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Ⅰ．はじめに

Positive Behavioral Intervention and 
Support：PBIS1）をはじめとする包括的で広
域な心理的援助サービスが成立し運用され
る，すなわち，そのサービスの実装のために
は，コミュニティにおける地道な実践の積み
重ねとともに，リソースである行政や関連機
関との連携やそのバックアップを欠くことは
できない．国内ではすでにさまざまな実践に
基づき，社会的なアウトカムはデータが収集
されつつあるが，心理的援助サービスの導入
にかかわる実装の過程については，十分とは
言えない．そこには海外での PBIS の「文
脈」とは異なる，そのコミュニティにおける
社会的「文脈」が存在するだろう．コミュニ
ティの構成員全体に関連する社会的随伴性の

検討は，早期発達支援にかかわる支援者に
とっての正の強化で維持される随伴性を維持
させ，拡大させるうえで欠かすことはできな
いものである3）．

本邦における早期発達支援の社会的文脈
は，この 30 年でいくつかの転換を見ている．
我が国の就学前幼児・児童を対象とした心理
的援助サービスのあゆみを表1にまとめた6）．
1970 年代の早期発見体制から，1980 年代に
は医療モデルに基づく地域療育センターが政
令市や都道府県を主体に設置され，1990 年
代には小学校低学年の学級崩壊が社会問題化
し，これまでの医療モデルで療育を行ってき
た障害に加えて，発達障害をも統合した支援
体制整備が求められた．このようななかで，
医療モデルに基づく支援システムから発達支
援モデルへの転換が求められ，サービスを提
供する行政の主体も都道府県から市町村へと
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要　旨：コミュニティが心理的援助サービスを実装するためには，社会的随伴性として機能してい
る社会的・政治的な調整や，サービスの維持に欠かせない資金や時間の確保，社会的随伴性そのも
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移行が行われることとなった．
本稿では，早期発達支援として「巡回相

談」事業を軸にした就学前幼児・児童を対象
とした心理的援助サービスの構築と実装にあ
たり，行政および関連機関がどのように連携
し，バックアップしてきたかを記述し，母子
保健および保育・療育機関から学校教育に橋
渡しをする際の“仕掛け”をどのようにつ
くって切れ目のない支援を実現しているかを
報告する．

Ⅱ．心理的援助サービスの実装プロセス

Crone & Horner1）は，PBIS の組織におけ
るリーダーシップモデルを 3 つ提示している

（表 2）．1 つは，すべての役割が一人の人物
に割り当てられ，すべてを兼務する「コンサ

ルタント依存」モデルである．このモデルで
は，一人がすべての活動の責任を負うため，
体系づけられるものになり，コミュニケー
ションのすれ違いのような問題を回避できる
が，大規模校ではニーズに十分応えることが
できないこと，他のメンバーが責任回避して
しまうこと，システムの維持が一人の人物に
依存してしまうこと，外部のコンサルタント
の場合，日々の状況に疎いため効果的に機能
できないことがあること，大きな費用がかか
ること，連絡が取りづらいといった問題を指
摘している．また 2 つめのモデルとして，2
名の人物が連絡窓口と行動支援の役割を分担
する「移行」モデルである．3 つめのモデル
は，連絡窓口と行動支援がともにチームで構
成され，外部のコンサルタントを不要とする

「理想的な責任分散型」モデルである．
各リーダーシップモデルの名称にもあるよ

うに，Crone らは一人のコンサルタントが担
うモデルから，チームで行うモデルへの段階
的な移行モデルをサービスの実装過程として
描いている．そして，コミュニティにおける
心理的援助サービスの実装を行うにあたっ
て，予算確保，時間の確保，人員配置のための
調整や専門性の向上といった環境整備は，「法
的な実行責任」を持つ管理職の責任を強調し
ている．これは，米国の「障害のある個人教
育法（Individual with Disabilities Education 
Act：IDEA）」に基づくものである．本邦に
おいても，「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律：障害者差別解消法

（2013）」の施行に基づく基礎的環境整備や合
理的配慮の実施が，「法的な実行責任」を裏
づける根拠となりうるが，十分に機能してい
るとは言いがたいだろう．

PBIS の拡張モデルである Multi-Tiered 
Systems of Support：MTSS の実装プロセス
において，McIntosh & Goodman2）は，リー
ダーシップ，コンテクスト，コンピテンシー
の 3 つの段階をモデル化している（表 2）．

表 1　地域の早期発達支援システムのあゆみ

年代 早期発達支援システム

1970～ 〈早期発見体制整備〉
3 歳児健診制度

1 歳 6 カ月健診制度

1980～ 〈医療・訓練モデル〉
直接機能（五機能）

障害の発見→診断・訓練→
療育→統合保育→教育

〈地域療育システム〉
生活圏域（保育園）

福祉圏域（通園施設）
都道府県域（総合療育）

1990～ 〈軽度発達障害の注目〉
小学校低学年の学級崩壊
関連領域の問題の出現

（不登校など）
〈医療→発達支援モデル〉

都道府県から市町村へ
公的業務の委託化

2000～ 障害者自立支援法
発達障害者支援法

（高橋，2010 をもとに作成）
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この指摘のなかには，サービスをコミュニ
ティに根づかせ実装をするための，さまざま
な「動因」についての記述が含まれている．

例えば「リーダーシップ」は，構想，管理
と調整，促進的運用からなり，「管理や関係
者に対する政治的・社会的支援を確保するこ
と」や「推進活動を完遂するための十分な資
金や時間を配分すること」「効果的な調整合
意やポリシーや規制，資金調達，支援の位置
づけの障壁を同定すること」などを指摘して
いる．
「コンテクスト」は，情報，パフォーマン

ス・フィードバック，資源からなり，「デー
タの保存と生徒のアウトカムデータへのアク
セスを持つ電子的なデータシステムの構築」
や「生徒のアウトカムや推進への忠実性に関

して職員が，通常の，無理のないフィード
バックを提供すること」「教育者が，計画し
活動を完遂するための十分な時間を持つこと
を確保すること」を指摘している．
「コンピテンシー」では，選択，訓練，指

導からなり「特定のスキルや経験を持ってい
て，「無形の財産」（哲学や協働のための考え
方が共有できる）を持つスタッフの選択」

「明確な目的や意図されたアウトカムのため
の定期的な訓練の開発」「訓練セッションを
経て学校を助ける個人を開発し，中核的なス
キルを実行することを助ける指導を提供する
こと」を指摘している．

この MTSS モデルにおいて，心理的援助
サービスを実装には，コミュニティの社会的
随伴性として機能している社会的・政治的な

表 2　PBSにおけるリーダーシップモデル

モデル 1
コンサルタント依存モデル

モデル 2
移行モデル

モデル 3
理想的なチームモデル

人員 1 人 2 人 チーム（複数人）

役割の
分担 なし 連携窓口コーディネーター

行動支援コンサルタント
連携窓口チーム
行動支援チーム

強み

・時間の確保が容易である
・体系的に支援を実施できる
・情報伝達の必要がない

・モデル 1 よりも安定している
・教員はコーディネーターを活用

しやすい
・コンサルタントはより支援に応

えられる

・複数の支援要請を受け入れられ
る

・負担が分散される
・問題行動に学校が責任を持つ
・人事異動にも柔軟に対応できる
・システムが維持されやすい
・外部コンサルタントが不要

弱み

・中・大規模校ではニーズに十分
応えられない

・他の人が問題行動に責任を持た
なくなってしまう

・雇用が安定しない場合，システ
ムが持続できない

外部コンサルタントの場合：
・日々の変化の情報に疎い
・大きな費用がかかる
・連絡が取りにくく，頻繁に利用

できない

外部コンサルタントの場合：

モデル 1 と同様

・責任が複数の人物に共有される
ため，組織が機能しなかった
り，連携ができない可能性が高
まる

（Crone & Horner, 2003 による）
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表 3　制度の実装にあたっての「動因」と「一般的な活動」
分類 動因 一般的な活動

リーダーシップ
Leadership

実装の過程にお
ける方向性や実
装への枠組みの

提示

構想
Vision

基本的な目標と目的の観点から
地域における望ましい将来の状

況を定義すること

・共有された哲学や価値を構築し，文章化すること．
・これらの構想にむけた支援や枠組みを内在化させること．
・戦略のための目標や基準を同定すること．
・行政や利害関係者に対する政治的・社会的支援を確保すること．

管理と調整
Management and Coordination
有限な資源の効率的かつ効果的

に管理と監視をすること

・推進にあたり，既存の組織を用いて活動を管理し，監視するためのシステ
ムを構築する．

・構想を実際の活動や戦略に転換するために，地域計画の目標，目的，活動，
スケジュールを開発し実施すること．

・推進活動を完遂するための十分な資金や時間を配分すること．
・推進の拡張するための動因の確認（例えば，District Capacity Assessment

など）

促進的運用
Facilitative Administration

実装を容易にし，障壁を排除す
ることによって実装を支援する

こと

・教育環境の改善のためにスクールワイドのデータ（忠実度，アウトカム，
プロセス）を用いる．

・効果的な実施への障壁を同定し，ポリシー，規制，資金，支援を通じて対
処する．

・コンテクストやコンピテンシーのカテゴリにおける動因が，統合，調整，
補償されていることを確認する．

・推進ロジックの段階を利用して，推進自体を拡張する．

コンテクスト
contexture

個々のパフォー
マンスを高める
ために，中心的
な環境を構築す

る

情報
Information

明確で客観的，現状と次の状況
の把握に基づいて，意思決定を

行う

・電子データシステムの構築．学生の成績データや入力されたデータの忠実
性，および過程のデータにアクセスする．

・統合された意思決定を可能にするために，各内容のデータシステムの統合．
・統合された MTSS モデルに関するパフォーマンスの明確で，無理のない基

準の設定．
・データシステムを使用して，進行状況を評価し，アクションプランの目標

を設定するための評価データを提供．
パフォーマンス・
フィードバック

Performance Feedback
継続的な改善を創出する有意義

な情報を共有すること

・生徒のアウトカムや推進への忠実性に関して職員が，定期的で，無理のな
いフィードバックを提供．

・データを共有し，進捗を進めるために，双方向のフィードバックループを
もつ定例協議の実施．

資源
Resources

実践とシステムを適切に実装
し，必要な手段を提供すること

・教育者が，計画しと活動を完遂するための十分な時間を確保する．
・MTSS モデルに統合された，共通の過程と効果的な推進のための一般的な

手続きを開発する．
・マニュアルや資料，ツール（見本フォームやクイック・リファレンスガイ

ドなど）などの資料の構築と維持．

コンピテンシー　
Competency

システムを促進
し，実践するた
めに個人の知識
やスキルを開発

すること

選任
Selection

適切なスキルと態度を持つ適切
な人物を雇うこと

・MTSS の職務の仕事を説明し，直接任命する．
・採用面接の過程に MTSS コンピテンシーの概要を含む．
・特定のスキルや経験をもっており，統合されたMTSSモデルの推進することに

関連する「無形の財産」（哲学や協働のための考え方）をもつスタッフの選任．
訓練

Training
知識や技術を習得するための公

的な枠組みの提供

・気づきや知識，初期技術の構築のための訓練の提供．
・そのコンテクストにおいて用いられるであろう必要なスキルの集中的構築．
・明確な目的や意図したアウトカムのための定期的な訓練カレンダーの作成．
・対象者やニーズに基づく訓練の差別化．

指導
Coaching

鼓舞したり，モデルを示した
り，承認したり，フィードバッ
クを提供することで，能力開発

を促進すること

・訓練セッションを経て，学校職員が中核的なスキルを実行し，実行できる
よう指導を提供すること．

・学校や個人的なニーズに基づく指導の差別化．
・ニーズに基づくモデリングを用いた現場指導の提供．
・学校間のネットワーキング構築のための機会を提供．
・指導する機能を提供できる個人の能力の開発と維持．
・よりよい指導者への専門性開発の提供．

（McIntosh & Goodman, 2016 による）
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調整が求められることや，サービスの維持に
欠かせない資金や時間の確保，社会的随伴性
を記述するデータ収集システムの構築，サー
ビスをより効果的に機能化させるスタッフの
育成と訓練が求められることを指摘してい
る．

PBIS や MTSS モデルは，米国を中心とし
た法体系のもとでのモデルであるが，心理的
援助サービスの実装にあたり，法的な裏づけ
とそれに基づく資金の確保や人員の配置が行
われることからサービスは開始され，段階的
にコミュニティに組織化されることを指摘し
ている．

本稿では，これらモデルに基づいて，2000
年から現在までの A 市における早期発達支
援の実装過程について述べたい．

Ⅲ．地域における早期発達支援の実装と展開

1． 地域コミュニティの特徴
A 市は人口約 20 万人の地方都市であった．

平成の大合併に伴い，2008 年までに 3 町を
合併し，市郊外の農業・工業地区と市中心部
の商業地区にわかれていた．総人口のうち，
早期発達支援の対象者である 5 歳未満人口は
約 8, 000 人（4. 0％）であった5）．合併前，合併後
もその比率は変わらなかった．

2000 年当時，地域には就学前の児童を対
象とする資源は限定的であった．教育におけ
る資源として教育委員会内に教育相談・特別
支援教育を担当する「教育研究所」，福祉に
おける資源として「母子保健センター」，「母
子通所施設」，いくつかの保育所が先進的に
行った「子育て支援センター」，1980 年代後
半から市内の公立・私立保育士の有志の自助
組織である障害児保育の「支援連絡会」など
が存在していた．

2． 学校における早期発達支援としての
「巡回相談」の導入と実装

（1） 導入の経緯
A 市においては，文部科学省から，平成

12～13 年度に学習障害児（LD）に対する指
導体制の充実事業，平成 15～16 年度に特別
支援教育推進体制モデル事業，平成 18～19
年度に特別支援教育体制推進事業を，埼玉県
教育委員会から，平成 16～17 年度に県ノー
マライゼーション教育推進事業を受け，市内
の特別支援教育の推進体制を整備した．この
ように「資金調達」として国および県の事業
を受託し，それらの管理と調整を「教育研究
所」が行っていた．

当時の小学校・中学校における発達障害児
を含む障害を抱える児童生徒への支援は，手
探りの状況であった．そこで，これらの事業
をもとに，A 市では大学教員等の専門家に
よる巡回相談による支援を実施した．目の前
の児童生徒の事例を通してコンサルテーショ
ンを行う巡回相談事業は，特別支援教育体制
を進めるうえで On-the-job Training4）として
機能し，教職員の指導技術向が向上し，校内
体制整備が進んだ．

ここで行われた行動コンサルテーションを
用いた「巡回相談」による行動支援モデル
は，PBIS におけるリーダーシップモデルの

「モデル 2」に該当し，外部のコンサルタン
トである「巡回相談員」と学校内部の連絡窓
口役である「コーディネーター」の連携によ
り支援が行われている．「教育研究所」指導
主事は，内部調整役である「コーディネー
ター」との連携支援を担っており，これらの
バックアップにより校内支援体制整備が進む
ことになった．
（2） 「巡回相談」システムの実装
学校教育における巡回相談の流れは，「教

育研究所」がコーディネーターとなり，教頭
や特別支援教育コーディネーターを窓口に，
定期的に小中学校への巡回相談を計画して
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行った．巡回相談は，約 6 時間の枠組みで，
年間 1～3 回程度行われた．各クラスの座席
表などの資料をもとに，配慮の必要とする児
童生徒と学級全体の行動観察が行われた．そ
の後，各クラスの担任と学年主任，特別支援
教育コーディネーター，管理職が同席のう
え，事例検討が行われた．

ここで扱われる事例は，当初から発達障害
の疑われる児童生徒のみならず，低学力，非
行，いじめ，不登校など児童生徒のすべての
課題を対象としていた．また 1 回の巡回相談
で，校内すべての学級を巡回したことで，す
べての教師が対象となり，学校全体で特別支
援教育に取り組む全校的な校内体制整備の一
助となったと言える．巡回相談員から，対象
となる児童生徒の支援について具体的な助言
が得られることだけでなく，学級担任は今ま
での努力をねぎらわれ，これまでの支援の肯
定的な側面をフィードバックされることで，
個別的な支援ニーズを持つ児童生徒への対応
の「実践力」を向上させていった．巡回相談
における支援の開始当初，一部の学校では巡
回相談の必要性を認識できず，外部のコー
ディネーターである「教育研究所」主導の巡
回相談となることもあった．しかし，すべて
の学校が巡回相談の対象となっていることか
ら，継続的な取り組みのなかで，巡回相談の
利用が浸透し，人事異動などの人事の流動性
とともに全市的な体制整備へとつなげること
が可能になった．このことは，「巡回相談」
事業自体が，PBIS モデルにおける第 1 層支
援として，すべての学校に対する予防的な機
能を果たすことになったと言えるだろう．
（3） システムの実装からの展開
小・中学校での特別支援教育体制が整うに

つれ，一部の学校から早期発達支援の必要性
の指摘がなされるようになった．例えば，小
学校低学年において学級がうまく機能しない
状況も見られるようになっていた．また，就
学支援において，保護者の意向にうまく対応

できない状況も多くなっていた．それは，
小・中学校において巡回相談が浸透し，通級
指導通級指導教室が設置されるなど特別支援
教育体制が整備されるにしたがって，知的障
害を重複しないが，個別的な支援ニーズの高
い事例に目を向けることができるようになっ
たからと言えるだろう．

そこで 2005 年から，保育所・幼稚園と小
中学校をつなぐ視点から，幼保小連携事業と
して小中学校で実施していた巡回相談の一部
を保育園・幼稚園にも実施しすることとなっ
た．また同時に，母子保健センターでの 1 歳
半・3 歳児検診における心理相談について，
巡回相談を担当している心理士が関与するこ
ととなった．

これらの重層的な関与することによって，
保育所・幼稚園との連携，母子保健センター
との連携が企画された．ここでは，巡回相談
を行ってきた「教育研究所」と，地域におい
て支援資源となってきた保育所の主任保育士
や園長，母子保健センターの保健師との関係
性が継続して保たれてきたことや，それらを
横につなぐネットワークとしての障害児保育
の「支援連絡会」の存在が大きく影響してい
た．
3． 幼稚園・保育所を対象とした早期発達

支援としての「巡回相談」の導入と実
装

（1） 導入の経緯
「教育研究所」の幼保小連携事業の枠組み

から始まった A 市における保育所を対象と
する巡回相談では，幼稚園と異なった文脈か
ら支援の継続が図られた．それは，長らく現
場の保育者として障害児保育にかかわってき
た関係者が「支援連絡会」によるネットワー
クを持っていたためである．障害児・者支援
のリソースである「障害者生活支援セン
ター」とのつながりから，同センターを介し
て，独自に国や県の予算を獲得して事業を運
営した．この独自の予算獲得と「巡回相談」



─ 202 ─

10

の運用の実績をもとに，保育所を所管する A
市保育課の単独予算の事業化がなされること
となった．

同時に開始された幼稚園を対象とする「巡
回相談」は，教育研究所の幼保小連携事業と
して開始し，学校への巡回相談事業のなかで

「日程に余裕がある場合に利用できる」もの
として実施されることになった．これは，私
立幼稚園を所管するのが県学事課であったた
め，一市の事業の拡大では対応が困難であっ
たためである．教育研究所を介した巡回相談
のシステムや当日の流れなどは，幼保小連携
事業から開始されたことで，幼稚園，保育園
の公私を問わず共通のフォーマットで行われ
ることになった．
（2） 早期発達支援としてのシステムの実装
保育所を対象とする巡回相談では，市より

委嘱を受けた私立子育て支援センターにより
年 2 回の派遣が計画され，1 回約 6 時間の巡
回相談が行われた．この子育て支援センター
は「支援連絡会」の事務局機能を担ってお
り，意思決定において両者が協調して機能す
ることになった．巡回相談コーディネーター
は，初期の巡回相談では，保育士もしくは幼
稚園教諭の経験者が，巡回相談員の送迎を兼
ねて配置された．特に初期段階においては，
このコーディネーターが巡回相談員の「専門
用語」を「通訳」する役割を果たし，相談や
行動観察の時間の調整や進行役を務めるなど
大きな役割を果たした．県の主催する発達障
害児支援に関する研修事業がいきわたること
によって，このコーディネーターの役割は
徐々に各園へと移行することになった．一方
で人的配置に余裕のない園にとっては，障壁
の 1 つとなってしまったといえる．

保育巡回相談の流れは，事前ミーティン
グ，行動観察，事例検討会の流れで進められ
た．事前ミーティングでは，相談の対象とな
るクラスと幼児について，園長もしくは主任
保育士から説明を受けた．その後，巡回相談

員による行動観察および事例の検討が行われ
た．相談にあたり，対象幼児の普段の様子や
コンサルテーションで扱ってほしい内容につ
いて「実態把握票」を記載し，行動観察開始
前に巡回相談コーディネーターと巡回相談員
に提示された．行動観察では，担当する巡回
相談員と巡回相談コーディネーターが，各ク
ラスの対象幼児の行動観察を行った．事例検
討会では，事前に可能なかぎり職員全員での
検討が行えるよう，コーディネーターを介し
て園担当者への配慮を求めていた．
「実態把握票」は，巡回相談においてコー

ディネーターが収集した情報をもとに，支援
を必要とする幼児・児童の情報をまとめるた
めに作成された．作成にあたり，幼保小連携
事業にかかわった幼稚園教諭や保育士が中心
となり，県教育委員会の整備した個別の支援
計画との連携を念頭に内容が検討された．

この「実態把握票」は，その後，幼保小連
携事業に活用されることとなり，幼稚園，保
育園から小学校への連携個票としての役割を
果たすことになった．ここでは，保育者の当
事者への支援に関与する困難さや悩みが相談
のために記載され，それに対する巡回相談員
の助言が追記されることで，支援経過が明ら
かにされる様式となっている．また，本人の
実態が具体的に記載されることで連携後にも
活用可能なものとなり，各園と学校との連携
が円滑に進むようになった．
「支援連絡会」を主体に始まった保育巡回

相談では，公立園，私立園ともに市内の 7～
8 割の園がサービスを利用した．また幼稚園
への巡回相談は，市内の主要な大規模園（定
員 300～400 人以上）が複数利用したため，
就学に向けての連携に「実態把握票」を用い
た情報交換が十全に機能することになった．
（3） システムの実装からの展開
巡回相談に支援の以前から行われていた

「支援連絡会」の障害児の担当をしている保
育者の勉強会は，巡回相談のフォローアップ
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と機能することとなった．この勉強会では，
巡回相談を担当していた相談員が研修を行っ
たり，より深い事例検討を促すようなグルー
プワークを企画したり，地域の特別支援学校
の地域支援を担当する特別支援教育コーディ
ネーターを招き，情報交換や研修を企画実施
された．勉強会は年間 3～4 回企画され，市
内の公私立保育所などから 40～50 名が参加
していた．参加者には，地域の母子保健セン
ター保健師や児童デイサービスの指導員など
も参加するようになった．このように「支援
連絡会」は，支援当事者間のネットワークを
生み出し，情報交換の場として十分機能した
ものの，PBIS モデル「学習」「実行」「研修
実施」「リーダー」モデル1）の行動支援を行
える専門性の向上まで担うことができなかっ
た．

一方で，行動支援を担うコンサルタント
は，外部からの任用が継続された．その結
果，心理士の任用が円滑に進まなかった際に
は，サービスが中断され，雇用に関する条件
の見直しなどがその都度行われることとなっ
た．

また，地域の私立幼稚園の「こども園」へ
の移行が進むに伴い，所管が県学事課から市

保育課へ移行され，結果「教育研究所」の行
う巡回相談から直接各園を対象とする巡回相
談へと心理的援助サービスが統合されること
になった．

Ⅳ．まとめ：早期発達支援の実装と
今後の課題

高橋6）は，これからの早期発達支援システ
ムのあり方として，福祉行政の主体が市町村
への移行するにあたり，町村モデル（人口 3
万人未満），小都市モデル（人口 3～10 万
人），中都市モデル（中核市・特例市など）
の 3 つの具体的な早期発達支援モデルを示し
ている（表 4）．本稿であげた A 市は，人口
規模では中都市モデルに該当するが，心理的
援助サービスの整備は小都市モデルに該当す
るといえる．特に，医療や心理，各種療法の
ような専門的なサービスを恒常的に担保する
ような雇用を確保するには，その予算確保や
人的配置の調整などは困難さが大きい．

A 市における早期発達支援の実装の過程
は，「教育研究所」や「支援連絡会」といっ
た地域の鍵となるリソースが，少ない資源や

表 4　自治体規模による早期発達支援の基幹機能モデル

町村モデル
（人口 3 万人未満）

小都市モデル
（人口 3～10 万人程度）

中都市モデル
（中核市・特例市等）

直
接
支
援
機
能

早期発見
母子通園
統合保育

早期発見
母子通園

言語療法・作業療法・薬物療法
児童デイサービス

統合保育

早期発見
母子通園

言語療法・作業療法・薬物療法
児童デイサービス

統合保育障害児専門
医療機関

間
接
支

援
機
能

連携協議会
人材育成

連携協議会
人材育成

連携協議会
人材育成

留
意
点

人口 1 万未満では母子通園は
子育て支援事業で対応も可

言語・作業療法は非常勤でもよい．
可能なら知的障害児通園を設置

（高橋，2010 をもとに作成）
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予算のもと，互いに積極的に連携し，時に反
目しながらサービスを作り出したものであ
る．筆頭著者は，巡回相談を担うコンサルタ
ントのリクルートを行うといった資源や情報
の提供を行ってきた．外部のコンサルタント
として，地域に関与するにあたり，「正の強
化で維持される随伴性を維持させ，拡大させ
る」よう，地域のリソースがすでに生み出し
ている自発的な「早期発達支援」行動クラス
に対して強化的に機能する，サービス実装に
対する「積極的行動支援」が求められている
だろう．
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