUMI,広場：SOUARE

スクエア、宇宙：UNIVERSE ユニバーサルの頭文字を合わせた造語）の感想（イメ

ージ）が資料として提供された。 

それには ASU は「どんなところ？」に“率直でいられる場所”“家の中にある

学校”。「いいところは？」に“自分の事をちゃんと考えられるところ”“ちゃん

と自己主張できるところ”“先生に気軽に色々なことをはなせるところ”等々。 

そして「（ASU を）どんな学校にしたい？」に対しての感想に“新しく来た人が

安心して泣けるところ”“人の気持ちをちゃんと考えて、中学性の間に大人に頼

れるような環境（のような学校に）したい”この声には、私自身驚きより感激し
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た気持ちになった。 

普通校に通う子どもが「安心して泣ける学校にしたい」と言うだろうか。思う

だろうか。不登校の要因には、学校内外の人間関係、家族内の諸問題と現在の息

苦しい生活、競争社会から起こる現象があるが、「安心して泣ける学校」があれ

ば、不登校どころか、競争社会・教育へ大きな是正の「砦」になるのではないか

と感じた。 

褒めてもうらう事の体験が少ない不登校生。心の居場所づくり（ASU）,安心し

て通う「守られた環境」（の ASU）。すべてを受け入れる。教師は生徒・子どもの

背をおす（ASU）この ASU では 30 日以上休む欠席者はゼロと報告された。納得し

た。 

2 つ目の驚きは、ASU は国が認める「特例校」として、弾力的に運用しても OK

とのことから、授業時間（国語、社会、数学、理科、外国語）が短縮され、音楽・

美術などは増し、自ら計画するチャレンジタイムは増設されている。 

そして、この ASU 独自で作成された「内申書」が高校入試に生かされる。「特

例校」だから認められる、いというよりも「不登校生を更生する」ために「柔軟

に」。賛成。 

全国の不登校対策に ASU は、素晴らしい見本だ。 

三豊市の不登校問題に即適用は「無理」だが、その「エキス」を活かした施策

ができないか。検討に値する研修となった。 

１．研修日程 

   令和元年７月２４日（水）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

和歌山県田辺市 

３．研修目的 

   ひきこもり支援について 

４．研修所感 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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教育民生常任委員会行政視察所感 

委員名 浜口 恭行

１．研修日程 

   令和元年７月２２日（月）１３：００～１５：００ 

（令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

滋賀県栗東市 

３．研修目的 

   発達支援の取り組みについて 

４．研修所感 

 栗東市には「発達障がい」がある子どもと家族を支援する仕組みがある。その

一つ、子ども発達支援課では、発達支援を要する子どもと、この家族への支援（発

達相談）、学校や園の特別支援教育支援に向けた支援（巡回支援・機関連携）、児

童発達支援教育事業「たんぽぽ教室」運営、「幼児ことばの教室」運営の事業を

実施している。 

栗東市では、子ども発達支援課が確立されていた。元々滋賀県は、県自身が主

体で発達支援に取り組んでおり、湖南県域の市でも、広域的に発達支援に取り組

んでいた。 

発達にかかわる相談は毎日受け付けし、まずは、お通いの園や学校に相談され

るか、直接の電話窓口も設置されている。子ども発達支援課の発達支援室では、

相談員・専門員と他の専任スタッフが 

①発達相談事業 

②巡回支援派遣 

を進め、経験豊富な校園連携担当者がお子さんが通う園や学校と協働して、問題

解決や自立に向けた支援に取り組んでいるようであった。 

児童発達支援教育事業「たんぽぽ教室」では、0歳～就学前の 6歳までの子ど

もが通え、生活や遊びを通して、子どもがもっている力を出せるように、またご

両親が子どもを理解し、子育てが楽しめるよう、その上で個々の発達や課題に合

わせた個別指導などを行い、子ども達を支援していく場所をつくっているようで

あった。 

「幼児ことばの教室」では、栗東市在住の 4、5 歳児でことばが出にくかった

り、落ち着きのないそわそわしている子などが通級し、保護者も子どもと一緒に

通級して、あそびやゲームを取り入れながら楽しい雰囲気の中で学習している教

室で、必要に応じて専門医や関係機関とも連絡をとり、診断・検査・指導が進め

られている点など、とても参考になった。 

子どものライフステージと変化に寄り添いながら、必要なときに必要な支援を

作り出す・・・それがロング・スパンの発達支援室だからこそできることらしく、
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私自身も考えさせられました。 

この発達支援室自体が、発達障がいの理解促進に向けて取り組んでいる点、そ

の中で支援室の目指すしくみは、発達支援を必要とする子どもが、身近な場所と

人の中で、他の子どもが受ける子育てや保育・教育の延長線上で、自然な支援が

受けられる仕組みなのだという事です。そのために発達支援室は、たんぽぽ教室

や幼児ことばの教室と力を合わせ、子育て支援や保育・教育の関係機関を支える

ことを通じて、自然な支援を行っていくという点、それぞれの機関が無意識に担

ってきた「発達支援」のはたらきを切り取ったり、吸い上げたりすることはしま

せん、という点で、本当に先進自治体の取り組みとして、考えさせられた研修と

なった。 

１．研修日程 

   令和元年７月２３日（火）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

奈良県大和郡山市 

３．研修目的 

   不登校対策総合プログラムについて 

４．研修所感 

不登校状態にある市内小・中学校に在籍する児童生徒を支援するため、不登校

対策総合プログラムを推進している。プログラムでは、適応指導教室「あゆみの

広場」で得られた臨床の知を生かしながら柔軟な教育活動を展開することができ

るよう、教育課程を弾力化した学科指導教室「ASU」を開設している。 

学科指導教室「ASU」は、不登校児童生徒が一時的にも学校以外の場所で学ぶ

ことを保障していくという教育上の配慮が必要であるとの考えのもと、不登校児

童生徒の社会的自立を目指した新しい学びのスタイルを提供している。同時に

「ASU カウンセリングステーション」を設置し、臨床心理士等による児童生徒

の心理的支援にも努めている。さらに、各中学校区にはスクールカウンセラーを

配置して、各学校における不登校傾向にある児童生徒や保護者とのカウンセリン

グを行い、ケースにより学科指導教室「ASU」とスムーズな連携を進めている。

その他、通学区域の弾力化を図り、市内の不登校児童生徒が転入学する学校を主

体的に選択していけるように配慮している。 

平成 9年度の適応指導教室「あゆみの広場」の開設から始まり、結果的大和郡

山市の不登校児童・生徒の減少には至らなかったが、小泉内閣の特区の認定「不

登校児童生徒支援教育特区」により。平成 16 年 4 月に、広い世界へと飛び立ち、

巣立って欲しいという願いから「ASU」が開室された。（AYUMI SQUARE UNIVERSE

の略である。） 

大和郡山市の不登校の状態にある児童・生徒が、明日へと生きる希望をつない

でいけるよう、構造改革特別区域計画において、学科指導教室「ASU」が、学校
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教育を実施する施設として設置され、ここでは適応指導教室「あゆみの広場」で

得られた「臨床の知」を生かしながら、柔軟な教育活動を展開することが可能と

なるよう、現行の「教区課程の弾力化」とともに市費負担常勤教員の配置を行い、

不登校児童生徒に新たな学びの場を提供していた。同時に、不登校児童生徒のた

めに、市内の通学区域を弾力化し、転入学や主体的な進路選択が可能となるよう

配慮されている。 

特に安心して通うことのできる「守りの環境」が重視され、心の居場所づくり

が行われていた。スタッフは 10 名程度であるが、「ASU」独自の教科や個に応じ

た学習支援体制、年間行事などが確立され、いろいろな工夫がされていた点、と

ても勉強になった。 

また指導教室独自で内申書が作成され、高校への進学が可能となっている。こ

の事によって、卒業生もほとんどが進学したり、不登校児童生徒が減少したりと

の、効果が出ているようであった。最後の卒業式では、「ASU」の卒業証書と担任

からの卒業証書、在籍校からの卒業証書がいただける点、中学が不登校でも「ASU」

に通える事ができて、進学した高校では頑張れている子どもが多いと聞き、とて

も温かい環境の中での取り組みに感激した。 

また学科指導教室「ASU」のある城址会館（旧奈良県立図書館）での、現地視

察もさせていただいた。何よりこの建物自体、歴史と風情のある建物であって、

この場で子ども達がスタッフと一緒になって、ゆったり、ゆっくり学べる点が、

「ASU」の歴史と、今日までの継続的な子ども達への指導につながっている点が

感じられ、とても良い視察となった。 

１．研修日程 

   令和元年７月２４日（水）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

和歌山県田辺市 

３．研修目的 

   ひきこもり支援について 

４．研修所感 

 田辺市では、平成 13 年にひきこもりの相談窓口を開設するとともに、保健、

医療、福祉、教育、雇用など関係者からなる「田辺市ひきこもり検討委員会」を

組織し相互の連携を図り、協力しながら課題の解決に取り組み、18 年目を迎え

ている。また、相談窓口以外にも、相談できる機関が増え、ひきこもり支援に関

わる関係機関の活動も盛んになり、社会資源も充実しつつある。 

田辺市では、平成 13 年にひきこもりの相談窓口を開設するとともに、保健、

医療、福祉、教育、雇用などの関係者からなる「田辺市ひきこもり検討委員会」

を組織し、相互の連携を図り、協力しながら課題の解決に取り組み、18 年目を

迎えていた。この検討委員会はひきこもり関係の家族会や自助会、NPO 組織や福
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祉会など多くの民間機関と公的機関から構成されていて、大委員会年 2回、小委

員会年 10 回や年に１回の講演会など、委員が集まって支援についての会議・研

修を重ねて勉強をしている。それゆえ障がい者達に優しい、福祉の基盤ある地域

としての田辺市の良さが、ひきこもり検討委員会へ反映されていたように感じ

た。 

その上で気軽に相談できる窓口があり、地域の中で相談できる窓口以外の、相

談できる機関が増え、ひきこもり支援に関わる関係機関の活動も盛んになり、社

会資源も充実しつつある。ひきこもり検討委員のみなさんと行政の相談員が一緒

になって、ひきこもりの周知や気軽に相談できる体制づくりが確立され、また切

れ目のない支援を構築していくため、ひきこもり検討委員会を中心としたネット

ワークを活かしながら、学校や支援機関との、うまく連携がとれている点がとて

も参考になった。 

特に説明いただいた相談員の方は、説明自体も熱心であり、相談窓口としての

熱意が感じられたが、当事者をなんとかしたい、外に出よう、就労機会を与えよ

うという熱い想いが感じられ、家族やそれを取りまく方々との関わりを深くし、

真摯にひきこもりの支援を考えてる姿に、とても勉強させられた。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。



1 

教育民生常任委員会行政視察所感 

委員名 高木 修

１．研修日程 

   令和元年７月２２日（月）１３：００～１５：００ 

（令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

滋賀県栗東市 

３．研修目的 

   発達支援の取り組みについて 

４．研修所感 

子ども発達支援課という組織を構え、系統的に取り組まれている。 

たんぽぽ教室、幼児ことばの教室など、ユニークな取り組みをされている。 

発達障がいがある子どもを持った場合、家族だけでは背負いきれない状況が生

まれると思う。そうした中で、公的な機関が手を差し伸べるというのは、非常に

すばらしい取り組みだと思う。 

１．研修日程 

   令和元年７月２３日（火）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

奈良県大和郡山市 

３．研修目的 

   不登校対策総合プログラムについて 

４．研修所感 

 平成１５年に教育特区の認定を受け、「不登校児童生徒支援教育特区」がスタ

ートした。不登校に陥った子どもたちの「居場所づくり」を、積極的に行ってい

る。 

 不登校になった理由やいきさつは、ケース毎にさまざまだと思う。そういう中

で、「居場所づくり」をしてあげることで相当部分の課題が解決すると思う。お

おいに参考になった。 

１．研修日程 

   令和元年７月２４日（水）９：３０～１１：３０ 

   （令和元年７月２２日～２４日） 

２．研修先 

和歌山県田辺市 
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３．研修目的 

   ひきこもり支援について 

４．研修所感 

 平成１３年から、なんと１８年にわたって取り組みを行っている。根気強い取

り組みである。ひきこもり支援対象範囲をかなり広くとっており、幅広い支援活

動を行っている。  

 「継続は力なり」というが、１８年の取り組みには重いものがあると思う。

公的機関と民間機関ががっちりと手を結び、力強く推進されているのが印象に残

った。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。


