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【抄録】
本研究の目的は、特別支援教育における、学校と関係機関との連携に関する考えやニーズを教員の属性別で検討す
ること、及び子どもの状態に応じた関係機関との連携について検討することである。調査は、教員研修で150名を対象
に実施し、小・中学校教員から110名分（73.3％）を回収した。t検定の結果、小学校教員の方が中学校教員よりも「気
軽に相談にのってくれる関係機関がほしい」と考えており、中学校教員の方が小学校教員よりも「無気力」や不登校
の子どもが気になる・困っていると考えていた。さらに、ベテラン教員の方が若手・中堅教員よりも発達障害のある
子どもの行動を気になる・困っていると考えており、医療機関や保健所、発達障害者支援センターとの連携を重視し
ていた。重回帰分析の結果、「自身で取り組むべき課題を過度に教師に依存してくる」
子どもに対して、教員は児童デ
イサービスとの連携を必要としていることが示唆された。以上より、学校教員は、子どもの学校生活を含めた日常生
活の支援を視野に入れて関係機関との連携を求めていると考えられる。
キーワード：特別支援教育、連携、学校教員、ニーズ、児童デイサービス
ため、関係機関との連携が必要とされる。
第３に、二次的障害の予防である。障害の早期発見・
早期対応の文脈において二次的障害の予防が重視され
ている。障害の特性に応じた適切な指導・支援が行わ
なければ、発達障害に加えて、心身症・神経症や心の
病 と いった 二 次 的 障 害 が 起 こ る 場 合 が あ る（武 田
2004）
。二次的障害を予防するため、もしくは二次的障
害が起きた際に対応するためには、関係機関との連携
が必要となる。
第４に、発達障害と、従来から学校現場が抱えてい
る課題であるいじめや非行、不登校との関連である。
これらの課題は、第２、第３の要因として挙げた、発
達障害の対応の難しさ及び二次的障害として生じると
も考えられている。現在、各課題と発達障害との関連
や対処方法について検討されている（平岩 2011
・小保
方 2011・小栗 2011・小野 2011）ものの、いじめや非
行、不登校の背景には、家庭や学校での対応や生育歴
等についても検討しなければならない。ゆえに、発達
障害のみならず生活歴や生活環境等も含め、多角的な
アセスメントが行われた上で支援をしていくためには、
関係機関との連携が必要となる。
第５に、乳幼児期から学齢期、学校卒業後の社会生
活に至るまで、長期的な視点に立った支援の継続性の
必要が挙げられる。幼保・小・中・高校への移行が、

１．研究背景及び目的
2007年に学校教育法に位置づけられた特別支援教育
では、それ以前にも増して発達障害 のある子どもへ
の支援が緊要な課題とされた。この課題への対策とし
て、個別の教育支援計画の作成や特別支援教育コー
ディネーターの配置、教育相談の実施にみられるよう
に、校内にとどまらず、関係機関と連携して子どもの
支援を行うことが重視されている。発達障害のある子
どもの支援において連携が必要とされる要因として次
の５点が考えられる。
第１に、発達障害の判断の難しさが挙げられる。
「見
えない障害」と呼ばれることもあるように 、保護者あ
るいは学校教員のみでは発達障害の判断が困難である
ため、おもに医療機関との連携が必要とされる。
第２に、発達障害のある子どもへの対応の困難さで
ある。小学校では、通常学級での対応の限界が関係機
関との連携を必要とするきっかけとなっている（古井
2011）。
社会性やコミュニケーションに障害のある子ど
もの行動については、関係機関の専門職の助言やサ
ポートを受けなければ、その行動の意味を理解して対
応することに困難さが生じる場合がある。保護者や学
校教員が発達障害への対応方法について知ることが、
子どもの成長や関わる人たちの負担の軽減につながる
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子どもや保護者にとってスムーズに進むために学校間
の連携が必要とされる。さらに、学校に加えて、地域
で子どもと保護者を支えていくために、学校と関係機
関との連携が重視される。
上記５点の要因は相互に関連している。学校と関係
機関との連携は、障害のある子どもの学校生活を含め、
地域生活全体を通して、子どもの育ちを保障するため
に行われることが重要である（古井 2011）。近年、特
別支援教育の連携体制は量的に増加している。岩田・
山﨑（2011）らが和歌山県下の小中学校の特別支援教
育コーディネーターに調査した結果、小中学校では特
別支援学校や児童相談所など関係機関との連携が進め
られていることが明らかにされている。さらに、学校
が連携を必要とする関係機関として、小学校では、特
別支援学校、発達相談員、巡回指導、病院が上位に挙
げられ、中学校ではスクールカウンセラー、特別支援
学校、児童相談所が連携先として期待されていた。こ
のように特別支援教育における連携は進められており、
学校教員も関係機関との連携を重視していることが報
告されている。しかしながら、学校教員が発達障害を
含め、どのような子どもの状態を気になる・困ってい
ると考えているのか、教員の属性別（性別・校種・教
員経験年数等）で連携に関する考えやニーズが異なる
のか、子どもの状態に応じてどのような関係機関との
連携を必要としているかについては十分に明らかにさ
れていない。今後、関係機関との連携をより一層深め
ていくためには、学校教員が連携に関してもつ考えや
具体的なニーズを把握する必要がある。また関係機関
の側からみたときも、学校教員の考えやニーズを理解
しておくことが、子どもに対する効果的な支援につな
がると考えられる。ゆえに筆者らは、発達障害のある
子どもの生活を学校と関係機関とが連携して支援する
ことを視野に入れ、学校教員を対象としたアンケート
調査を実施した。
以上より本研究では、アンケート調査を通して、特
別支援教育における学校教員と関係機関との連携に関
する考えやニーズを教員の属性別で検討すること、及
び子どもの状態に応じた関係機関との連携について検
討することを目的とする。

択し、一部変更を加えた。②気になる・困っている子
どもの状態については、発達障害の特性及び二次的障
害として考えられている項目を選んだ。④の関係機関
については、先行研究を踏まえ、学校との連携が求め
られる機関として、医療機関、特別支援学校、保健所
等の８機関を選定した。
本研究で、スクールソーシャルワークに関する調査
票（山野 2008）を参考にしたのは、この調査票が学校
の教員・教育委員会・スクールソーシャルワーカーに
よるブレインストーミング、先行研究等の検討を基に
作成されたからである。このような調査票の項目を採
用することは、学校現場の実態を理解することにつな
がり、学校教員のニーズ把握を目的とする本研究にも
適していると考えられる。さらに、スクールソーシャ
ルワーカーと特別支援教育コーディネーターの取り組
みは、学校を拠点として子どもの最善の利益を目指し
て環境調整を行い、関係機関との連携を行う点で共通
している。ゆえにスクールソーシャルワークに関する
調査票は、特別支援教育においても有効に活用できる
と考えた。
2．2．分析方法
上記②〜⑤の各変数について、それぞれの項目に対
し４件法で回答を設け、その項目の数値が高いほど点
数（１点〜４点）が高くなるように得点化した（「あて
はまらない：１点」
、
「あまりあてはまらない：２点」
、
「ややあてはまる：３点」
、
「あてはまる：４点」
）
。
はじめに、回答者の属性をみたあと、②〜⑤の各項
目の回答の平均値を調べ、教員にとってとくにニーズ
があると考えられる3.0点以上のものに注目した。
つぎに、教員の属性別に②〜⑤の回答の平均値に差
があるかを調べるためにt検定を行った。具体的には、
男性教員と女性教員、小学校教員と中学校教員、教員
経験年数25年未満の若手・中堅教員と25年以上のベテ
ラン教員との回答の平均値の相違を調べた 。
さらに、②気になる・困っている子どもの状態に応
じて、④連携を必要とする関係機関を予測するため、
気になる・困っている子どもの状態を独立変数に、関
係機関を従属変数とする重回帰分析を行った。その際、
性別（ダミー変数：「０＝男性」、
「１＝女性」
）、現在
の 所 属（ダ ミー変 数：「０＝小 学 校」、「１＝中 学
校」
）
、教員経験年数（実数）を調整変数とした。
以上の分析においては、無回答を除いて検討を行っ
ており、統計ソフト IBM SPSS Statistic 20を用い
た。

２．研究方法
2．1．調査方法
2011年８月に行政主催で開催された特別支援教育に
関する教員研修において150名を対象にアンケート調
査を実施した。小学校・中学校教員から110名分を回収
し、有効回収率は73.3％であった。調査内容は、①基
本属性、②教員が気になる・困っている子どもの状態
（11項目）
、③子どもの対応に関する悩みや考え
（10項
目）
、④連携を必要とする関係機関（８項目）
、⑤関係
機関に関する考え（12項目）からなる。②③⑤の質問
項目は、山野（2008）『日本におけるスクールソーシャ
ルワークの実証的研究』で用いられた調査項目から選

2．3．倫理的配慮
調査は、日本社会福祉学会研究倫理指針に基づいて
行った。研修の主催者に、事前に調査の趣旨と内容に
ついて承諾を得て実施した。教員には研究目的以外で
データを使用しない旨を説明し、無記名で回答に協力
していただいた。データは数値化し厳重に保管した。
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ことを理解したい」
「関係機関と学校の間を調整してく
れる役割が欲しい」
「地域と学校を調整してくれる役割
が欲しい」「関係機関との連携は有効である」
の５項目
であった。

３．研究結果
3．1．回答者の属性（表１．）
回答者の性別は、男性16名（14.5％）
、女性が91名
（82.7％）
、記入なし３名（2.7％）であった。現在の
所属は、小学校98名（89.1％）
、中学校12名（10.9％）
であった。記入者の年齢は、20歳代28名（25.5％）
、30
歳代12名（10.9％）
、40歳代13名（11.8％）、50歳代57
名（51.8％）であった 。教員経験年数を５年単位で分
類したとき、５年未満が28名（25.5％）
、５年以上10年
未 満 が ７ 名（6.4％）
、10年 以 上15年 未 満 が ３ 名
（2.7％）、15年以上20年未満４名（3.6％）、20年以上
25年 未 満 ７ 名（6.4％）、25年 以 上30年 未 満17名
（15.5％）
、30年 以 上37名（33.6％）
、記 入 な し ７ 名
（6.4％）であった。

3．3．教員の属性別にみた回答の平均値の相違
（表３．
）
男性教員と女性教員で回答の平均値に相違があるか
を調べるためにt検定を行った。全項目において有意差
は見られなかった。
つぎに、小学校教員と中学校教員で回答の平均値に
相違があるかを調べるためにt検定を行った。小学校教
員 の 方 が 有 意 に 高 い 項 目 は「学 童 保 育」t（101）＝
2.06,p＜.05、
「気軽に相談にのってくれる関係機関が
ほしい」t（100）＝2.41,p＜.05、
「関係機関の動き方や
役割がわからない」
（
＝2.15,p＜.05であった。中
t 100）
学校教員の方が有意に高い項目は、気になる・困って
いる子どもの状態として
「やる気がなく無気力である」
（
1
0
6
）
＝2
.
2
8
,
＜.
0
5
、
「不登校あるいは休みがちであ
t
p
る」t（106）
＝2.07,p＜.05であった。
さらに、教員経験年数25年未満の若手・中堅教員と
25年以上のベテラン教員との回答の平均値の相違を調
べるためt検定を行った。ベテラン教員の方が有意に高
い項目は、気になる・困っている子どもの状態では
「友
だちとの交友関係がうまくとれない」t（101）
＝2.14,
＝3.48,
p＜.05、「やる気がなく無気力である」t（99）
p＜.01、「明らかに発達障害からおきていると考えら
れる行動がある」t（100）
＝2.73,p＜.01、「自身で取り
組むべき課題を過度に教師に依存してくる」（
t 92.9）＝
2.90,p＜.01であった。連携を必要とする関係機関で
は、
「医 療 機 関」t（95）
＝3.22,p＜.01、
「保 健 所」t
（90.3）
,p＜.01、
「発達障害者支援センター」
（7
t 6.6）＝
2.34,p＜.05であった。一方、若手・中堅の方がベテラ
ンより有意に高い項目はなかった。

表１．回答者の属性

3．2．回答の平均値（表２．）
回答の平均値が3.0以上であった項目は、気になる・
困っている子どもの状態の11項目のうち「ちょっとし
たことにすねたり、キレたりする」
「友達との交友関係
がうまくとれない」
「他の人が傷つくようなことを平気
でいう」
「明らかに発達障害から起きていると考えられ
る行動がある」の４項目であった。
子どもの対応に関する悩みや考えでは10項目のうち
「発達障害など課題を抱えた子どもへの対応が難し
い」
「教師に特別な課題のある子どもへの対応のサポー
トが必要である」
「教師に簡単な福祉サービスの知識が
必要である」
「自分の行っている対応が、これでいいの
か不安を感じるときがある」
「個別事例の明確な目標や
方針についてはっきりしないまま日常に追われる」で
あった。
連携を必要とする関係機関では８機関のうち平均値
3.0以上であった項目は「医療機関」
「特別支援学校」
「発達障害者支援センター」「児童相談所」の４機関で
あり、関係機関に関する考えでは12項目のうち「気軽
に相談にのってくれる関係機関がほしい」
「関係機関の

3．4．連携を必要とする関係機関を従属変数とした重
回帰分析（表４．
）
気になる・困っている子どもの状態を独立変数に、
連携を必要とする関係機関それぞれを従属変数として
重回帰分析を行った。分析の結果、
回帰式が有意であっ
たものは、従属変数が医療機関、児童デイサービスの
場合であった。
まず、医療機関を従属変数とした場合、R が.297、
５％水準で有意であった。しかし、標準偏回帰係数を
見たとき、独立変数の項目で有意な値はみられなかっ
た。
つづいて、児童デイサービスを従属変数とした場合
に、R が.282、５％水準で有意であった。この際に用
いた変数の相関について表５．に示す。標準編回帰係
数を見ると「ちょっとしたことにすねたり、キレたり
する」
（β＝‑.381,p＜.05）
が負の有意な値、
「自身で取
り組むべき課題を過度に教師に依存してくる」が正の
有意な値（β＝.283,p＜.05）であった。
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表３．教員の属性別にみた回答の平均値の相違
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表４．医療機関・児童デイサービスを従属変数とした重回帰分析

表５．分析に用いた変数の平均値、標準偏差、および相関行列

ており、若手・中堅教員に対して「無気力」な子ども
への気づきを促すとともに、
特別支援教育において
「無
気力」な子どもへのアプローチについても検討してい
くことが重要である 。不登校については、先述したよ
うに、発達障害の二次的障害としても検討されており、
小学校と中学校との連携が求められている 。
第２に、子どもの対応に関する悩みや考えについて、
本研究では教員の属性別で回答に特徴は見られなかっ
た。学校教員は、発達障害など課題を抱えた子どもへ
の対応をとくに難しいと考えていた。また「教師に簡
単な福祉サービスの知識が必要である」と考えている
ことから、子どもの学校外における日常生活への支援
も念頭において関わっていることがわかる。さらに
「教
師に特別な課題のある子どもへの対応のサポートが必
要である」
「自分の行っている対応が、これでいいのか
不安を感じるときがある」の平均値が高いことから、
学校教員は校種や教員経験年数にかかわらず、同僚あ
るいは関係機関のスーパービジョンやコンサルテー
ションを求めていると考えられる。

４．まとめと考察
以上、特別支援教育において、学校と関係機関との
連携に対する教員の考えやニーズについてアンケート
調査の結果を提示した。以下、調査内容ごとに考察す
る。
第１に、本調査においても、学校教員は発達障害の
行動特性を気になる・困っている子どもの状態として
考えていた。その中でも本研究では、ベテラン教員の
方が若手・中堅教員よりも、発達障害の行動特性を気
になる・困っていると考えていた。特別支援教育を推
進する際、若手・中堅教員に対して、発達障害に関す
る知識や対応方法についてさらに普及させる必要があ
ろう。また、中学校では小学校段階に比べて、より気
になる・困っている子どもの状態として「やる気がな
く無気力である」「不登校あるいは休みがちである」
の
２項目が示された。前者については、ベテラン教員の
方が若手・中堅教員よりも深刻な状態として考えてい
る。子どもの「無気力」は不登校にもつながるとされ
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第３に、連携を必要とする関係機関として学校教員
は、
「医療機関」
「特別支援学校」
「発達障害者支援セン
ター」「児童相談所」との連携をとくに求めていること
が本研究の結果から示された。ベテラン教員の方が若
手・中堅教員よりも、いわゆる専門機関とみなされて
いる医療機関や保健所、発達障害者支援センターとの
連携をとくに必要としている。ただ、連携を必要とす
る関係機関を従属変数とした重回帰分析の結果、学校
教員は、児童デイサービスとの連携を必要であると考
えていることが示された 。児童デイサービスは、18歳
未満（理由がある場合は20歳まで）の障害のある児童
に対して日常生活における基本的動作の指導、集団生
活への適応訓練などを行うことを目的とした事業であ
る。学校教員は、
「自身で取り組むべき課題を過度に教
師に依存してくる」子どもに対して、児童デイサービ
スで日常生活や集団生活への指導や支援を求めている
と考えられる。ここから学校教員は、子どもの日常生
活を支援する児童デイサービスのような施設との連携
に関するニーズを潜在的にもっていることが示唆され
た。
さいごに、関係機関に対する考えについて、学校教
員は属性にかかわらず「関係機関との連携は有効であ
る」
と考えている。
「関係機関と学校を調整してくれる
役割が欲しい」
「地域と学校を調整してくれる役割が欲
しい」というニーズを教員がもっていることから、子
どもの日常生活を支援することを視野に入れていると
考えられる。また教員の属性別の分析によると、小学
校教員の方が中学校教員よりも「気軽に相談にのって
くれる関係機関がほしい」と考えていることからは、
中学校よりも小学校の方が連携に関する関心やニーズ
が高いことが窺える。しかし「関係機関の動き方や役
割がわからない」とも考えていることから、関係機関
の役割や職務範囲と内容に関する情報提供を小学校教
員は必要としていると考えられる。

１）「発達障害」については、2005年に施行された発達障害者支
援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性
発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類す
る脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発
現するもの」と定義されている。本研究では、この定義に該
当し、①発達障害の医学的診断を得ている子どもと、②診断
はなされていないが「
『発達障害』の特性に当てはまると教
員が考えている子ども」のことを「発達障害のある子ども」
と暫定的に言及する。
２）「見えない障害」という言い方には検討の余地が残される。
車いすを利用する身体障害など「見える障害」の方が「見え
ない障害」よりも、支援が得やすいというような「誤解」を
与える恐れもあるからである。また、発達障害のある人と周
囲とのトラブルは生起しており、本人の側からみた生活上
の困難は顕在化していると思われるからである。
３）以下、回答者の属性別で人数の偏りがある。女性の方が男性
よりも多く、小学校教員の方が中学校教員よりも多い。この
ような人数の偏りについては研究方法上、検討の余地が残
されているものの、本研究では目的に沿って教員の属性別
で統計的分析を行う。なお、教員経験年数25年を基準に、ベ
テラン教員と若手・中堅教員に分けたのは、人数が均等にな
るように考慮したためである。
４）平成22年度学校教員統計調査をみると、全国の小学校教員
の 年 齢 別 構 成 は、20歳 代13.1％、30歳 代20.6％、40歳 代
27.9％、50歳代以上38.1％である。中学校教員では、20歳代
11.8％、30歳代22.7％、40歳代32.1％、50歳代以上33.4％で
ある。本調査の回答者の年齢構成と比較したとき、本調査の
方が全国よりも、20歳代と50歳代以上の割合が高く、30歳
代・40歳代の割合が低い。
５）笠井ら（1995）は「無気力」と関連が強い要因について、小
学生では「充 実 感・将 来 の 展 望 の 欠 如」
「消 極 的 人 間 関
係」
、中学生では「積極的学習意欲の欠如」「無力感・あきら
め」であるとしている。中学生の無気力感予防として牧
（2007）は、非随伴性経験の軽減とコーピング・エフィカ
シーの増加に加えて、人間関係に関わる思考の偏りの低減

５．本研究の限界と今後の課題

が効果的であると提案している。
６）西川・生島（2010）は、小学校から中学校１年生への移行期

本研究は、先行研究と比較して、既存の調査項目に
連携を必要とする関係機関を加えた上で、教員の属性
別の分析、及び子どもの状態と関係機関との関連の分
析を試み、その結果を提示した点に独自性があると考
える。しかしながら、本研究では、子どもの状態に焦
点を当てて関係機関との連携について把握することに
焦点を当てたため、保護者の状態については詳細な項
目を設定していない。保護者が学校と関係機関との連
携に影響を及ぼしていると考えられるため、保護者の
状態を具体的に把握する必要がある。
今後は、保護者の状態を含めて、発達障害のある子
どもに対する学校と関係機関との連携についてさらに
検証するとともに、障害のある子どもの日常生活の支
援について詳細な検討を行うことを課題としたい。

で不登校が多くなる「中１ギャップ」を問題化し、広汎性発
達障害のある子どもに対する支援事例を紹介している。そ
こでは、中学校のスクールカウンセラーが小６児童に対し
て中学校入学前から移行後の不安を軽減することが、子ど
もに合った形で中学校生活を送れることにつながったとあ
る。
「中１ギャップ」は新潟県教育委員会が名づけたもので
あり、典型例として、支え喪失、自己発揮機会喪失、脆弱性
露呈、課題解決困難化、友人関係展開困難化が挙げられてい
る。
７）2012年４月より障害者自立支援法から、児童福祉法に基づ
く児童発達支援及び放課後等デイサービスに移行した。
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