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障害児地域生活支援体制の発展モデルに関する研究
―埼玉県東松山市を事例として―
西村

久美子（社会福祉学科博士前期課程）

要旨：本研究は、障害児の地域生活支援体制の発展の内実と発展の要因について明らかにす
ることを目的とし、埼玉県東松山市を対象に事例研究を行ったものである。文献調査とイン
タビュー調査を通じて、同市の地域生活支援体制の発展プロセスが、国が示す発展モデルに
沿っているかを検証し、各発展段階の特徴と発展の要因を明らかにした。当事者を中心とし
た「協働の展開プロセス」の継続が地域生活支援体制を発展させた要因であることが確かめ
られた。昨今の施策では、ソーシャル・アクションの要素を含む相談支援を通じて、地域生
活支援体制を発展させていくことが求められている。同市の取り組みでは、「協働の展開プロ
セス」の中で、当事者のニーズが地域の課題として普遍化され、その課題解決のために必要
なサービスが地域の仕組みとして事業化・施策化された。よって、このような同市における「協
働の展開プロセス」は相談支援であると言える。
キーワード： 障害児、相談支援、地域生活支援体制

I. 研究の背景と目的
1. 研究の背景
国連の「障害者の権利に関する条約」において、障害児・者の地域社会へのインクルージョ
ンの重要性が謳われている。我が国は同条約を 2014 年に批准し、政策や制度改革を含め、イ
ンクルージョン推進のための様々な取り組みが行われているところである。
障害児に関して言えば、厚生労働省において 2014 年に「障害児支援の在り方に関する検討
会」が開催され、同年 7 月に「今後の障害児支援の在り方について（報告書）」が取りまとめ
られた。同報告書は、「地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進と合理的配慮」
を障害児支援の第一の基本理念として掲げ、共生社会を目指した障害児支援の方向性や具体
的方策を含む障害児支援の在り方に関し提言している。
一方で、特別支援学校・学級の増加が示すように、インクルージョンの理念と実践が乖離
している状況が見られる。障害児に特化した支援サービスや教育の充実とともに、
障害児の「子
ども」としてのあたりまえの（普通の）地域生活が阻まれている。このような状況から、イ
ンクルージョンを志向した障害児支援の具体的な取り組みについては模索の段階にあると言
える。障害児が地域において障害のない子どもとともに育ち、学び、生活をしていくための
支援施策や地域の在り方が問われているのである。
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2. 研究の目的
障害児が地域の中で「子ども」としてのあたりまえの生活をおくるには、地域での支援体
制の整備が必要である。したがって本研究では、インクルージョンを志向した障害児支援の
在り方を検討するために、障害児の地域生活支援体制に焦点をあてる。
障害児の地域生活支援体制については、後述する通り国からその発展モデルが示されてい
る。しかしながら、全国の自治体における地域生活支援体制の進展の状況や、発展の具体的
なプロセスについての研究は見当たらない。すなわち、国が示すモデルに沿って、地域生活
支援体制が構築され得るのか明らかになっていない。また、地域生活支援体制の発展にかか
る実践的な検証も十分に行われていない。よって本研究では、先進事例である埼玉県東松山
市の地域生活支援体制について検証を行う。国のモデルに沿った発展プロセスを経ているか
を確認し、同市の地域生活支援体制の発展の内実及び発展の要因を明らかにする。以上に基
づき、市区町村レベルにおける障害児地域生活支援体制構築への取り組みの示唆を得ること
を目的とする。

II. 相談支援を通じた地域生活支援体制の構築
1. 障害児支援における相談支援
日本では、障害の早期発見・早期療育を重視し、障害への対応を一義的な目的として障害
児施設を充実させ、施設を中心とした障害児支援の確立が図られてきた。一方で、1980 年代
以降のノーマライゼーションの概念の普及とともに、障害児の地域社会でのあたりまえの生
活の保障が重視されるようになり、障害児支援の在り方が問われていった。こうした流れの
中で、地域生活支援体制の確立が目指され、その中核を担うものとして相談支援が位置づけ
られた。
1995 年に策定された「障害者プラン（ノーマライゼーション 7 カ年計画）」
（1996 年〜 2002 年）
において、地域で共に生活するための具体的施策のひとつとして、「障害児の療育、精神障害
者の社会復帰、障害者の総合的な相談・生活支援を地域で支える事業を、概ね人口 30 万人当
たり、それぞれ 2 か所ずつ実施する」体制づくりが示された（山内・望月 2015：58）。これによっ
て、障害児と知的障害については「障害児（者）地域療育等支援事業」が創設され、予算化
された。同事業について山内・望月は、日本における相談支援事業の始まりと位置づけるこ
とができると述べている（山内・望月 2014：59）。以降、第 2 次から第 4 次にわたる障害者基
本計画の中でも、相談支援は障害児の地域生活支援を進める方策として位置づけられている。
「今後の障害児支援の在り方に関する検討会」
（厚生労働省 2014）や「子ども・子育て支援制度」
等の障害児支援にかかる昨今の政策動向をみても、障害児の社会へのインクルージョンが基
本理念として置かれ、相談支援によって地域生活支援体制の充実を図ることが示されており、
相談支援の重要性が強調されている。相談支援による地域生活支援体制の確立を通して、障
害児の地域へのインクルージョンの進展が期待されるところである。
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2. 相談支援 1
ここで、相談支援が含有する内容について整理を行う。
2002 年に厚生労働省より出された「障害者ケアガイドライン」の中で、障害者ケアマネジ
メント（相談支援）とは「障害者の地域における生活を支援するために…（中略）…複数の
サービスを適切に結びつけて調整を図るとともに、総合的かつ継続的なサービスの供給を確
保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進する援助方法である」と定義されている。また、
2005 年の「相談支援の手引き」において、相談支援は以下のように定められている。

「（利用者の）複合的な生活課題（ニーズ）に対して、生活の目標を明らかにし、課
題解決に至る道筋と方向を明らかにして、地域社会にある資源の活用・改善・開発を
とおして、総合的かつ効率的に継続して利用者のニーズに基づく課題解決を図ってい
くプロセスと、それを支えるシステム」
（相談支援の手引き（2008 年）、下線は筆者による）
以上、代表的な 2 つ指針で明言されている通り、相談支援は、単に、個々の地域生活支援
のためのサービス調整や関係者の連携促進に留まらず、個別支援の中で顕在化する資源不足
等の地域課題の解決に取り組むことや、そのためのシステムづくりまでを含む概念であるこ
とが理解できる。「障害者ケアガイドライン」の中では、「社会資源の改善・開発」は個別の
相談支援と相互に関連し合いながら展開されるものとし、地域の社会資源の把握と連携づく
り、障害者・障害者団体・地域・地域住民・行政機関等への働きかけが含まれていると示さ
れている。
このように、相談支援には、ソーシャル・アクションの側面が含まれており、またそれが
重視されていることが理解できる。相談支援の考え方に立ち、個別ニーズから明らかとなる
地域課題を起点として社会資源の改善や開発を行い、またそれを実現するための仕組みづく
りを通して、障害児（者）の地域生活支援体制を発展させていくことが求められている。

3. 相談支援を通じた地域生活支援体制の構築
地域生活支援体制は、障害児の「子ども」としてのあたりまえの地域生活を保障するため
の仕組みである。地域生活支援体制は、ノーマライゼーションの理念の実現を掲げて始まっ
た 2003 年の支援費制度以降、その充実に焦点が当てられてきた。支援費制度の開始に伴って、
「自己決定」という利用者本位の地域生活支援を提供するために、総合的にサービスの調整を
図るケアマネジメントが相談支援の具体的な手法として導入された（中野 2016：21）。つまり、
障害児（者）本人が希望する地域生活を実現するための相談支援という位置づけである。さ
らに、前節で述べた通り、包括的な相談支援を通して障害児（者）の地域生活を支える支援
体制づくりまで行うとしている。
相談支援を通じた地域生活支援体制の充実を図るため、2006 年の障害者自立支援法におい
て自立支援協議会の法定化及び市町村・都道府県レベルでの障害福祉計画の策定の義務化が
行われた。地域生活支援体制の発展に資する相談支援の展開のための具体的方策として、自
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立支援協議会が位置づけられたと言える。社会資源の改善や開発までを含む相談支援の実践
を行う自立支援協議会が、障害者福祉計画の策定につながることで、障害児（者）の地域生
活支援体制の発展に必要な事業や施策の実現が可能となる仕組みとなっている。
上記で述べた内容を総括し、相談支援を通じた地域生活支援体制の構築を表したものが図
1 である。本人が希望する地域生活を実現するための相談支援を通して、地域生活支援体制づ
くりに取り組むことを示している。その具体的内容は、個々のニーズを地域のニーズとして
普遍化し、社会資源の改善・開発を通して課題解決を図り、その解決策を地域の仕組みに落
とし込む。このような一連の取り組みはソーシャル・アクションであるとも言え、これを関
係者が連携し行う。このプロセスと仕組みが相談支援である。そして、障害者福祉計画や地
域自立支援協議会を通じて、相談支援の充実を図るとされている。

（筆者作成）
図1

相談支援を通じた地域生活支援体制の構築

4. 地域生活支援体制の発展のモデル
上記のような相談支援による地域生活支援体制の構築は、一朝一夕に確立されるものでは
なく、関係者の継続的な取り組みにより発展していくものである。厚生労働省は 2003 年に「障
害者地域生活推進特別モデル事業」を実施し、地域生活支援体制の発展のモデルを提示した。
同事業は自治体における相談支援の円滑な推進を図り、障害児（者）の地域生活支援体制
を整備するために行われたもので、「地域生活移行事業」と「地域生活ステップアップ事業」
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からなる。後者については「各地域における地域生活支援の取組みの現状に応じ、地域生活
支援の仕組みを段階的に向上させるために必要な事業を支援するもの」としている。本事業
に係る障害保健福祉部長通知「障害者地域生活推進特別モデル事業」（平成 15 年 5 月 30 日 障
発第 0530006 号）の中で、地域生活支援体制は、地域の実情に応じて「相談支援、ケアマネ
ジメント、市町村の関与、サービス提供体制等が関連性を持って発展していく」との前提に
立ち、地域支援システム（本研究での地域生活支援体制）の発展モデルが提示されている。
当該モデルとして、大都市型、市町村型圏域タイプ、市町村型市単独タイプの 3 つのモデル
が示されており、それぞれ 5 つの段階と各発展段階の判断基準が設けられている。
この発展モデルでは、当事者の地域生活を支える社会資源と関係者の連携が限定的な状態
から、当事者の地域生活のニーズを受け止める相談支援事業の展開とともに、居宅サービス
が充実し、関係者の連携が段階的に広がっていくというプロセスが提示されている。前節で
整理した包括的な相談支援を通じて、このようなプロセスに沿って地域生活支援体制の発展
に取り組むことが示されていると言える。
このように、国から地域生活支援体制の発展モデルが示されたものの、全国の自治体にお
ける地域生活支援体制の進展の状況や、発展の具体的なプロセスについての研究は見当たら
ない。また、地域生活支援体制の発展にかかる実践的な検証も十分に行われていない。よって、
地域生活支援体制の発展のプロセスや発展の要因を明らかにするために、先進事例である埼
玉県東松山市を対象とし事例研究を行うこととした。

III. 研究方法
1. 調査の目的
前章までの考察に基づき、先進事例として、長年にわたりインクルージョンの理念を基に、
障害児の地域生活支援体制の充実に取り組んできた自治体である埼玉県東松山市を取り上げ、
地域生活支援体制の発展の内実と発展の要因を明らかにすることを試みる。調査の目的は、
国のモデルと照らし合わせ東松山市の地域生活支援体制の発展プロセスを検証するとともに、
発展に寄与した要因について分析及び考察を行うことである。

2. 調査の方法
本研究では、Yin, R. K の「ケース・スタディの方法」を参考に、質的研究のひとつであるケー
ス・スタディの方法を用いる。ケース・スタディは、特定の事象に関する研究の初期段階に
おいて有効な方法であり、「プロセスや背景を含む、対象に対するより深い理解」を得ること
を通じて「メカニズムの発見・解明に貢献するもの」である（高橋・徳山・吉田：2015）。以
下に述べる調査を通じて、東松山市において地域生活支援体制がどのように発展してきたの
か、またその発展を進めた要因は何かについて分析及び考察を行う。
Yin（1994：105-107）は、ケース・スタディの原則のひとつとして、同じ事象を立証する
ために複数の証拠源を利用することを挙げている。これに従い、本研究では文献調査とイン
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タビュー調査を行うこととした。またインタビュー調査においては、より多角的な分析を行
うために、異なる背景を持つ関係者を調査対象者とした。

3. 文献調査
文献調査では、東松山市の障害児（者）福祉等の関連分野に関する研究論文の他、インター
ネットで入手可能な東松山市及び同市の支援機関が発行する文書や会議録等（2 次データ）を
調査対象とした。文献調査に基づき、東松山市の地域生活支援体制の発展のプロセスが、国
が示す発展モデルに沿っているかを検証した。

4. インタビュー調査
文献調査を踏まえた上で、東松山市の地域生活支援体制の発展の内実と発展の要因を分析・
考察するために、インタビュー調査を行った。1990 年以降の取り組みを理解するために、当
時から当該分野に従事または関わってこられた方、計 6 名を対象にインタビュー調査を実施
した。
（1）インタビュー調査の対象者とサンプリング
研究対象者は、地域生活支援体制の発展のプロセスを多角的に理解するために、行政職員
2 名、福祉専門職 2 名（現行の相談支援専門員にあたる職種に従事してきた方）、現在 10 代後
半から 20 歳台の障害のある子どもを持つ親 2 名とした。研究対象者の抽出は、スノーボール
サンプリング形式にて、同市の障害児地域生活支援体制の構築の中核を担ってきた行政職員
の方より、本調査の趣旨を理解いただいた上で、他の調査対象者を紹介いただいた。障害児
の親については、福祉専門職の方から紹介いただいた。
（2）倫理的配慮
本調査の実施にあたり、上智大学「人を対象とする研究に関する倫理委員会」より承認
（2018-35）を得、その内容に基づき研究を進めた。
（3）調査データの収集方法
調査データの収集においては、2018 年 8 月から 10 月にかけて、事前に準備したインタビュー
ガイドに基づき、一人あたり 2 時間程度のインタビュー調査を、1 回、個別に実施した。行政
職員については、先方の希望により 2 人同時にインタビューを行った。
（4）分析方法
インタビュー調査結果の分析においては、佐藤郁哉氏の「質的データ分析法」の分析法を
参考にし、インタビューの逐語録の分析を行った。分析方法の詳細については、第 V 章で述
べる。

IV. 文献調査結果の分析
1. 東松山市の概況と取り組み
（1）東松山市の概況
東松山市は埼玉県の中央に位置しており、県の地域区分では西部地域の北端に位置する。
高度成長期には、東京のベッドタウンとして東松山市駅や高坂駅周辺を中心に人口が増加し
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た。2018 年 11 月時点の人口は 90,239 人であり、世帯数は 39,820、教育機関については、幼
稚園 7 園 , 小学校 11 校 , 中学校 6 校 , 高等学校 3 校 , 特別支援学校が 1 校ある。
（2）東松山市のノーマライゼーションのまちづくりの取り組み
東松山は、1990 年ごろより、ノーマライゼーションの理念に基づいたまちづくりに積極的
に取り組んできた。大きな転機は、1994 年の市長選挙において「生活重視・福祉優先」を施
策に掲げた前市長の当選であった。以降、障害児・者が障害のない人とともに地域で生活す
るための具体的な施策が行われてきた。これらの取り組みの中心にあり、同市の福祉政策を
進める上での重要な指針として位置づけられるのが、障害者基本法で定められている市町村
障害者計画にあたる「市民福祉プラン」である。1997 年に策定された第一次市民福祉プラン
に始まり、現在は第三次次市民福祉プランの只中である。下表は東松山市市民福祉プランの
概要をまとめたものである。第一次から一貫して、「共生社会の実現」が目標として貫かれ、
その方針の下に様々な施策が展開されてきたことが理解できる。
表 1 東松山市市民福祉プランの概要
期間
基本理念
第一次 1997 年〜 2006 年 ともに生き、暮らし分け合う、安心・自立のまちづくり
第二次 2007 年〜 2016 年 ともに暮らすまち、東松山の実現
（後期基本計画では「ともに暮らし、互いに支え合うまち 東松山
の実現」）
第三次 2017 年〜 2026 年 認め合い、支え合い、ともに暮らすまち 東松山の推進−すべて
の人が主人公になるまちを目指して−
（3）東松山市の障害児地域生活支援の取り組み
・障害児通園施設の閉鎖
東松山市の知的障害児通園施設として O 学園が開設したのは 1973 年である。その後、1990
年に社会福祉法人 S が O 学園を子ども発達センター H に改称し、その運営を引き継いだ。当時、
子ども発達センター H は埼玉県西部地域の早期療育の拠点としての役割を担っており、待機
児童を抱えるほどの通園利用者がいた。そのような状況の中、社会福祉法人 S は、1994 年に
子ども発達センター H の解体を同施設の運営方針として掲げ、その目標への取り組みを進め
ていった。これは、ノーマライゼーションの理念の実現に取り組むには、障害児を地域社会
から引き離してしまう通園施設の在り方を見直さなければならないという、同社会福祉法人
の信念に基づいている。以来 10 年の取り組を経て、2003 年に子ども発達センター H の廃止
届が出された（佐藤 2004：41-45）。
上記の取り組みと並行し、東松山市の行政は、1996 年に障害児保育要領を策定、保育士の
加配を制度化し、地域の保育園における障害児の受け入れ体制を整えていった。結果として、
障害のある子どもは地域の保育園に通うようになり通園施設の利用者は激減し、2008 年、通
園施設は閉園した。インクルーシブ保育の実践が定着したのである。その結果、地域の小中
学校への進学を希望する障害児が増加した（東松山市社会福祉協議会 2008：90）。
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・インクルーシブ保育・インクルーシブ教育の取り組み
上記で述べた障害児通園施設の役割の転換に伴い、地域の保育園・幼稚園、そして小学校
に進みたいと希望する障害児の保護者が増えていった。1996 年の障害児保育要領に続き、同
年には介助員要領が策定され、保育園・幼稚園及び小学校において、日常生活の介助や教室
移動等における誘導を必要とする障害児に介助員を配置することが可能になった。さらに、
2007 年には学校における看護師の配置が制度化され、医療的ケアが必要な子どもも、親の付
き添いなしで保育園・幼稚園及び学校に通えるようになった。以上のような取り組みにより、
東松山市ではインクルーシブ保育・インクルーシブ教育が進展している。
・就学指導委員会の廃止と就学指導調整会議の創設
2007 年当時の従来の国の仕組みでは、障害児の就学先の決定は障害の程度により就学指導
委員会が決定することになっていた 2。このような仕組みに疑問を持った市長を含む関係者の
働きかけにより、2007 年に同市教育委員会は就学支援委員会の廃止を決定し、代わって本人
と保護者の選択を尊重する仕組みとして就学相談調整会議が設置された。就学相談調整会議
の仕組みでは、障害児の就学先決定に際し、同会議が就学先の判定を行うのではなく、本人
と保護者の希望を最優先し、支援者は相談や情報提供を行う。こうした本人と保護者に寄り
添った就学支援は、全国に先駆けての取り組みであった。
・障害児（者）の地域生活を支えるサービスの充実
障害児の地域生活を支えるサービスとして、東松山市では、レスパイトサービス事業やホー
ムヘルプサービス事業が全国に先駆けて導入された。また、総合福祉エリアを 2000 年に開設し、
24 時間 365 日、いつでも誰でも相談できる相談支援体制を整えたことも、特筆すべき取り組
みである。
障害者については、重度知的障害者のグループホームの立ち上げ（2002 年）や一般就労を
促進する障害者支援センターの開設（2003 年）等、地域生活を支える画期的な取り組みが行
われていった。
・地域自立支援協議会
東松山市において、地域自立支援協議会が設立されたのは、2007 年である。「まちづくりと
しての福祉」を推進するための協議会と位置づけ、障害福祉に特化した関係者だけではなく、
一般の社会資源（例えば商工会、消防、自治会等）に関わる人々の巻き込みが設立当初より
図られてきた（山口 2007：32-33）。地域自立支援協議会は全体会（年 2 回）、幹事会（月 1 回）、
プロジェクト（月 1 回）、連絡会議（概ね月 1 回）で構成される。プロジェクトでの取り組み
から導き出される地域課題に対し、連絡会議においてその具体的な対応策を検討の上、試行し、
その成果等を全体会で広く共有する仕組みとなっている。
以上の通り、第一次市民福祉プランから始まる「共生社会の実現」の理念の下、障害児の
地域生活支援にかかる様々な取り組みが行われてきたことが理解できる。
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2. 東松山市における障害児地域生活支援体制の発展モデル（仮説段階）
II.4 で述べた国の地域生活支援体制の発展モデルの判断基準に基づき、前節までの文献調査
の結果を分析したところ、東松山市の地域生活支援体制は、概ね国のモデルに沿って発展し
ていることが確認された。表 2 に示す通り、東松山市の地域生活支援体制の発展は、第 1 期（黎
明期）、第 2 期（発展期）、第 3 期（全盛期）の 3 段階を経ていることが仮説として導かれた。
表2

東松山市の地域生活支援体制の発展モデル（仮説段階）

1990 年以降に始まる第 1 期は黎明期とも言え、厚生労働省が示すモデルの第 II 期と類似点
が多い。この時期は、障害児支援について行政は第一義的に通園施設に任せている状況である。
当時、社会福祉法人 S の子ども発達センター H が開設され、東松山市を中心に埼玉県比企地
域に住む障害児のための通園施設として機能していた。併せて同法人が心身障害児（者）施
設地域療育事業を受託し、施設のオープン化が始まった。また地域生活支援サービスとして
レスパイトサービス事業がひとつの法人の私的サービスとして開始した。障害児の地域生活
におけるニーズを受け止め、そのためのサービス提供が行われ始めるが、そのサービスの供
給量は限定的であった。
1994 年から 2007 年までの第 2 期は、障害児の地域生活支援にかかる様々な取り組みが行わ
れた時期であり、発展期であると言える。これは、国のモデルの第 III 期の判断基準と合致する。
「ノーマライゼーションのまちづくり」を施策に掲げる前市長の当選、右の理念に基づく第一
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次市民福祉プランの策定、そして障害児通園施設の解体が事業所の方針として掲げられると
いった、ノーマライゼーションの理念に基づく施策や取り組みが始まった時期である。また、
この時期には地域生活支援サービスが充実していった。市民福祉プランの策定等を通じて行
政と事業所等関係者の連携が行われ始めたのもこの時期である。
2007 年から現在までの第 3 期は全盛期であり、国のモデルの第Ⅳ及び第 V 期と類似する点
が多い。この時期には、国の方針の下、地域自立支援協議が設置され、多様な関係者・機関
の連携が図られるとともに、地域生活支援ネットワークが充実してきた。
文献調査からは、以上のような発展モデルが仮説として導き出された。これは、国が示す
発展モデルと類似するプロセスを経ている。東松山市におけるケアマネジメントの展開につ
いては十分な情報を得ることはできなかったが、「相談支援」、「市町村の関与」、「サービス提
供体制」が関連性を持ち、地域生活支援体制が発展したことが分かる。
以上の文献調査結果を踏まえた上で , 同市の地域生活支援体制の発展の内実と発展の要因を
分析・考察するためにインタビュー調査を行った。

V. インタビュー調査結果の分析
インタビュー調査では、前章での文献調査結果の分析で導出された仮説の検証を行った。
その上で、発展の要因について分析を行い , 東松山市における地域生活支援体制の発展モデル
について考察した。

1. 各発展段階の特徴と次の段階へと進んだ契機に関する分析（仮説の検証）
インタビュー調査を逐語記録化したテキストデータの中から、①各発展段階の特徴と②次
の段階へと進んだ契機を表す部分を中心に抽出し（文書セグメント）、発展段階毎にまとめ、
分析の上、ストーリー化を行った。ストーリー化に際しては、オリジナルのテキストと文書
セグメントの両方を繰り返し読むことで、調査対象者の意図や全体の文脈を損なわないよう
留意した。
以下に上記分析の結果をまとめる。なお、インタビュー内容をそのまま引用する場合には、
当該文を鍵括弧と斜体で示す。インタビュー調査対象者は行政職員 2 名（A、B）、福祉専門
職 2 名（C、D）、障害児の親 2 名（E、F）の計 6 名である。
（1）第 1 期（黎明期）1990 年〜
① 段階の特徴
a) 医療モデルに基づく支援が中心（施設外の関係者との連携は限定的）
障害児通園施設の運営を社会福祉法人 S が引継ぎ子ども発達センター H を開設したのは
1990 年である。社会福祉法人 S は、子ども発達センター H を通園施設として極めていくこと
を目指し、療育の専門性を高めることに注力していた。インタビューからは、この当時、医
療モデルに基づいた障害児支援が展開されていたことが理解できる。
子ども発達センター H は通園施設の機能に合わせ、施設のオープン化として心身障害児者
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施設地域療育事業を受託し、家庭訪問や保育園・幼稚園の出前支援、措置外の子どもの療育
教室を開始した。これは、
「インクルーシブということではなく障害児通園施設を総合通園施

設にするための機能の拡大を狙ったものであった」（【福祉 C】） とのことである。この時期は
まだ、ノーマライゼーションの理念の具現化や障害児の地域生活を支える取り組みに主眼が
置かれていなかった。
以上から、第 1 期の特徴としては、医療モデルに基づいた施設での療育に重点が置かれて
いたことが理解できる。また、地域生活を支えるという観点での支援は限られていたことから、
施設外の関係者との連携も限定的であったということが推察される。
b) 本人・保護者のニーズを受け止め、地域生活支援サービスが出始める
また、第 1 期の 1992 年に社会福祉法人 S は制度外のサービスとしてレスパイトサービス事
業を始めた。子ども発達センター H では年に 1 回、親の付き添いなしで宿泊経験をする「お
泊り保育」を実施していた。この事業を通じて、保護者のレスパイトサービスに対するニー
ズが顕在化し、同事業の開始に至ったとのことである。保護者のニーズを受け止め、地域生
活支援として必要な居宅サービスを社会福祉法人 S が独自に開始したのであった。一法人を
中心に障害児の地域生活支援が萌芽した時期とも言える。
② 次の段階へと進んだ契機（第 1 期→第 2 期）
第 1 期の取り組みを通じて、社会福祉法人 S の福祉専門職の中で徐々に生じてきたことは
「自己矛盾と内省化」であった。通園施設の強化に取り組めば取り組むほど、地域から引き離
される子どもが増えるといった、ノーマライゼーションの理念に反した矛盾を感じるように
なったという。このような自己矛盾と内省化を経て、社会福祉法人 S は通園施設の解体路線
に大きく舵をきっていった。また、施設のオープン化事業を通じて、職員が地域に出ていく
ようになり、地域で保障できるものが見えてきたことで、解体の方向に踏み切れた（【福祉 D】）。
これらが、第 1 期から第 2 期へと進む契機となったと言える。
そして、同じ年に、ノーマライゼーションのまちづくりを施策に掲げる市長が当選したこ
とも、次の発展段階へと進める契機となった。
（2）第 2 期（発展期）1994 年〜
① 段階の特徴
a) 関係者の連携が始まる
第 2 期は、第一次市民福祉プランの策定やケアマネジメントの考え方の導入により、関係
者の連携が始まった段階である。
第一次市民福祉プランの策定にあたっては、行政、福祉事業所関係者、当事者家族のメン
バーからなるワーキンググループが設置された。同プランの策定を通じて関係者の連携が図
られた。第 2 期の初めに、市長及び法人のトップから出されたノーマライゼーションの理念を、
市の政策として障害者計画にどのように落とし込むかということを中心に、関係者の連携が
始まったのである。
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また、関係者の連携については、2000 年ごろにケアマネジメントの考えが入ってきたこと
により、当事者の地域生活全体をコーディネートし、支えるために関係者の連携が図られる
ようになったことも言及された。
b) 行政主導による地域生活支援サービスの充実
さらに、この段階の特徴として、行政主導による地域生活支援サービスの充実を挙げるこ
とができる。ちょうどこの時期は、地方分権が進み、福祉についても計画の策定や事業の立
ち上げを市区町村が担うようになった。こうした流れの中で、第一次市民福祉プランを具現
化する形で、総合相談センターの開設、法人が私的に行っていたレスパイトサービス事業の
公的制度化等が行政主導で行われていった。このことについて、【行政 A】は以下のように述
べた。

「時代の変わり目ということもあり、自分たちが計画を立て、事業の在り様を決めら
れる時だったということもあり、そんな中でノーマライゼーションやインクルージョ
ンのために頑張るというのは意味のあるということだと洗脳され、ちょっと頑張ると
成果がでてきて、成果が出てくると行政マンの喜びというか…」（【行政 A】）
こうして第 2 期では、地域生活支援のための様々な施策やサービスが整っていった。
c) 当事者にとっては「まだまだ戦っている」
一方で、【福祉 D】は第 2 期について、障害児と家族にとっては、地域で生きていけるとい
う実感はまだまだ持てていなかったと述べる。【親 E】
【親 F】のインタビューからも、この当
時はまだ、学校生活を含む地域生活では様々な困難に直面していた様子がうかがえた。
② 次の段階へと進んだ契機（第 2 期→第 3 期）
第 2 期から第 3 期へと進んだ契機は、第二次市民福祉プランの策定であったと言える。策
定プロセスでは関係者が議論し合うことに重点が置かれ、そのような取り組みを経て、当事
者（家族）、行政、福祉専門職等の関係者が今後目指すべき方向性や取り組むべき課題を共有
していった。そして、
「第二次市民福祉プランと自立支援協議会ができてからの 10 年間とい

うのは、事業所の人達の間の風通しが格段に良くなった」（【行政 A】） ということである。
第二次市民福祉プランには、「エピローグ」として「目標が実現した姿」が物語調で書かれ
ている。東松山市に引っ越してきた 5 人家族を主人公として、ノーマライゼーションが具現
化したまちの様子を描いている。エピローグの挿入は、計画のイメージを策定メンバーが共
有することを目的として、
【行政 A】が提案したものであった。このエピローグについて、
【福
祉 D】は以下のように語った。

「ああいう世界を目指すための自立支援協議会というのはすごく分かりやすかった。
こういうまちにするんだという決意表明であったのだと思う。ストンと落ちた…（中略）
…あれがあることで計画に血が通うというか…あれが書けるところまで成熟したプラ
ンだと感じた。」（【福祉 D】）
エピローグはワーキンググループのメンバーも共感していたものであり、
「もしかしたら実
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現するかもしれない」 という想いの下で議論を重ねていたという（【行政 A】）。この共感が生
まれたのは、第 1 期から第 2 期にかけての取り組みの積み重ねがあったからであり、その集
大成として関係者がともに第二次市民福祉プランの策定に取り組んだことが、次の発展段階
へと進むエンジンになったと言えよう。
（3）第 3 期（全盛期）2007 年以降
① 段階の特徴
a) 本人を中心に関係者間の連携が強化
第 3 期の特徴のひとつは、本人を中心に関係者間の連携が強化されたことである。第 1 期
から 20 年近くにわたる障害児の地域生活支援に対する取り組みにより、関係者は広くノーマ
ライゼーションの理念に基づく地域生活の価値を共有するようになっていった。だからこそ、
第二次市民福祉プランが策定されると同時に設立した地域自立支援協議会は、
「立ち上げた時

の熱はすごくあった」
（【福祉 D】）し、
「みんな分野関係なくすごく仲が良い」
（【行政 B】）といっ
た状況であった。関係者が分野を超え、本人を中心に連携を行う仕組みとして行政が仕掛け
たのが地域自立支援協議会であった。この仕組みを通じて、第 3 期では関係者の連携が強化
されていった。
また、本人を中心とした関係者の連携の基盤として、ケアマネジメントがあったことも確
認された。第 2 期で国から導入されたケアマネジメントの考え方は、実践を積み重ねること
により、関係者の間で定着していったものと思われる。
b) 施設とサービスの充実から誰もが住みやすい地域づくりへの転換
もうひとつの特徴は、地域そのものを変えるという視点への転換である。第 2 期は地域生
活支援サービスの充実に注力してきた時期であった。その取り組みの中で、障害児（者）が
地域で生きていくためには、福祉サービスの充実だけでは不十分であり、当事者が暮らす地
域そのものにアプローチすることが必要であることに気づいていったという（【行政 A】
）。第
二次市民福祉福祉プランや地域自立支援協議会を通して、地域づくりへの視点へと取り組み
が移っていったことが分かる。
c) 本人と家族が、地域で生きていけるという実感が持てる
【親 E】【親 F】ともに、重度障害のあるわが子の将来について、親亡き後も「地域生きてい

ける、誰かが助けてくれる」 といった思いを語ってくれた。これは、小さいころからの地域
での生活により、障害のあるわが子のことを知る人がたくさん地域に存在しているという事
実が、将来への安心につながっているとのことであった。また、幼少期よりレスパイトサー
ビス事業を始めとした様々な支援を得て地域生活をおくってきたことから、
「親以外のところ

でいろんな手がある」（【親 F】） 状態がつくられており、それが地域で生き続けられるという
実感につながっている様子がうかがえた。
（4）東松山市の地域生活支援体制の発展モデルの特徴
ここまでの調査結果をまとめたものが図 2 である。第 1 期から第 3 期にかけて、関係者の
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連携が進展するとともに、地域生活支援のサービスが充実し、さらには障害児（者）が住み
やすい地域づくりへと発展したことが理解できる。そして、次の段階へと発展を進める契機
となったものには、施設機能の強化に対する矛盾やトップによる理念の提示（第 1 期から第 2
期）、障害者計画の策定を通じた関係者の連携強化（第 2 期から第 3 期）があった。東松山市
の地域生活支援体制の発展モデルの特徴が明らかになり、前章で導出した仮説が確かめられ
たと言える。

（筆者作成）
図 2 東松山市の地域生活支援体制の発展モデルの特徴
次に、このような発展を進めた要因について、インタビュー調査結果の分析を行う。

2. 発展させた要因に関する分析
まず、インタビュー調査を逐語記録化したテキストデータの中から、地域生活支援体制を
発展させた要因を表す部分を中心に抽出し（文書セグメント）、コード化した上で、同様の意
味を含有するコードをまとめカテゴリーとサブカテゴリーを生成した。サブカテゴリーはあ
る場合とそうでない場合がある。カテゴリーは《

》で、サブカテゴリーは＜ ＞で示す。

分析の結果、6 つのカテゴリーが生成された（表 3 〜 8）。なお、各カテゴリーに分類され
た文書セグメントは、主要なもののみ記載し、内容が重複するものは省いた。
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（1）カテゴリー 1《当事者中心》
表3
サブカテゴリー

カテゴリー 1《当事者中心》
主な文書セグメント

当事者の想いを【行政 A】家族や障害のある子どもが集まる会議に参加
知る
して、どんな感じかなというのを聞きに行っていた。
当事者を中心に【福祉 C】レスパイトをやったことが大きかった。利用
考える

者中心ということを実感した。それまでは、人を頭の
上から見ていたような感じ、レスパイトでは人を足の

抽出された文書
セグメントの数
8

6

裏から見ているような感じになった。
＜当事者の想いを知る＞、＜当事者を中心に考える＞の 2 つのサブカテゴリーが生成され、
これらをまとめて《当事者中心》とした。
＜当事者の想いを知る＞では、行政職員は積極的に当事者や関係者と出会う場に赴き、障
害児や家族の想いを知る機会を得ていた。福祉職員の場合は、レスパイトサービス事業のよ
うな地域生活を支援するサービスでの取り組みを通じて、障害児と家族の生活や地域生活に
対する想いを理解していった。これは、通園施設だけの関わりでは知り得なかったことである。
＜当事者を中心に考える＞では、当事者の希望やニーズを起点として（所与の問いとして）、
状況や課題に向き合っていた様子が理解できる。【福祉 C】は、レスパイトサービス事業での
経験を通じて、
「人を足の裏から見る」 ようになり、
「受け身な感じで当事者の希望が実現す

るよう支える」 という、＜当事者を中心に考える＞姿勢が身に付いていったと述べた（【福祉
C】）同様の姿勢が、【行政 B】の発言からもうかがえた。小学校から地域の学校で学んできた
肢体不自由のある男児が大学進学を希望した時のエピソードについて、【行政 B】は「受かっ

ちゃったらどうしようという感じでしたね」 と述べた。当事者から発せられた希望を所与の
問いとして受け止め、何とか実現させようとした様子が理解できる。
当事者の想いを知った行政職員及び福祉専門職が、当事者（の想い）を中心に置き、地域
生活支援に取り組んだことが、地域生活支援体制を発展させた一因であると考えられる。
（2）カテゴリー 2《相互作用》
表4

カテゴリー 2《相互作用》

主な文書セグメント
【行政 A】行政 B は（福祉専門職に）はっぱをかける。そういう人がいると、
行政がそこまで本気になるんだったら、自分たちもちゃんとやらなきゃ
という気持ちになる。それが信頼関係というか、お互いに触発されなが
ら相乗効果でもってやっていったという感じではないか。

抽出された文書
セグメントの数

14
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二つ目のカテゴリーである《相互作用》には、サブカテゴリーはなく、当該カテゴリーに
当てはまった文書セグメントからは、当事者、市長、行政職員、福祉専門職が互いに影響を
与え合いながら、触発され具体的な取り組みにつながっていった様子がうかがえた。
大きな影響力を与えていたのは社会福祉法人 S である。【行政 A】が「社会福祉法人 S の関

係者に洗脳された」 と語るように、障害児の地域生活にかかる理念や進むべき方向性を示し
たのは社会福祉法人 S の関係者であった。また、社会福祉法人 S の関係者は市長にも影響を
与え、新たな施策や事業の実現につながっていった。【福祉 C】は、例えば医療的ケア児の保
育園入園が課題となった時には、当事者家族を集め市長との面談会を設定するなど、市長と
当事者家族が出会う機会を創出していた。これも福祉職員を媒体とした《相互作用》であっ
たと言える。また、行政と福祉専門職が《相互作用》を持って互いに触発し合い、困難と思
えるような当事者の希望も実現へと導いた事例もいくつか語られた。家族自身も、行政職員
や福祉専門職から影響を受け、わが子の進む道を切り開いていった様子が【親 E】【親 F】の
インタビューからうかがえた。
このように、様々な主体間の《相互作用》が、地域生活支援体制を発展させた要因であっ
たと考えられる。
（3）カテゴリー 3《成功体験》
表 5 カテゴリー 3《成功体験》
主な文書セグメント
【福祉 D】生活体験をしてできたりすると、脳性まひのお子さんが入園
を希望しても「医療的ケアがなければ大丈夫よ」という先生が出てきた

抽出された文書
セグメントの数
5

り。小さな成功体験を経て、できると思うようになる。
《成功体験》として語られていると思われる文書セグメントをまとめ、当該カテゴリーとし
た。行政職員、福祉専門職の両者から共通して出された《成功体験》は保育園・幼稚園での
障害児の受け入れであった。特に、医療的ケアが必要な子どもの保育園入園の実現は、当該
児が他の児とともに園生活をおくり成長していく様子を目の当たりにしたことで、市長、行
政職員、福祉専門職、そして保育園・幼稚園関係者を含む、様々な主体にとっての《成功体験》
となったようである。【福祉 D】が「小さな成功体験を経てできるようになる」 と語ったよう
に、様々なレベルでの《成功体験》が地域生活支援体制の発展に寄与した要因のひとつであっ
たことが理解できる。
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（4）カテゴリー 4《信頼関係》
表6
サブカテゴリー

カテゴリー 4《信頼関係》
主な文書セグメント

【行政 A】前市長になった H6 以降から 10 年経っ
相手への期待

ているので、その間に、行政もそれなりにやるんだ

抽出された文書
セグメントの数
3

な、と思われていたと思う。
【福祉 D】（行政 A について）一緒に戦ってきた方
仲間意識

です。「大事だよね」というツボが共有でいた。それ
ぞれの立場で役割も違うので、意見が異なることも

3

あるが、肝を共有できていた。
＜相手への期待＞、＜仲間意識＞の 2 つのサブカテゴリーが生成され、これらをまとめて《信
頼関係》とした。
＜相手への期待＞では、行政が本人や家族のニーズに応えて、サービスや制度を作っていっ
た実績から、家族や福祉専門職は「なんかやってくれる」「何とかしてくれる」 という期待を
抱くようになっていった。行政に対する信頼であると言える。
＜仲間意識＞については、
「一緒に考えてくれるだろう」（【福祉 C】）、
「一緒に戦ってきた方」

（【福祉 D】） との語りが表しているように、立場は異なったとしても同じ目標に向かって一緒
に取り組める相手であるとの認識を持っており、＜仲間意識＞は《信頼関係》の表れである
とも言える。
《信頼関係》に該当する文書セグメントは、主に福祉専門職から行政職員に対する信頼を表
すものであった。しかし、《相互作用》でみたように、【行政 A】が福祉専門職との関わりに
ついて「それが信頼関係というか、お互いに触発されながら相乗効果でもってやっていった

という感じではないか」 と述べていることからも、行政職員も福祉専門職に対し信頼を持っ
て一緒に取り組んできたということが分かる。《信頼関係》の下、関係者がともに地域生活支
援体制の充実に取り組んだことが、その発展を進めた要因のひとつであると言える。
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（5）カテゴリー 5《価値の共有》
表7

カテゴリー 5《価値の共有》4

サブカテゴリー
価値共有の試み

主な文書セグメント
【福祉 D】積み上げていくことが大事。関係者がひとつに
集まって、研修会に参加したり、研究事業に取り組んだ。
【福祉 C】（価値共有について）それしかないんじゃな

抽出された文書
セグメントの数
3

いですかね。理屈とかでは進まないと思うのですよね。
実感としての

隣に障害のある人がいて初めて実感するというか、そ

価値認識

れもいい関係で一緒にいられるということがあると、

3

それがあたりまえな感覚になっていくのではないかな。
私は当事者がすべてを変えると思っている。
【行政 A】行政と事業所、当事者の間は、それなりに 10 年
価値共有の広がり
の間に積み重ねてきた状況がある中で議論を進めていった。

4

＜価値共有の試み＞、＜実感としての価値認識＞，＜価値共有の広がり＞の 3 つのサブカ
テゴリーが生成され、これらをまとめて《価値の共有》とした。ここでの価値というのは、
「障
害児が地域であたりまえの生活をおくる」こと、すなわちインクルージョンに立脚した地域
生活に重きを置くことを指す。
＜価値共有の試み＞では、行政職員自身が、議論を通じて関係者間の価値共有を進めてい
くことの重要性を認識し、第一次及び第二次の市民福祉プラン策定のプロセスにおいて、ワー
キンググループを設置し関係者での協議に多くの時間を費やしていた。また、研究事業 3 への
取り組みも、関係者が価値を共有する機会になった。このように、様々な機会を通じて＜価
値共有の試み＞がなされたことが理解できる。
＜実感としての価値認識＞は、上記で述べた価値がどのように個々人の中で、実感する形
で認識されていくのかに言及したものである。インタビューでの語りから、障害児との関わ
りや、障害児が他の子どもと関わり合い成長する姿を目の当たりにすることにより、関係者
は＜実感としての価値認識＞を得ていったということが確認された。
また、＜価値共有の広がり＞を表す語りも多く得られた。【行政 A】は長年にわたる取り組
みを通じて価値共有が広がっていったこと、
【福祉 C】は特に地域自立支援協議会を通じて価
値共有の輪が広がっていったことを述べた。1990 年当初は小さかった価値共有の輪が、20 年
という年月を積み重ね、大きく広がっていったことが理解できる。
以上から、地域生活支援体制の発展は、【価値の共有】を基盤として進められたと言える。
（6）カテゴリー 6《連携する主体》
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サブカテゴリー
役割の認識と遂行
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カテゴリー 6《連携する主体》

【行政 B】かじ取りをするのが我々の役割、将来を

セグメントの数

見据え進めるのは我々。
【行政 A】
（現場にでることまでは）求められてい
なかったが、行政 B の思いとしては

役割を超えた働き

抽出された文書

主な文書セグメント

5

そういう風

にするのが自分の役割だろうと思って動いていた
わけですね。（当事者家族との）一泊旅行にしても、

2

一緒に風呂に入るというお付き合いはしなくても
いいけれどやっていた。
【行政 A】政治と地域の実践者と行政との協力関係。世
主体の関係性

の中に訴えていくムーブメントのエンジンはこの 3 つ

8

だが、そこに投入される燃料は当事者の思い、と思う。
【福祉 C】一番大きいファクターはそういう政治家
トップの姿勢

がいた。急速に仕組みづくりが進んだのは、市の政

2

策に取り込んでいくことがあったから。
＜役割の認識と遂行＞、＜役割を超えた働き＞、＜主体の関係性＞、＜トップの姿勢＞の 4
つのサブカテゴリーが生成され、これらをまとめて《連携する主体》とした。
＜役割の認識と遂行＞では、行政、福祉専門職が、それぞれ自身の役割を認識し、また他
の主体の役割も理解した上で、各自，役割を遂行していることが読み取れる。
＜役割を超えた働き＞は、主体としての役割や立場を超えて、当事者を中心に据えた時に
求められることに応えていくという動きが、行政職員、福祉専門職ともに確認された。
多くの語りが得られた＜主体の関係性＞は、独立した主体が関係性を持って動いている様
子を表している。【福祉 C】は行政職員のことを、立場や役割は違うが一緒に取り組む仲間と
いう意味をこめ「パートナー」という言葉で表している。「パートナー」という関係性である
が故に、【福祉 C】は「一人じゃいけないからみんなでいく感じ。巻き添え。だから申し訳な

いという気持ちがした」 と述べたのではないかと思われる。また、
【行政 B】
【福祉 C】ともに、
＜主体の関係性＞の真ん中に存在し、＜主体の関係性＞引っ張っているのは当事者であると
強調した。
＜トップの姿勢＞については、市長及び法人 S のトップのリーダーシップについて言及さ
れており、地域生活支援体制を発展させた要因のひとつであったことが示唆される。
以上から、《連携する主体》の存在が、東松山市の地域生活支援体制の発展を進めてきたと
言える。
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VI. 考察と結論
1. 地域生活支援体制を発展させた要因
隅河内司（2018）、下平・山口・伊藤（2013）、鍛治（2017）の先行研究レビューから、地
域生活支援体制は、当事者と関係者による長年にわたる取り組みによって発展していくもの
であり、「協働」が地域生活支援体制の発展に寄与する重要な要素であるという示唆が得られ
た。これを踏まえ、前節にて導出された東松山市の地域生活支援体制を発展させた要因の 6
つのカテゴリーを、「協働」の概念から検討を行う。
日本で初めて「協働」という語を紹介し、「協働」に関する最初の体系的研究を行ったのは
荒木昭次郎氏である。同氏により「協働」は以下のように定義されている。

「異なる複数の主体が互いに共有可能な目標を設定し、その目標を達成していくため
に各主体が対等な立場に立って自主自立的に相互交流をしあい、単一主体で取り組む
よりもより効果的に、そして相乗効果的に目標を達成していくことができる手段」（荒
木・澤田・黒木ほか 2012：26）
上記定義を換言すると、「協働」の要素は①「目標の共有化」、②「主体間の対等性と自主
自立的な相互交流」、③「相乗効果による目標の達成」であると言える。
①「目標の共有化」について、東松山市の事例では、関係者が《相互作用》を持って、目
標を共有化していった。そしてその根幹には当事者の想いがあった（《当事者中心》）。「地域
の学校に行きたい」という本人の想いを受けた保護者は子を地域の学校に通わせたいと思う。
その想いに触発された関係者が《相互作用》をもって目標を共有化していったのであった。
さらに、「目標の共有化」の基盤には、ノーマライゼーションに立脚した障害児の地域生活に
対する《価値の共有》と関係者間の《信頼関係》があったと思われる。
②「主体間の対等性と自主自立的な相互交流」に関しては、《連携する主体》の分析でみた
ように、東松山市では当事者を中心に、政治、行政職員、福祉専門職の各主体が「パートナー」
として互いに尊重し合う関係性があった。これは「主体間の対等性」を示すものである。また、
各主体がそれぞれ立場と役割を認識しその役割を遂行するとともに（《連携する主体》のサブ
カテゴリー＜役割の認識と遂行＞）、《相互作用》を起こしながら、地域生活支援への取り組
みが進められていったことも明らかになった。これは、「自主自立的な相互交流」である。
③「相乗効果による目標の達成」は、それぞれの主体が関わり合うことの相乗効果によっ
て、目標が達成されるということを意味している。東松山市では、《相互作用》が様々な具体
的な取り組みにつながり、就学指導委員会の廃止や医療的ケア児の保育園入園等、全国から
注目されるような新たな施策や事業を実現してきた。これらは、《当事者を中心》に市長、行
政職員、福祉専門職が、それぞれの役割を遂行しながら連携することで相乗効果が生まれ実
現につながったということが、
インタビュー調査結果の分析から明らかになっている。そして、
共有された目標の達成が《成功体験》となった。
以上から、インタビュー調査結果の分析で得られた発展の要因の 6 つのカテゴリーは「協働」
を構成する要素であると言える。
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2. カテゴリーの関係構図
地域生活支援体制の発展要因である《当事者中心》、
《相互作用》、
《成功体験》、
《信頼関係》、
《価
値の共有》、《連携する主体》の 6 つのカテゴリーは、「協働」を構成する要素であることが導
かれた。それを踏まえ、逐語記録のテキストデータを読み返し、また複数のエピソードと照
らし合わせ、上記 6 つのカテゴリー間の因果関係を分析した。その結果をカテゴリーの関係
構図として図 3 に示す。これは、東松山市の地域生活支援体制を発展させた「協働」の内実
を表すものであり、「協働の展開プロセス」であると言える。

（筆者作成）
図 3 協働の展開プロセス
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図 3 のカテゴリーの関係構図は以下を表している。
・当事者の想いに触発された関係者が《相互作用》することで、
《具体的な取り組み》が行われ、
その成果が発現する。
・この《具体的な取り組み》による《成功体験》を通じて、関係者は《信頼関係》を築く。
・醸成された《信頼関係》を基盤とし、関係者の《相互作用》はさらに進んでいく。
・この一連のプロセスは、当事者を中心とした市長・行政・福祉専門職の《連携する主体》
の中で展開される。
・そして、《成功体験》が新たな主体との《価値の共有》につながり、「協働」に関わる主体
を増やし、「協働」が拡大する。
新たな主体には、相談支援事業所、保育園や幼稚園、学校、地域の自治会、就労機関等、
多様な関係者が含まれる。これらの新たな主体が「協働」に参画することで、「協働」が拡大
していく。《具体的な取り組み》については、調査結果の分析で生成されたカテゴリーには含
まれないが、テキストデータ全体を読み返し因果関係を分析していくと、関係者の《相互作用》
の結果として、常に何らかの《具体的な取り組み》が行われていることが確認された。
この「協働の展開プロセス」の継続とその過程を通じた新たな主体の協働への参画が、東
松山市における障害児の地域生活支援体制を発展させたということが言える（図 4）。

図 4 「協働の展開プロセス」の継続による地域生活支援体制の発展
なお、図 4 の大きな矢印は発展の方向性を示している。この矢印を方向づけたものは、当
事者の想いであり、そこに立脚した価値であった。そして、その方向性を分かりやすく、関
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係者に広く共有できる形にしたものが「市民福祉プラン」であった。この方向性に沿って「協
働の展開プロセス」が継続され、結果として東松山市の地域生活支援体制は発展していった。

3. 結論
現在、ソーシャル・アクションや地域づくりの要素を含む相談支援を通じて、障害児の地
域生活支援体制を発展させていくことが求められている。このことについて、本研究は、「協
働の展開プロセス」の継続的な取り組みにより、地域生活支援体制が発展するということを
明らかにした。東松山市では、地域生活支援体制の発展とともに、障害児の地域でのあたり
まえの生活を保障するための施策や地域生活支援サービスが充実していった。そこには、「協
働の展開プロセス」の中で、当事者のニーズや想いが地域の課題として普遍化され、その課
題解決のために必要なサービスが地域の仕組みとして事業化・施策化されたことが見て取れ
る。それゆえに、このような東松山市における「協働の展開プロセス」はまさに相談支援で
あると言える。
地域生活支援体制の発展は、一朝一夕に進むものではない。当事者を中心にした「協働の
展開プロセス」の継続という地道な取り組みが、障害児が「子ども」としてあたりまえの地
域生活をおくることを可能にする、ということが東松山市の事例から導き出された。

4. 本研究の意義と今後の研究課題
国により地域生活支援体制の発展についてモデルが提示されている。しかしながら、どの
ようにして次の発展段階へと進むのかということは示されていない。これを踏まえ本研究で
は、東松山市の発展のプロセスを詳細に分析することにより、地域生活支援体制の発展の内
実と発展の要因である「協働」のあり様を明らかにした。これは、自治体レベルにおいて障
害児地域生活支援体制の発展に取り組む上で「協働の展開プロセス」の継続が重要であるこ
とを示すとともに、今後の障害児支援施策に対し肝要な示唆を与えるものである。
今後の研究課題は、以下の 2 点である。1 点目は、インタビュー調査結果の分析から導き出
された「協働」の要素である 6 つのカテゴリーについて、【親 E】と【親 F】のインタビュー
の中での言及は限定的であったことである。したがって、本研究で示した「協働の展開プロ
セス」は当事者と家族にとっては十分に認識されていない可能性がある。この意味について、
今後更なる検討が必要である。2 点目は、本研究の一般化である。本研究は、事例研究とし
てひとつの自治体を取り上げ、調査を実施したものである。今後、他の先進自治体や、人口
規模や地域特性の異なる自治体を対象に調査を行い、研究の一般化を目指す試みが求められ
ている。地域特性やこれまでの取り組みの歴史により、地域生活支援体制の発展プロセスや
その内実は異なることが想定されるが、その中で一般化される発展に寄与する要素を整理し、
紐解くことで、障害児の地域生活支援体制の発展にかかる更なる貢献が期待できる。
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Development Model of Community Living Support System for for Children
with Disabilities
~Case Study in Higashimatsuyama City, Japan~
Kumiko NISHIMURA
Summary : This article is a case study research to understand and analyize community living support
system for children with disabilities in Higashimatsuyama City, Japan. The government of Japan
presented models for local government how community living support system can be developed over
time for children/people with disabilities. Literature review and interview with 6 relevant personel
were conducted to verify whether the system of Higashimatsuyama City had developed in line with
the government model as well as to illustrate characteristics of the development process and factors
for development. The research demonstrated that the community living support system had developed
by stages through an "unfolding process of collaboration" among stakeholders placing children with
disabilities at a center. Under the "unfolding process of collaboration", needs of children with disabilities
were generalized as community needs and policies and services were developed to realize the needs.
Therefore, such an "unfolding process of collaboration" can be an effective approach to develop
community living support system for social inclusion of children with disabilities.
Key words : children with disabilities, support system for community living, consultation support
system

