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．問題の所在と研究目的

戦後日本の特別な支援ニーズのある子どもに対

する幼児教育・保育は，特に障害のある子どもに

着目すると，1960～70年代に幼稚園，保育所等で

の受け入れが進み，1980年代以降全国的に展開し

始めたことが知られている。また田中（2015）で

示されているように同時期には主に幼児期の言葉

の障害に関しては「幼児ことばの教室」が，知的

障害や肢体不自由，難聴等の障害のある子どもの

支援に関しては精神薄弱児通園施設，肢体不自由

児通園施設，難聴幼児通園施設や心身障碍児通園

事業等の通園施設・通園事業が地方公共団体（基

礎自治体）等に設置され，専門的な支援体制の確

立が目指され支援機関の整備が進められてきた。

この時代の幼稚園，保育所等における受け入れ

に関しては，当時北野（1976）が「基盤的活動

（集団活動）と所謂『障害に即した』個別的活動

（指導）の同時的展開」である「交叉共存状況

（接在共存状況）の展開」と示したように，障害

のない子どもの集団に障害のある子どもの参加を

想定するインテグレーションが目指されていた。

そのため先述のように専門的な支援機関の整備が

なされつつも，吉野・本宮・中村（1974）で「聴

覚障害児をインテグレートさせてゆくには早期か

ら何をしなければならないか」という視点から

「幼稚園，保育園における普通幼児と一緒になっ

た園活動を基盤にした，専門的な個別的治療教育

的サービスを保障してゆくこと」の必要性が指摘

されていたように，幼稚園，保育所で障害児を受

け入れ，インテグレーションつまり「統合保育」

が目指されていたのである。

1980年代に入ると「完全参加と平等」の目標

を掲げた1981（昭和56）年国連国際障害者年に

関連して，日本でも地域社会の中で障害のある

人，ない人の共生を進めるための生活環境整備の

必要性・重要性等が示され，福祉のまちづくり等

の政策が進められていく。そして1990年代には

1994（平成6）年サラマンカ声明によりインク

ルージョンの原則が国際的に示されて以降，日本

社会においても機運が高まり，幼児教育・保育領

域においてもインクルージョン保育を目指した取

組が進められ今日に至っている。

このような歴史的経緯の中で，幼稚園，保育所

での障害のある子どもの受け入れ状況に係る先行

研究の到達点を整理すると，佐久間・田部・高橋

（2011）では全国85％以上の公立幼稚園で「グレー

ゾーンを含む特別な配慮を要する幼児」の在籍が

確認されている（佐久間・田部・高橋，2011，

155）。同傾向の調査結果は地方都市を対象とした

河野（2010）でも示されており，今日の日本にお

いては公立幼稚園が障害のある子どもの支援を通

してインクルージョン保育を担う一機関として機

能していることがうかがわれる。

その中で，インクルージョン保育の質的向上を

図るうえでは，障害のある子どものみならず多様

な支援ニーズのある子どもの支援の充実も求めら

れる。しかしながら，公立幼稚園における支援に

地方公共団体における特別な支援ニーズを有する幼児を対象とした
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⑧予算，⑨浜松市「発達支援教育」についてであ

る。

浜松市内の「発達支援の部屋」設置公立幼稚園

6園（東区：1園，西区：1園，南区：1園，浜北

区：1園，北区：2園）を対象に，2018（平成30）

年11月～12月に質問紙調査（郵送法，一部電話聞

き取り調査併用）と設置園に対する支援場面の観

察・聞き取り調査を実施した。本報告では主に後

観察調査結果ついて報告を行う。主な調査内容は

園内における「発達支援の部屋」の取組および専

任職員による実際の支援事例についてである。

．浜松市および「発達支援の部屋」の概要

浜松市および「発達支援の部屋」の概要に関し

ては，主に行政への聞き取り調査結果からまとめ

ることとする。

1．浜松市の概要

静岡県浜松市は静岡県西部に位置する地方自治

法第252条の19に基づく指定都市である。浜松市

は，2007（平成19）年に指定都市へ移行したこ

とに伴い，7つの行政区（中区，東区，西区，南

区，北区，浜北区，天竜区）が設置されている。

世帯数・人口は，2018（平成30）年12月 1日

現在337,601世帯，804,931人である。また，浜松

市の公立幼稚園数は2018年 5月 1日現在全60園

（中区：1園，東区：8園，西区：7園，南区：5

園，北区：16園，浜北区：13園，天竜区10園）

であり，在籍園児数は，3歳児796人，4歳児

911人，5歳児 1 ,086人の合計 2 ,793人である。

2．「発達支援の部屋」設置を巡る政策背景

浜松市長鈴木康友（在職2007（平成19）年5月

1日－現在）は，教育政策として「特別支援教育」

ではなく，「子供たち一人ひとりの発達段階と教

育的ニーズに応じて健やかな成長発達を支援して

いく」という「発達支援教育」を唱えている注1）。

この「発達支援教育」と特別支援教育の差異に関

しては，「特別」ではなく，一人ひとりの発達を

支えるという理念の重点の置き方の違いがあげら

れ，個々の子どものニーズには応じながらも，障

害児に対する支援ではなく，障害児を含む集団等

関しては，平澤他（2011）において「園での特別

支援教育体制の整備」（平澤他，2011，177）や，

原口・野呂・神山（2015）において「障害児だけ

でなく，診断されていない気になる子どもに対す

る支援の充実」の必要性が示唆される等（原口・

野呂・神山，2015，33），支援体制の充実に係る

課題が示されている。

以上のような歴史的経緯と今日指摘されている

公立幼稚園における体制整備の課題に鑑みると，

今後地方公共団体（以下，自治体）に焦点を当

て，公立幼稚園における支援体制整備に資する研

究の進展が求められるといえる。本研究はこの支

援体制整備に関する研究の蓄積を目指し，先駆的

な取組の一例として静岡県浜松市の公立幼稚園に

おける「発達支援の部屋」事業を取りあげ，その

支援制度の特質を明らかにするものである。

浜松市「発達支援の部屋」事業は，公立幼稚園

において特別な支援ニーズがあり個別の支援を必

要とする子どもを対象に，在籍する学級における

保育活動に参加しながら，「発達支援の部屋」担

当の専任職員により個別の支援も併せて受けられ

る支援体制を整備する事業である。「発達支援の

部屋」は市内6園に設置され，設置園の幼児は在

籍する学級での支援と「発達支援の部屋」での個

別の支援を同施設内で一体的に受けることが可能

である。園としても支援に関する情報を教職員間

で共有しながら組織的な支援を進めている。

浜松市「発達支援の部屋」事業の取組は専任の

職員配置に可能となっているため，本報告ではこ

の職員および支援に焦点を当てながら，インク

ルージョン保育を進めるうえでの担任教員以外の

職員の支援の役割を検討する一助としたい。

．研究方法

本研究では，以下の方法で調査を実施した。

2018（平成30）年 8月20日（月）13：00-14：

00に，浜松市役所こども家庭部幼児教育・保育

課に対し「発達支援の部屋」事業に関する聞き取

り調査を実施した。対象は同課課長および担当職

員 2名である。聞き取り調査の調査項目は，①政

策背景，②実践，③設置園選定，④担当職員像，

⑤小学校との連携，⑥園内の連携，⑦研修体制，
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3．「発達支援の部屋」設置目的

「浜松市立幼稚園における『発達支援の部屋』

設置要綱」によれば，「発達支援の部屋」の目的

は「個別の支援を必要とする幼児の成長や発達を

促すことを目的とし，保護者の理解を得て個の

ニーズに応じた支援を行う」ことである。

同要綱によれば，対象児は設置幼稚園に在籍し

ている子どもであるとされ，対象児への支援とし

ては，（1）対象児の身辺自立に関すること，（2）

対象児の情緒の安定に関すること，（3）対象児の

コミュニケーション力の育成に関すること，（4）

対象児の対人関係能力の育成に関すること，（5）

その他，対象児の成長発達に関することである。

同要綱から浜松市「発達支援の部屋」の対象は障

害に限定されず，障害と診断されていない子ども

も対象児に含む特別な支援ニーズを有する子ども

であると考えられる。

また，「発達支援の部屋」では，担当の専任職

員3名以内で配置される。配置される担当職員は

幼稚園免許所有者の他，小学校教員免許状を持つ

職員も配置されるため，就学に向けて長期的な視

野を持った職員による支援を通して，小学校との

接続の支援も行うことが考えられている。

4．「発達支援の部屋」の特徴

浜松市「発達支援の部屋」の特徴としては，ま

ず担当職員の資格があげられる。「発達支援の部

屋」担当職員の採用は，幼稚園教諭免許状，保育

士資格所有者だけでなく，小学校教諭免許状所有

者も対象に含まれている（詳細は後述の各園担当

職員に関する情報参照）。担当職員として小学校

教諭免許状を有する担当者（かつ，実際には小学

校教諭経験者が多い）を配置することで，小学校

までにどのように育っていることが望ましいか

等，小学校教諭の経験を活かし，小学校以降の教

育との接続を考慮した支援が可能となる点を考慮

している。

個々の子どもに対する支援に関しては，浜松市

立幼稚園では園長のリーダーシップをもとに発達

支援教育コーディネーターが中心となり，「キッ

ズサポーター」注2）や担当職員が連携して園内支

援体制を確立している。行政では各園の支援体制

全体の支援を行っていくという考えが強調されて

いる。同市ではこの「発達支援教育」制度下で小

中学校に「発達支援教室」（通級指導教室），「発

達支援学級」（特別支援学級）を中核に支援体制

を整備している。「発達支援の部屋」もこの「発

達支援教育」制度の就学前期に位置づくと考えら

れる。

鈴木市長は「療育」ではなく「幼児教育」の中

で特別な支援ニーズを有する子どもに対する支援

ができるかを考え，第二期にあたる2011年 3月

27日告示，4月10日執行の浜松市長選時の「マニ

フェスト」の中に「発達支援の部屋」の取組を提

案し，再選後政策化した。二期「マニフェスト」

工程表の中では，「発達支援の部屋」の取組を

「市立幼稚園の通常学級における障がいのある園

児への個別支援」として記し，「園内体制のもと

で発達支援教育を推進する」ことを目的として

2011（平成23）年度より「モデル事業として実

施，評価検証し，増設を推進する」ことが示され

た。「発達支援の部屋」はこの「マニフェスト」

に基づくモデル事業として開始され，本格的に事

業化が図られ，今日にいたるまで拡充整備が進め

られている。

「発達支援の部屋」は市内では原則的に 1行政

区に 1園を指定する形で浜松市こども家庭部幼児

教育・保育課所管で事業化が図られてきた。設置

園の選定条件として，行政区内で交通アクセスが

便利な場所や駐車場が使いやすい場所，空き教室

がある場所，小学校との連携が可能である場所，

子どもや担当職員の人数が条件を満たしている場

所等が検討条件となっている。浜松市の 7つの行

政区（中区，東区，西区，南区，北区，浜北区，

天竜区）の中で，2019（令和元）年 8月現在 5つ

の行政区の市立幼稚園 6園（東区：1園，西区：

1園，南区：1園，浜北区：1園，北区：2園）

において「発達支援の部屋」の取組が行われてい

る。北区に関しては隣接する中区には市立幼稚園

が 1園のみ設置されていることを考慮し，中区民

の利便性を考慮し，中区民が利用しやすい北区園

を選定して「発達支援の部屋」が設置された。
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3名，キッズサポーター（支援員）5名，預かり

保育キッズサポーター1名，「発達支援の部屋」

担当 2名，園務員 2名の計15名の教職員で構成

されている。

在籍園児数は，3歳児学級は 1学級20名，4歳

児学級は 1学級22名，5歳児学級は 1学級20名

であり，その中で「発達支援の部屋」を利用して

いる園児の人数は，3歳児学級 0名，4歳児学級6

名，5歳児学級 5名の計11名であった。2018（平

成30）年12月時点では，3歳児学級 4名，4歳児

学級 9名，5歳児学級7名の計20名の園児が利用

している。

浜松市立A幼稚園の環境構成の特徴は，敷地が

1,000坪あり園庭が広く，園庭には複数の遊具，

大きな土山やプール等が設置してあり，広いス

ペースの中で遊ぶことのできる環境が整っている

点である。発達支援の部屋「にこにこルーム」は

園舎の端に設置されている。設置場所の選定は

「落ち着いている場所」であるという理由による

ものであり，そのため園舎 2階の東側奥に位置し

ている。園舎配置図はFig. 1のとおりである。

（2）発達支援の部屋「にこにこルーム」

1）担当職員および所有免許・資格

2016（平成28）年に発達支援の部屋「にこに

こルーム」が開設され，2018年度は担当職員が 2

名体制で，個別の支援を必要とする子どもの個別

支援を行っている。「にこにこルーム」担当職員

整備を進めるため，現場のニーズに応じた研修を

年 5回程度行っている。園長やコーディネーター

に対する研修やはもちろん，園長同士，担当職員

同士等各担当職同士の学び合いの場も設けられて

いる。「発達支援の部屋」に関しても，各園の取

組を相互に発表して共有する場や，新規の「発達

支援の部屋」設置園に対する運営支援として，他

の「発達支援の部屋」設置園の職員も参加して

「発達支援の部屋」を整備していくための学習の

場が設けられている。

「発達支援の部屋」の予算に関しては，各幼稚

園の空き教室や，一般の保育で使っているものを

利用しているため，施設整備の費用はほとんどか

かっておらず，独自での予算立ては行われておら

ず，「発達支援の部屋」運営に係る「人件費」や

「備品」の費用は，幼稚園の運営費に加算されて

いる。

．観察調査結果

1．浜松市立A幼稚園

（1）浜松市立A幼稚園の概要

浜松市立A幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年11月19日（月曜日）8：30～13：15である。

浜松市立A幼稚園は浜松市東区に位置する

1950（昭和25）年開設の幼稚園である。

浜松市立A幼稚園は，2018（平成30）年 5月 1

日時点で，園長 1名，主任（フリー）1名，教諭

Fig. 1　A幼稚園園舎配置図
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信を持てるようにすること」「活動内容は変わる

こともあるが，基本的には毎日同じ流れで行い，

子どもが混乱しないようにすること」「子どもの

望ましくない行動を予測し，あらかじめロールプ

レイをすること」等があげられる。

3）環境構成

環境構成については，「にこにこルーム」は，鉄

棒やマット，トランポリン等が配置されている。

積み木や絵カード，絵本等の教材も多くあり，子

どもの特性に応じた支援を行える環境が整ってい

る。教材が入れてある棚は布で覆われ，子どもが

活動に集中できるよう工夫されている。「にこにこ

ルーム」配置図はFig. 2のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，「にこにこルーム」で

行った活動は記録表に，活動内容，子どもの成長

している部分，支援方法の反省，気づいたところ

等を記述し，活動の様子の写真を貼る。記録表

は，学級担任，主任，園長間でもそれぞれ書き込

みを行い，共有している。

5）「にこにこランド」

さらに浜松市立A幼稚園では「にこにこラン

ド」の取組を行っている。「にこにこルーム」や

担当職員に子どもが親しみを持ってもらえるよ

う，全園児を対象とした「にこにこランド」とい

う運動遊びを行っている。「全園児に運動機能を

身につけてもらいたい」という思いから，学級担

2名のうち，1名が担当歴が 1年 8か月であり，

幼稚園教諭免許状，小学校教諭免許状，特別支援

学校教諭免許状，自閉症スペクトラム支援士等の

免許・資格を有している。

2）支援内容・支援方法

「にこにこルーム」は，浜松市発達支援教育の

理念を基に，個別の支援を必要とする幼児の成長

や発達を促すことを目的とし，保護者の理解を得

てから，一人ひとりに合った支援を探りながら進

めている。

支援方法としては，毎日，担当職員と学級担任

で打ち合わせを行って利用園児を確認し，その日

の一定時間（45分程度），「にこにこルーム」にお

いて，個別支援保育「にこにこレッスン」を行

う。学級での一斉活動（主活動）以外の時間に取

り組むように配慮し，同じ学級の子ども 1～5名

のグループで，一人につき週 1～2回行っている。

支援内容に関しては，個々の課題に応じて個別

に指導内容を考え，遊びを通して支援を行ってい

る。そのような支援から，自分の思いを言葉で表

現できる力，社会性，巧緻性を高めたり，基本的

な生活習慣の定着や，身体づくりを進めたりする

ことをねらいとしている。

支援を行う中で担当職員が心掛けている点とし

て，「普段怒られる経験を多くしている子どもが

多いため，『にこにこルーム』では褒めたり，で

きることを認めたりすることで子どもが自分に自

Fig. 2　「にこにこルーム」配置図
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（2）発達支援の部屋「たんぽぽの部屋」

1）担当職員および所有免許・資格

2014（平成26）年に発達支援の部屋「たんぽ

ぽの部屋」が開設され，2018年度は担当職員が 2

名体制で，個別の支援を必要とする子どもの個別

支援を行っている。「たんぽぽの部屋」担当職員

は，担当歴が 5年と 2年であり，このうち 1名は

小学校教諭免許状，中学校教諭免許状，高等学校

教諭免許状等の免許・資格を有している。

2）支援内容・支援方法

「たんぽぽの部屋」は，子供一人ひとりのニー

ズや困り感に応じ，それを軽減し各自が自信や自

己肯定感を持って生活できるような支援をするこ

とを目的としている。

支援方法としては，「たんぽぽの部屋」では，

希望者を対象に週に 1～2回継続的に「たんぽぽ

レッスン」という個別支援を行っている。活動

は，登降園準備や学級活動の区切り（自由遊びを

行っている時間，片付け，室内活動への準備時間

等）等を活用し，学級での存在感を大切にしてい

る。また，担当職員は「たんぽぽの部屋」の活動

以外でも，在籍する学級で常に子どもに寄り添っ

てサポートを行っている。在籍する学級でサポー

トを行う際は，対象児のみではなく，全園児を視

野に入れて支援を行っている。

支援内容に関しては，「たんぽぽの部屋」で

は，「一人ひとりのニーズに沿って支援して困り

感を減ら」しながら，「凹凸をなめらかにしてい

く手助け」を行っている。「たんぽぽ 1」と「た

任から要望があれば，クラス単位で遊戯室や「に

こにこルーム」において30分程度の活動を行っ

ている。

2．浜松市立B幼稚園

（1）浜松市立B幼稚園の概要

浜松市立B幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年11月20日（火曜日）8：30～12：00である。

浜松市立B幼稚園は浜松市北区に位置する

1955（昭和30）年開設の幼稚園である。

浜松市立B幼稚園は，2018（平成30）年 5月 1

日時点で，園長1名，主任1名，教諭5名，「発達

支援の部屋」担当 2名，キッズサポーター3名，

園務員 1名の計13名の教職員で構成されている。

在籍園児数は，2018（平成30）年12月時点

で，3歳児学級は 1学級18名，4歳児学級は 1学

級26名，5歳児学級は 1学級25名であり，その

中で「発達支援の部屋」を利用している園児の人

数は，3歳児学級 5名，4歳児学級 8名，5歳児学

級 4名の計17名である。

浜松市立B幼稚園の環境構成は，緑豊かな田園

地帯の中央に位置している。小学校と隣接してい

る利点を活かして交流が図られており，「地域か

らも温かく支えられ」ているという。「発達支援

の部屋」は，ハサミやクレヨン等の作業遊び中心

の「たんぽぽ 1」と，ハシゴやトランポリン等の

運動遊びをする「たんぽぽ 2」の 2部屋に分かれ

て設置されている。園舎配置図はFig. 3のとおり

である。

Fig. 3　B幼稚園園舎配置図
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たり，写真を貼ったりして記録して，情報共有を

図っている。以前は回覧板形式で記した記録を職

員間で回覧していたが，回覧が滞る等の課題か

ら，今では職員室内に設置場所を定め職員間で共

有している。

5）「たんぽぽランド」

さらに浜松市立B幼稚園では「たんぽぽラン

ド」の取組を行っている。時期，行事等によって

回数に変化するものの，月に一回程度（希望者の

みではなく）全園児を対象として，少人数で順番

に「たんぽぽランド」の活動を行っている。活動

を通して，子どもの「たんぽぽの部屋」に対する

抵抗感をなくすことや，対象児と他の子どもを同

時に支援することで，対象児が他児をモデルにし

ながら取り組めるようにすることを促している。

3．浜松市立C幼稚園

（1）浜松市立C幼稚園の概要

浜松市立C幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年11月22日（木曜日）13：30～15：00である。

浜松市立C幼稚園は浜松市浜北区に位置する

1954（昭和29）年開設の幼稚園である。

2018（平成30）年 5月 1日時点で，浜松市立C

幼稚園は，園長 1名，主任 4名，教諭 5名，非正

規・臨時教諭 8名，「発達支援の部屋」担当3名

の計21名の教職員で構成されている。

在籍園児数は，3歳児学級は 2学級44名，4歳

んぽぽ 2」の 2部屋を利用し，作業遊び，運動遊

び，言葉遊び等，個に応じた支援を行っている。

支援を通して，言葉の表現を豊かに伝える力，社

会性や巧緻性を高めたりすることや，運動機能を

高めたり，集団活動に入るワンクッションとなっ

たりすることをねらいとして取組を行っている。

支援を行う中で担当職員が心掛けている点とし

て，「大人数では難しい行動を少人数で行うこと

で，『できる』という体験を通して自分に自信を

持てるようにし，在籍する学級でもできるように

支援をすること」「子どもが活動の見通しを持て

るよう，視覚的な方法で明確に伝えること」「活

動は訓練ではなく，子どもが『面白そうだから

やってみよう』と思えるような雰囲気作りをする

こと」等があげられる。

3）環境構成

環境構成については「たんぽぽ 1」の部屋は，

作業遊びを中心とした教材が置かれている。作業

遊びが終わった子どもから遊べるサーキットのス

ペースがあり，活動中はパーテーションで区切ら

れている。「たんぽぽ 2」の部屋は，トランポリ

ン，鉄棒，はしご等運動遊びの遊具が設置されて

いる。「たんぽぽ 1」「たんぽぽ 2」の配置図はそ

れぞれFig. 4，Fig. 5のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，担当職員が，毎回その

日のうちに行った活動内容や子どもの様子を書い

Fig. 4　「たんぽぽ1」の配置図
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1回程度個別支援を行っている。

支援内容に関しては，壁面を作る活動を行った

り，手先の運動や粗大運動を行ったり等，毎月

テーマを決めて活動している。在籍する学級の活

動で終わりきらなかった活動や，在籍する学級で

行う予定の活動を事前に予行することもある。生

活発表会等の行事がある際は，行事に向けた取組

を行っている。在籍する学級の活動で大人数の前

では困難なことがあった場合に，「発達支援の部

屋」を利用して少人数で行い，できるという気持

ちを持ち，在籍する学級の活動でできることにな

るように繋がるという，子どもの自信を高めてい

くことをねらいとしている。支援を行う中で担当

職員が心掛けている点として，「対象児は，自己

肯定感が低く，『できなくてもいい』と思ってし

まっている子どもが多いため，『やればできる』

という気持ちになるよう，子どもが自分からやる

気になれるような言葉掛けを行うこと」「子ども

の良い部分を声に出して褒めること」等があげら

れる。

3）環境構成

環境構成については，「うさぎのへや」は，玩

具や教材が置いてあるスペースと活動を行うス

ペースが扉で仕切られている。教材が入っている

棚は布で覆われ，子どもが活動に集中できるよう

工夫されている。「うさぎのへや」配置図はFig. 7

児学級は 2学級61名，5歳児学級は 2学級54名

であり，その中で「発達支援の部屋」を利用して

いる園児の人数は3歳児学級 5名，4歳児学級 9

名，5歳児学級 5名の計19名である。

浜松市立C幼稚園の環境構成は，園区のほぼ中

心にあり，小学校と隣接している。また，広い園

庭と園舎，隣接した広場がある。発達支援の部屋

「うさぎのへや」は，園舎の東側奥に位置してい

る。園舎配置図はFig. 6のとおりである。

（2）発達支援の部屋「うさぎのへや」

1）担当職員および所有免許・資格

浜松市立C幼稚園では1988（昭和63）年に

「特別保育」を開始し，その後「養護保育」，「発

達支援保育」と改称していき，2015（平成27）

年に「発達支援の部屋」と改称された。2018年

度は担当職員が 3名体制で，個別の支援を必要と

する子どもの個別支援を行っている。「うさぎの

へや」担当職員は，1名が担当歴7か月であり，

幼稚園教諭免許状，保育士資格等の免許・資格を

有している。

2）支援内容・支援方法

支援方法としては，基本的に子どもは在籍する

学級で活動しており，降園の時間に個別支援が行

われている。通常は，同年齢の 5名のグループで

活動を行うことが多く，一人ひとりの子どもの課

題に対応した支援を行っている。一人につき週に

Fig. 5　「たんぽぽ2」の配置図
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4．浜松市立D幼稚園

（1）浜松市立D幼稚園の概要

浜松市立D幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年12月 7日（金曜日）8：30～12：30である。

浜松市立D幼稚園は浜松市西区に位置する

1982（昭和57）年開設の幼稚園である。

浜松市立D幼稚園は，2018（平成30）年 5月 1

日時点で，園長 1名，主任 1名，教諭 3名，「発

達支援の部屋」担当2名，キッズサポーター4名

の計11名の教職員で構成されている。

のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，学級担任から担当職員

へ，対象児のクラスでの状態やどのような支援を

していきたいかを伝えたり，担当職員から学級担

任へ，「うさぎのへや」での活動内容を伝えたり

することで，子どもの姿を共有する連携を図って

いる。

Fig. 6　C幼稚園園舎配置図

Fig. 7　「うさぎのへや」配置図
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在籍園児数は，3歳児学級は 1学級7名，4歳児

学級は 1学級20名，5歳児学級は 1学級18名で

あり，その中で「発達支援の部屋」を利用してい

る園児の人数は，3歳児学級 0名，4歳児学級 5

名，5歳児学級 5名の計10名であった。2018（平

成30）年12月時点では，3歳児学級 0名，4歳児

学級 6名，5歳児学級 6名の計12名の園児が利用

している。

浜松市立D幼稚園の環境構成の特徴は，広い園

庭，プール，畑があり，自然に触れて直接的な感

動体験を楽しみ，豊かな心を育んでいる点であ

る。小学校と隣接しているため，連携や接続を

図っている。発達支援の部屋「たんぽぽの部屋」

は，もともと教材室であった教室を利用してい

る。園舎配置図はFig. 8のとおりである。

（2）発達支援の部屋「たんぽぽの部屋」

1）担当職員および所有免許・資格

浜松市立D幼稚園「発達支援の部屋」は，2018

年度は担当職員が 1名体制で，担当者担当歴が 8

か月であり，保育士資格を有している。

2）支援内容・支援方法

「たんぽぽの部屋」は「たんぽぽタイム」で，

在籍する学級で行う活動の先行体験や行事に向け

た活動を行い，自信を持って活動に取り組むよう

に促すことや，少人数での集団遊びから社会性を

育むこと等を目的としている。

支援方法としては 1回の活動は30分程度行

い，「たんぽぽの部屋」だけではなく，空き教

室，園庭，遊戯室を使うことがある。同年齢のク

ラスの中ではコミュニケーションがとりにくくて

も，異年齢の活動になるとできるようになる子ど

もがいるため，異年齢の子どもも組み合わせてグ

ループを編成している。「たんぽぽの部屋」での

個別支援や，学級での個別支援を行っている。

支援内容に関しては，突発的な困り感への支援

は，学級活動で寄り添いの支援を行い，計画的な

支援は，毎日8：30～8：40に行う「朝たんぽぽ」

という活動や，製作や集団遊び，行事に向けた取

組等の先行体験を行う「たんぽぽタイム」を行っ

ている。社会性を育むための活動として，椅子座

りゲーム等，少人数の集団遊びを通して遊びなが

ら実践を行っている。支援を行う中で担当職員が

心掛けている点として，「初めて行う活動が苦手

である子どもが多いため，在籍する学級で行う活

動と同じ手順で先行体験を経験しておくことで，

活動に見通しを持ったり，自信を持って前向きな

気持ちで行動したりすることにつなげる」「『たん

ぽぽの部屋』で『できる』という体験をすること

で，在籍する学級の活動がプラスのイメージで始

められるようにする」「先生側の困り感ではな

く，子ども側に立った時にどのような困り感があ

るか考え，1つずつ丁寧に支援を行うこと」等が

Fig. 8　D幼稚園園舎配置図
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幼稚園で，浜松市南区に位置する。浜松市立E幼

稚園は，2018（平成30）年 5月 1日時点で，園

長 1名，主任 1名，教諭 6名，「発達支援の部屋」

担当 3名，支援員・園務員12名の計23名の教職

員で構成されている。

在籍園児数は，3歳児学級は 1学級25名，4歳

児学級は 2学級39名，5歳児学級は 2学級40名

であり，その中で「発達支援の部屋」を利用して

いる園児の人数は，3歳児学級 0名，4歳児学級

17名，5歳児学級15名の計32名である。

浜松市立E幼稚園の環境構成の特徴は，所在地

区に幼稚園，小学校，中学校が 1校ずつ設置さ

れ，住民も教育に関心が高く協力的な点である。

「発達支援の部屋」があることで，他の地区から

通園している子どももいる。発達支援の部屋は，

作業遊び中心の「うさぎの部屋」と運動遊び中心

の「どれみの部屋」の 2部屋に分かれて設置され

ている。2部屋は「発達支援の部屋」開室以前は

空き教室であり，園舎内では静音が保ちやすく，

他児の目には触れにくい配置になっているため，

環境調整がしやすい配置となっている。園舎配置

図はFig. 10のとおりである。

（2）発達支援の部屋「うさぎの部屋」「どれみの

部屋」

1）担当職員および所有免許・資格

2011（平成23）年にモデル事業として発達支

援の部屋「うさぎの部屋」「どれみの部屋」が設

置され，2018年度は担当職員が 3名体制で，個

別の支援を必要とする子どもの個別支援を行って

いる。「発達支援の部屋」担当職員はそれぞれ担

あげられる。

3）環境構成

環境構成については，「たんぽぽの部屋」のド

アはマジックミラーとなっており，外側から内が

確認できるが，内から外側が外が見えなくなって

おり，外部刺激の調整が図られている。また，室

内の床にはテープで枠・線が引かれ，子どもの

「居場所」「立ち位置」が可視化されている。「た

んぽぽの部屋」配置図はFig. 9のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，「発達支援の部屋」で

見られた子どもの課題や在籍する学級の活動で見

られる課題等を，担当職員と学級担任で情報を共

有し合い，連携を行うことを重視している。活動

の記録を見せたり，口頭で情報を共有したり，職

員間の研修で発達支援に関して話し合ったりする

ことで共通意識を持って保育を行っている。学級

での活動のための支援が目的のため，支援が必要

な子どもだけでなく，クラス全体をサポートでき

るように学級担任と連携を図っている。

5）「たんぽぽ遊び」

またD幼稚園「たんぽぽの部屋」では，対象児

以外の利用として，全園児を対象に「たんぽぽ遊

び」活動を行っている。

5．浜松市立E幼稚園

（1）浜松市立E幼稚園の概要

浜松市立E幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年12月10日（月曜日）9：00～12：00である。

浜松市立E幼稚園は1958（昭和33）年開設の

Fig. 9　「たんぽぽの部屋」配置図
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こと」「保護者対応を行う際は，『障害』という言

葉は使わず，『ゆっくりな発達』と表現すること」

等があげられる。

3）環境構成

環境構成については，「うさぎの部屋」は，絵

本や作品作りの材料，多くの教材があり，子ども

の特性に応じた支援を行える環境が整っている。

「どれみの部屋」は，鉄棒や平均台，トランポリ

ン等運動遊びの遊具が配置されている。「うさぎ

の部屋」「どれみの部屋」の配置図はそれぞれ

Fig. 11，Fig. 12のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，月に 1回行われている

教材会議に「発達支援の部屋」の担当職員も参加

し，在籍する学級でどのような教材を作る予定か

確認し，先行体験を行えるような支援内容を考え

ている。また，学級担任が週案を考える前に「発

達支援の部屋」の担当職員が月案を作成し，月案

に合わせて学級担任が週案を作成している。「発

達支援の部屋」の活動を終えたら，子どもをクラ

スまで送り届け，担当職員から学級担任に，子ど

もが活動の中で頑張っていた点，課題と感じる点

等を口頭で伝えている。事例研修会に学級担任も

参加し，発達支援の必要性を感じて協力してい

る。「発達支援の部屋」開室当初は在籍する学級

の活動時間が減ってしまう等他の教職員の理解は

当歴が 3年 7か月であり，担当職員は小学校教諭

免許状，特別支援学校教諭免許状等の免許・資格

を有している。

2）支援内容・支援方法

支援方法としては，午前 2回，午後 1回の一日

3回ほど個別支援を行っている。1グループは，

多くても 5～6名程度であり，クラスごとに編成

されている。1グループで週に 2回ほど個別支援

を行っている。在籍する学級の活動を優先し，自

由遊びの時間等に少人数で個別支援を行ってい

る。3歳児学級は，生活課題に対する発達や生活

の影響を考慮し「うさぎの部屋」等での個別支援

は行わず，担当職員が学級で個別支援を行うこと

で，次年度支援の必要性について検討している。

支援内容に関しては，「うさぎの部屋」は，作

品作りやごっこ遊び等の微細運動を行っており，

「どれみの部屋」は，運動遊びの粗大運動を行っ

ている。活動の流れは，最初に「うさぎの部屋」

で静的な活動を行った後に排泄をし，「どれみの

部屋」で動的な活動を行うよう統一している。支

援を行う中で担当職員が心掛けている点として，

「子どもの良いところ，頑張っているところを見

つけて積極的に褒め，子どもが自信を持って活動

できるようにすること」「作った作品には毎回名

前を書くようにすること」「小学校に上がるまで

に身につけてほしい姿を想定しながら支援を行う

Fig. 10　E幼稚園園舎配置図
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6．浜松市立F幼稚園

（1）浜松市立F幼稚園の概要

浜松市立F幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年12月11日（火曜日）9：00～11：00である。

浜松市立F幼稚園は浜松市北区に位置する幼稚

園であり，1969（昭和44）年に現在の位置に移

転設置された。

浜松市立F幼稚園は，2018（平成30）年 5月 1

日時点で，園長 1名，主任 2名，教諭 1名，「発

達支援の部屋」担当 2名，キッズサポーター・園

務員 5名の計12名の教職員で構成されている。

低かった。しかしながら，子どもにとって「発達

支援の部屋」での支援の効果が他の教職員に確認

されるにつれ理解が深まり，現在は学級担任との

協力体制が確立している。

5）朝運動等

また「どれみの部屋」では朝の時間に 5歳児学

級の子どもが朝運動を行っている。対象児が運動

遊びを楽しそうに行っている様子を見て，他の子

どもが自分もやりたいと発言していたため，朝運

動の活動を始めた。年少や年中の子どもも「どれ

みの部屋」を活用することがある。

Fig. 11　「うさぎの部屋」配置図

Fig. 12　「どれみの部屋」配置図 
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り週に 1～2回，個別支援を行っている。毎週木

曜日に，次週の個別支援に関する計画を立ててい

る。今までは在籍する学級内での支援を優先して

いたため，2学期になってから個別支援を行い始

めた。現在は開設初年度ということもあり，確立

した支援方法を採択するのではなく，模索的に支

援に取り組んでいる段階である。

支援内容に関しては，在籍する学級での活動を

優先し，在籍する学級でいきいきと過ごせるよう

にすることをねらいとして「こりすの部屋」での

活動を行っている。教材を利用したり，運動遊び

や在籍する学級の活動に関する支援を行ったりし

ている。支援を行う中で担当職員が心掛けている

点として，「一つ一つの指示を分かりやすく伝え

ること」「声の大きさを調節し，ゆっくり話すこ

と」「活動を終えたら，担当職員同士で反省を行

うこと」等があげられる。

3）環境構成

環境構成については，「こりすの部屋」は，ト

ランポリンやマット等運動遊びの遊具が配置され

ている。塗り絵や絵本等の教材もあり，子どもの

特性に応じて支援を行える環境が整っている。運

動遊びの遊具と通常の活動を行う場はカーテンで

仕切られており，子どもが活動に集中できるよう

工夫されている。

在籍園児数は，3歳児学級は 1学級20名，4歳

児学級は 1学級22名，5歳児学級は 1学級21名で

あり，その中で「発達支援の部屋」を利用してい

る園児の人数は，3歳児学級，4歳児学級，5歳児

学級いずれも 0名であった。2018（平成30）年

12月時点では，3歳児学級3名，4歳児学級 2名，

5歳児学級 2名の計 7名の園児が利用している。

浜松市立F幼稚園の環境構成・経営の特徴は，

「地域の幼稚園」として豊かな自然や地域文化の

特色を活かした園経営を推進している点である。

小学校とも隣接しており，積極的に交流を図って

いる。発達支援の部屋「こりすの部屋」は園舎の

2階隅に位置している。園舎配置図はFig. 13のと

おりである。

（2）発達支援の部屋「こりすの部屋」

1）担当職員および所有免許・資格

2018（平成30）年 4月に発達支援の部屋「こ

りすの部屋」が開設され，同年度は担当職員が 2

名体制で，個別の支援を必要とする子どもの個別

支援を行っている。「発達支援の部屋」担当職員

は，1名は担当歴が 8か月であり，幼稚園教諭免

許状，保育士資格，特別支援学校教諭免許状等の

免許・資格を有している。

2）支援内容・支援方法

支援方法としては，それぞれ異なる困り感を

持った子どもが同じグループで，1グループあた

Fig. 13　F幼稚園園舎配置図
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対象児が在籍する学級での生活を柱としながら，

必要に応じて在籍する学級内での「発達支援の部

屋」専任職員による個別支援と，各「発達支援の

部屋」での個別支援を受けられる点に特徴が見出

された。この点は小学校における在籍する学級で

の特別支援教育支援員による支援と，「通級によ

る指導」に基づく通級担当教員による個別支援の

双方に類した支援が行えるような機能を有してい

ることが明らかとなった。

また支援に関しては各園の「発達支援の部屋」

に共通して在籍する学級での支援を主として支援

が取組まれており，対象児の年齢や状態に応じて

「発達支援の部屋」での小グループを含む個別支

援を行っていることが示された。そのため，「発

達支援の部屋」の担当専任職員は学級担任と連携

を図り，園内支援体制整備に努めている様子がう

かがわれた。具体的には記録表の作成や，口頭で

の対象児や支援に関する情報共有を行っていた。

「発達支援の部屋」の環境構成として「発達支

援の部屋」は園内の一室を整備して設置され，い

ずれも園舎内では建物の端側に位置しており，外

部刺激を調整できるような配置になっている園が

複数確認された。この点は幼稚園における特別支

援教育の環境構成を考える上で，園舎建築に着目

する必要性を示唆している。しかしながら，その

室内環境の構成や配置されている遊具等は各園で

4）学級担任との連携

学級担任との連携では学級担任と担当職員間

で，「子どものどのようなところを育てたいか」

という支援方針を共有している。そのため，ハサ

ミ，折り紙，運動，楽器の練習等，在籍する学級

の活動で子どもが落ち着きにくい場面等でも，学

級担任と相談して適宜「こりすの部屋」を利用し

ている。

5）「こりすランド」

また浜松市立F幼稚園では，全園児を対象に，

順番に「こりすの部屋」を体験する「こりすラン

ド」という活動を2018（平成30）年度の 2学期

からスタートした。集中力や体幹，友達と遊ぶ力

を身につけることや，「こりすの部屋」に親しみ

を感じてもらうことを目的としている。調査当日

は，年長組の男児 3名，女児4名が30分程，トラ

ンポリンやビーズクッション，音の鳴るマット，

迷路，ビーズひも通し等，各々好きな遊びを行っ

ていた。

．考察と今後の研究課題

本研究では浜松市公立幼稚園「発達支援の部

屋」を事例に，地方公共団体における特別な支援

ニーズのある子どもに対する支援制度の特質を設

置園への訪問調査結果から検討した。

その結果，浜松市「発達支援の部屋」は，支援

Fig. 14　「こりすの部屋」配置図
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われる。

最後に制度上の特質として，浜松市「発達支援

の部屋」は，浜松市「発達支援教育」に関連する

一連の政策の一つとして「浜松市立幼稚園におけ

る『発達支援の部屋』設置要綱」に基づき事業運

用がなされていた。その上で実際の取組に関して

は，要綱に基づく事業上の共通性がみられる一方

で，各園で支援体制整備の特徴は異なっているこ

とが明らかとなった。この点から同事業は，各園

の状況に応じた支援体制構築のデザインが可能と

なるような可塑性を有するという特質が指摘され

た。以上を踏まえると，今後の自治体等における

支援制度を考えていく上では，浜松市「発達支援

の部屋」のように各園現場の実情に応じた支援事

業整備が進められるよう制度設計を行うための自

治体政策の必要性が示唆された。

今後は浜松市「発達支援の部屋」に係る事業動

向や園組織内での体制整備に関する園長や担当職

員の意識を明らかにし，より多層的に浜松市「発

達支援の部屋」に係る政策，制度上の特質を明ら

かにしていくことが求められる。

付記

本研究はⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴを第一著者が、Ⅳを第二著者

が中心に共同で執筆したものである。なお本研究におけ

る瑕疵については，すべて第一筆者の責任である。
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注

  1） 浜松市「発達支援教育」に関しては，同市Webサイト

に詳細が示されている（LA：20190827）。

  （https：//www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kyoiku/

kyoiku/hattatsu/index.html）

違いがみられた。そのため，「発達支援の部屋」

での個別支援として行われる保育活動にも違いが

生じていると考えられる。

さらに「発達支援の部屋」の対象児となってい

る子どもだけでなく，園の在籍児が「発達支援の

部屋」において活動する機会を設けているかどう

かに関しても，園により違いが確認された。対象

児以外の「発達支援の部屋」での活動が確認され

た園においては「発達支援の部屋」や担当専任職

員に親しみを持ってもらうこと，全園児の運動機

能を高めること等を目的としていることが明らか

になった。この点は「発達支援の部屋」が特別な

ニーズのある子どもに対して特別支援教育を進め

る装置として機能しているだけでなく，浜松市の

教育政策である「子供たち一人ひとりの発達段階

と教育的ニーズに応じて健やかな成長発達を支援

していく」という「発達支援教育」を推進する一

装置として実装されていることによるものと推測

される注1）。またインクルージョン保育を考えるう

えでは，個別支援を行う場としての性格が強い

「発達支援の部屋」に関して，対象児以外も可能な

範囲で利用可能としていることにより，「特別な空

間」化させないように取組む園も確認できた。

そして本研究で焦点を当てた「発達支援の部

屋」を担当する専任職員に関しては，幼稚園教諭

免許状，小学校教諭免許状，中学校教諭免許状，

高等学校教諭免許状，特別支援学校教諭免許状や

保育士資格，自閉症スペクトラム支援士（日本自

閉症スペクトラム学会）等の免許・資格を有する

職員が配属されていることが確認された。これら

の有資格者であることから一定の専門性を有する

職員を配置するという政策の意向が読み取れる。

特に特別支援学校教諭免許状や自閉症スペクトラ

ム支援士を有する職員を配置することで，障害等

の特別な支援ニーズのある子どもに対応しやすい

職員組織を構築しようと試みている点は特筆でき

る。特別支援教育支援員に関しては自治体等が採

用時に教員免許状等の所有条件を設定するかどう

かで支援員の専門性に違いがみられるとの指摘も

あり（道城他，2013），浜松市「発達支援の部屋」

に関しては，有資格等の職員を配置することで一

定の専門性を確保しようとしていることがうかが
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