
Abstract

The purpose of the present study was to examine the core characteristics of out-reach 

developmental consultation services for children with special educational needs, from the 

perspective of day nursery care support. Based on the American school-psychologist model

（Gutkin & Curtis, 1999）, fi ve core themes of out-reach developmental consultation services 

were analyzed as follows： 1）the concept of the support for day nursery care on the basis 

of the ICF model；2）developmental psychologist-teacher relationship；3）three tools 

for out-reach developmental consultation services；4）operationalizing the ecobehavioral 

consultation model　for day nursery care and 5）developmental psychologist-teacher 

responsibilities in the process of out-reach developmental consultation services. Finally, the 

need for increased organizational consultation activities by psychologists was discussed.

Key words： out-reach developmental consultation services, support for day nursery care, 

children with special educational needs

はじめに

　乳幼児保育現場において，障がいとは言えないまでも，何らかの支援の必要性が感じられる

子どもは相当数いることが知られている。2008 年に全国保育協議会が行った全国調査による

と，障がい児保育の対象児数のうち，障がい者手帳を持つ子どもがいる保育園の割合は全回答

数の 42.0％であるのに対し，手帳は持っていないが支援が必要と判断される子どもがいる保育
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園は 35.8％，支援対象とまでは言えないが判断の難しい子どもがいる保育園は 24.9％に及んで

いる。発達障がいをもつ子どもたちは，園生活の中で初めて困難の存在に気づかれることが多

く，先の調査における手帳を持たない 6割近い子どもの中にも，のちにその存在が明らかにな

るケースが含まれていると考えられる。田丸・小枝（2010）は，母子保健事業として取り組ま

れた 5歳児発達相談において，ADHD，PDDなどの診断がついた子どものうち半数は 3歳児

健診で事後対応されずにいるという。その理由は、保護者が 3歳児健診において「指示の入り

にくさ」「落ち着きのなさ」「かんしゃく」などの育てにくさを感じていたものの，明確な訴え

をしていないことにある。ところが，子どもが 5歳代になると，保護者が感じていた育てにく

さが園生活上の困難さと重なって明確になり，子どもの発達上の特徴としても気づかれること

が多いと指摘している。保育園・幼稚園（以下，園と呼ぶ）では通常の保育において，発達障

がいをもつ子や障がいとまでは言えないものの「気になる」子どもを含めた支援を充実させる

ことが期待されているといえる。

　近年，乳幼児期に発達障がいが疑われる場合の早期支援は，発達障害者支援法（2005）や特

別支援教育（2007）において国及び地方公共団体の責務であると明示されたことから，急速に

体制づくりが進められるようになった。その一環として，現在，最も広く手がけられているの

は，外部の専門家による巡回相談の活用である。1970 年代以降に巡回相談員を導入してきた

保育園のみならず，2007 年以降，幼稚園においても国・公・私立園に徐々に導入されるよう

になり，2009 年度には平均して 6～ 7割の園に達した（文部科学省，2009）。

　巡回相談とは，「子どもの生活する場に専門家が出向き，生活文脈の中での子どもの育ちを

アセスメントし，保育の中での支援のあり方について検討すること」である。従来のように，

相談者が専門機関に出向くのではなく，専門家が生活の場に参加することで，生活場面におけ

る子どもの支援が可能となると考えられている。一方，現状としては，特別支援教育の開始か

ら 3年ほどしか経過していないこともあり，巡回相談の体制はまだ十分とは言い難く，質の確

保のできていないところが多い。人口規模の小さな自治体では，一人の心理相談員が乳幼児健

診，巡回相談，子育て支援，就学支援など広範囲に担当していることもある。一人が多重な支

援を提供することには，倫理的な問題も伴うと考えられ，子どもの最善の利益が保障されてい

るかどうかが問われるだろう（児童の権利に関する条約，2004 年）。こうした状況において，

心理の専門家が園に対する巡回相談を行う際の基本的な配慮点はどこにあるのかを整理してお

くことには意味があると思われる。

　ところで，一口に巡回相談と言っても，その理論モデルは，メンタルヘルスモデル，生態学

的モデル，行動分析モデルなどさまざまである。本論では，生態学的モデルに依拠し，発達心

理学あるいは発達臨床心理学の視点から行う巡回相談を巡回発達相談，それを行う心理相談

員を発達相談員と呼んで，その取り組みのポイントを整理する。その際の理論的な枠組みとし

て，アメリカのスクールカウンセラーの活動に関する生態学的なモデルを提唱したGutkin & 
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Curtis（1999）の考えを参照するが，我が国における保育現場に対する巡回発達相談員の活動

とは必ずしも合致しない点がある。そこで，巡回発達相談活動の課題については，筆者が 20

年以上にわたり携わってきた自治体における実践から得た示唆をもとに検討する。

　筆者は，主に保育園を対象とした巡回発達相談の発達相談員として保育者と協働する機会を

得てきた（木原，2003）。そこで学んだことの多くは，巡回発達相談において特別な支援を必

要とする一部の子どものみならず，その他の子どもたちにとっても，最善の利益が保障される

支援が求められているということにある。心理の専門家としては個に注目しがちであるが，た

とえ特定の子どもの相談を依頼されても取り巻く集団との関係を視野に入れた支援でなくては

役に立たないのである。集団保育の場では，子どもたちはともに関わり合いながら育ち，保育

者はそうした関係性を大切に育てつつ保育している。専門機関で療育されていた子どもにおい

ても，日常生活をともにする中での子どもたちの育ちあいはなくてはならないものと考えて，

専門機関から入園を勧められることが多い。保育の中での発達支援においては，障がいのある

子どもや「気になる」子どもへの支援を個としてのみならず，それを子どもたちの育ちあいに

つなげていくにはどうしたらよいのかを考えなくてはならないのである。そのために，巡回発

達相談において，保育支援という観点を持つことが重要であると考えるに至った。

　そこで，本論では，第 1に ICFモデルに代表される新たな障がい観をふまえつつ，保育支

援としての巡回発達相談をめぐる発達相談員としての取り組みの配慮点を整理する。配慮点

は，次の通り，巡回発達相談の中核と考えられる 5つのテーマについて取り上げる。1）ICF

モデルに基づく保育支援の考え方，2）コンサルテーションにおける保育者と発達相談員の関

係，3）コンサルテーションとしての巡回発達相談のための 3つのツール，4）生態学的コンサ

ルテーションモデルに基づいた保育支援の実践，5）巡回発達相談における発達相談員と保育

者の責任の所在である。第 2に，これらの作業を通して巡回発達相談が地域の「気になる」子

どもの保育を支援する際に求められる発達相談員の力量形成のあり方についての示唆を得るも

のとする。

1　ICF モデルに基づく保育支援の考え方

　障がいをもつ人ももたない人も，社会参加の権利を有する存在として社会に統合されること

をめざすインクルージョンの考えが浸透するのに伴い，障がいのとらえ方も大きく変化した。

1980 年には，ICIDH（WHO）において，障がいは機能障害，能力障害，社会的不利といった

負の側面によって規定されていた（Figure1）。現在は，それに代わって，生活の質を保障さ

れつつ健康に生きていくために必要とされる機能という正の側面に着目して概念化された ICF

モデル（WHO，2001）を規範として，支援の意義や目的が検討されるようになった（Figure2）。

このモデルは，リハビリテーションに関わる医師，看護師，ST，OT，PT，心理などの複数

の専門家をつなぐ共通言語として開発されたという経緯がある（大川，2004）。
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　ICFモデルの考え方は次の 3点に要約される。①障がいの有無にかかわらず人は心身の機能

を働かせて，さまざまな活動を展開し，社会のあらゆる分野に参加する権利を有する存在であ

る，②障がいは活動と参加に困難をもたらす，③困難は環境整備のあり方，度合いによって変

化する。この考え方に基づくと，保育支援の目的は，保育という環境因子を整備することによ

り，子どもの活動と参加を保障し，健康状態を維持することにある。例えば，生活面での人的・

物的支援，バリアフリー化，保育内容（教材や教授法）の工夫，個別指導計画（IEP）の作成

などは，それらによって，障がいはあっても，活動の制約をなくし，保育参加できるようにな

ることを目ざすのである。そうした支援を実現するには，子どもがどのような状況下で活動で

きるのか，あるいは活動できていないのかについてアセスメントすることが必要となる。そう

したアセスメントを行うことは，発達相談員にとっての重要な役割の一つである。大川（2004）

によると，活動には 2水準として，できる “活動 ”（能力）と，している “活動 ”（実行状況）

があると考えられている。2水準の活動をアセスメントするためには，保育の場において，子

どもができるのにしていない活動はあるか，あるいは，できないのにしている活動はあるか等

を検討しなくてはならない。前者の例は，子どもの持っている能力が，保育室の騒音や他児の

存在によって発揮できない場合である。支援としては，静かな部屋で作業させるなど，可能な

限り子どもを取り巻く阻害的な環境要因を統制する。後者の例は，集団場面ではモデルとなる

他児を模倣しているが，一人では活動の意味が分からずできない場合である。この場合には，

個別支援を組み込んで，自分で活動の目的や方法を理解して実行できるように援助する。この

ように，できるか，しているかについてのアセスメントは，子どもを取り巻く環境と活動との

Figure1　ICIDH（国際障害分類）モデル
（WHO，1980）

疾患・変調 機能・形態障害 能力障害 社会的不利

Figure2　ICF（国際生活機能分類）モデル
（WHO，2001）

健康状態

心身機能・
　　　身体構造

活動
（できる・している）

参加

環境因子 個人因子
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関係性を含めて生態学的な視点に立って検討される必要がある。なお，環境調整を含む支援を

実践するには，園内のみならず，専門家の連携・協働による支援ネットワークの構築を同時に

行うことが必要であると考えられている。

2　コンサルテーションにおける保育者と発達相談員の関係

　保育は当然のことながら保育者が主体となって行う実践活動であるが，それを支援する立場

の発達相談員はどのような関係にあると考えたらよいのだろうか。両者の関係は，学校現場へ

のスクールサイコロジストの支援モデルとして，Gutkin & Curtis（1999）が提唱した直接支

援モデルと間接支援モデルのいずれかに当てはまると考えられる（Figure3）。

　巡回発達相談にはさまざまな形態があり，療育機関から巡回した STが園において子どもに

言語指導をする方法，家族支援を目的に保護者と発達相談員が面接する方法などがある。こう

した支援形態は，Figure3 の直接支援モデルに当てはまる。一方，保育者を保育の専門家と考

え，保育者と他の専門家が協働して問題の解決策を考える方法は，間接支援モデル（以下，コ

ンサルテーション）になる。コンサルテーションは，保育支援を目的とした相談活動のモデル

として取り入れられることが多い。

　我が国におけるコミュニティー心理学の基礎を築いた山本（1986）は，メンタルヘルス理論

に基づき，コンサルテーションを次のように定義している。「二人の専門家；一方をコンサル

タント（consultant）と呼び，他方をコンサルティ（consultee）と呼ぶ，の間の相互作用の一

つの過程であり，コンサルタントがコンサルティに対して，コンサルティの仕事の中でより効

果的に解決できるよう援助する関係をいう。」この定義は，Gutkin らが提示した間接支援モデ

ルと一致することから，生態学的モデルであれ，メンタルヘルスモデルであれ，その基本原則

は同じであるといえる。

Figure3　直接支援モデルと間接支援モデル（Direct and Indirect Service Delivery Model）
（Gutkin and Curtis, 1999 を筆者が一部改変）

①直接支援モデル（カウンセリング・療育）

②間接支援モデル（コンサルテーション）

保育者
（Teacher）

心理の専門家
（Psychologist）

子ども
（Child）

照会 対処

心理の専門家
（コンサルタント） （コンサルティ）

子ども
照会 保育対応

コンサルテーション

保育者
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　以上の定義を保育現場へのコンサルテーションに当てはめると，子どもの支援者である保育

者（コンサルティ）を心理の専門家（コンサルタント）が支援する，という入れ子構造をなす

ことが分かる。ここから，心理の専門家として優先すべき支援の対象は最善の利益を享受すべ

き子どもなのか，保育者なのか，という悩ましい問題が出てくる。コンサルテーションは，難

しい支援モデルだと考えられるゆえんでもあるが，それが受け入れられているのは，カウンセ

リングや療育による個を対象とした場合には対応できない，保育者を介した保育全体の質を高

めることにつながる支援を展開でき，結果として支援効率が高いと見なされるからである。そ

の関係を，改めて図示するとFigure4 になる。年長クラスになると，支援の必要な子どもがク

ラスに 5～ 6名いる園は多い。そうした現状や，限りある巡回発達相談の予算枠を考えるとコ

ンサルテーションは有効な支援手立てであると思われる。

　コンサルテーションは，コンサルタントとコンサルティの関係性や扱うテーマに関してカウ

ンセリングとは異なる基本特性を持っている。それについて，山本は以下の 4点をあげている。

①コンサルテーション関係は，おたがいの自由意志にもとづいている：コンサルテーション

は，問題への対処に役立つとコンサルティが判断し，コンサルタントを招待するところから始

まる。

②コンサルタントは，局外者である：コンサルタントは，コンサルティの昇進や地位をコント

ロールする立場にいるような上下関係にあってはならない。それが保障されることで，コンサ

ルタントは，コンサルティのおかれている状況や問題に対して距離をおいて客観的に見ること

ができる。コンサルティもコンサルタントの意見や指摘に服従する必要はなく，必要なところ

を取り入れることができるし，役に立たなければ，いつでもその関係から自由になれる。

③コンサルテーション関係は時間制限がある：始まりと終わりがはっきりしており，コンサル

テーションの段階がはっきりしている。あくまでも，問題の責任の主体はコンサルティにある

が故，コンサルタントは深追いせず，一定の距離をもって援助できるからである。

④コンサルテーション関係は課題中心である：コンサルティが現在とりくんでいる問題や対象

にどうかかわるかに焦点が向けられる。コンサルティの性格，個人的問題，個人生活にかかわ

ることはしない。相手の専門家としての社会的役割を尊重し，依存的関係にさせないためであ

る。

Figure4　コンサルテーションに期待される波及効果

子ども 1
子ども 2
子ども 3

心理の専門家
（コンサルタント）

保育者
（コンサルティ）

照会

コンサルテーション

保育対応
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　以上をふまえると，保育の場への巡回発達相談がコンサルテーションとして機能するために

は，保育者が納得できるような支援が発達相談員との協働で導き出されない限り相談は継続さ

れないことを覚悟する必要のあること，局外者として保育の場に参入しつつ，時間制限のある

中で課題を精査し，それについて検討し，課題解決を目指すことが求められるといった特性を

もつ相談活動であると言える。こうしたコンサルテーションが課題解決へ向けた検討の機会と

して機能するためには，実践上のポイントを押さえておくことが必要だと思われる。以下に主

に筆者の実践してきた巡回発達相談活動をもとに検討する。

3　コンサルテーションとしての巡回発達相談のための 3つのツール

　通常，巡回発達相談は，1日 1園程度しか巡回できず，広い相談ニーズに応えるためには，

同じ園には年数回しか訪問することができない制度になっている自治体が多い。そこで，初回

の相談が重要になるが，それが有効に機能するためには，的確なアセスメントを導き出すため

の 3つのツールがそろっていることが必須であると考える。

　第 1は，情報収集である。依頼書・保育観察・発達検査・聞き取りによる情報収集が含まれ

る。

　①依頼書：筆者が携わってきた自治体では，発達相談員側が依頼書の作成から携わった。1

例を紹介すると，依頼書の 1面には，対象児の年齢・家族構成・生育歴・療育歴・健診歴の他

に，保育されているクラスの構成員（子どもと保育者の人数），相談することへの保護者の承

諾についての記述欄を設けた。2面には，保育場面での子どもの様子，保育者が取り組んでき

たこと，相談したいことの記述欄を設けた。依頼書への記載をきっかけとして，相談意図の明

確化や，園内の合意形成を得ることに役立ち，保護者とも子どもの育ちを共有する機会となる

ことが分かった。こうした園内や保護者との連携をベースに，巡回発達相談が始まることで，

課題に焦点化した保育者と発達相談員の協働が可能になると思われる。

　②保育観察：発達検査に関しては保護者の了解が得られないと実施することは難しいため，

保育観察がアセスメントの優先的な手段となる。保育観察においては，心理としての専門性の

みならず，保育に関する基礎知識が必要となる。観察に当たって，保育場面の構造を理解する

ことが求められるからである。例えば保育場面は，設定保育場面と自由保育場面，ルーティン

の活動とそれ以外の活動などに分けて，場面による子どもの活動の違いを比較検討する。乳幼

児は，午前中がもっとも集中できる時間帯であるため，この時間帯を中心に，活動できている

ところ，もう少しでできそうなところ，できないところを見分けようとする観察力も求められ

る。こうした観察にあたって，事前に保育の流れを聞き取ったり，観察後に保育の意図を確認

することが必要である。

　③発達検査：検査場面には，保育者にも参加を求め，子どもの様子を観察してもらうことが

有効である。それは，子どもの様子を見て「予想以上にできて嬉しかった」のか，「案外でき
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ていないことが分かりショックだった」のかなどをふりかえってもらうことで，日頃の保育場

面での様子との違いを把握できるからである。発達検査では結果のみならず，検査態度の観察

が重要である。例えば，子どもが「早く教室に帰りたい」様子を見せれば，集団に参加する意

欲の表れかもしれないと考える。集団場面とはうってかわって，検査場面に喜んで参加してい

る場合には，検査馴れして得意意識を持っているか，検査を達成感のある場面として楽しんで

いると考えられる。後者の場合には，園にも家庭にも遊びや学習の機会が保障されていない場

合があるので，背景情報と合わせて吟味する。

　第 2は，カンファレンスである。保育への巡回発達相談は，午前中に観察や検査を終え，午

後の時間帯に可能な限り全職員出席することを要請してカンファレンスを行う。発達相談員

は，観察や検査では，支援課題や手立てに関する仮説（仮のアセスメント）を生成するにすぎ

ず，それを保育者と協議して妥当なアセスメントを導き出し，保育実践を検討する場がカンフ

ァレンスとなる。この場にどれだけ多くの職員が出席するかは，保育の都合によるところも大

きいが，実際には巡回発達相談に対する園の期待が反映されていることが多い。カンファレン

スの役割分担決めも重要である。司会役は，相談の依頼責任者である園長か，相談に同行して

いる場合には巡回発達相談の受け入れ窓口となる行政担当部署の担当者が担う。カンファレン

スでは，発達相談員は観察や検査に基づくアセスメントを提示するほか，担任，前担任，担当

保育者，看護師，主任，園長等が把握している事実や見立てを可能な限り提示してもらいつつ，

園で実現可能で，子どもにとって効果の高い保育の取り組みのポイントを検討する。一方，保

育者はそれを保育実践と結びつけて具体的な手立てを考える役割を担っている。

　第 3は，報告書である。カンファレンスをふまえて，発達相談員の視点から問題状況と保育

の取り組みの観点について簡潔にまとめて，園と行政担当部署に報告する。その際，実際の保

育場面におけるどの活動がアセスメントと関係しているかを分かりやすく書くことがポイント

となる。文字化された報告書は，次の依頼書と合わせて巡回発達相談のふりかえりの資料とな

る。保育の取り組みが変化したか，問題状況は改善されているかなどを吟味する。園内におい

ては，カンファレンスに出席できなかった保育者が理解を共有するための資料ともなる。

4　生態学的コンサルテーションモデルに基づいた保育支援の実践

　巡回発達相談において，発達相談員が問題状況についてアセスメントする過程はアクション

リサーチの過程であるとも言える。相談の進行状況に応じて立てるリサーチクエスチョンのポ

イントを，先にあげたGutkin らに倣い，保育支援の場合に照らしながら検討したものが以下

である。

1）ステップ 1〈問題の同定〉：保育者の主訴の背景にある気がかりを分析し，最も深刻な問題，

対処可能な問題，対処できれば効果が期待される問題を検討する。ここでは，主訴が必ずしも

取り上げるべき問題であるとは限らないことに留意すべきである。保育者の気がかりはおおよ
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そ以下の 3点に見いだされる事が多く，複合していることもある。大枠として 3点をふまえ

つつ，どこに保育者の気がかりがあるかを同定していく作業が相談の初期段階には重要となる

（木原，2006）。

　第 1は，子どもの発達や行動上の問題について，気にかけるべきか否かに迷っている場合で

ある。乳幼児期には個人差が大きく，専門機関に受診すべきか否かに迷うことが多い。また，

受診を進めても障がいと診断されるケースは多くないことも背景にある。さらに，保育者は，

個人差はあって当たり前で，むしろ一人ひとりを気になる存在として保育していることも多

い。発達相談員としては，障がいがないかを見逃さずにアセスメントすることが求められる一

方で，一人を気にかけて保育することがクラスの他児への保育の取り組みにどのような影響を

及ぼすのかについても検討しなくてはならない。

　第 2は，家庭環境や保護者との意思疎通が困難なことに悩んでいる場合である。保育園にお

いては，1日の大半を子どもと過ごしているのは保護者ではなく，保育者であることに留意す

る必要がある。入浴や食事や着替えなどの基本的な生活習慣の獲得や，衛生管理などの基本に

ついて，保護者と意思疎通できず，保護者に代わって子育てする保育者の悩みは近年大きくな

っている。発達相談員としては，保育者が無理をしすぎて疲弊していないかを見極めながら，

園内連携はもとより，園外連携も視野に入れて多面的な支援をすることが必要となる。加えて，

子どもを育てて保護者に返す，という覚悟で保育することで，子どもの育つ喜びを保護者と共

有することができるような循環をどうしたら作ることができるかを考えて問題設定をしていく

ことが大切だと思われる。

　第 3は，保育に見通しが持てない場合である。子どもの問題と表裏一体の関係にあるが，乱

暴など，他児を巻き込む問題が大きい場合，集団としての保育が崩壊しかねず，見通しを持て

ない悩みが大きくなる。一方で，発達相談員から見てとてもうまく保育できていると感じられ

るところは自覚できないことも多い。「子どもに力があったんです」という保育者が案外多い

ことに気づかされる。保育支援においては，保育の見通しを持てるように，うまく保育できて

いるところをふりかえりつつ，それと絡めて子どもの発達をとらえられるように，ともに考え

ていくことが重要となる。

　このほかに，園内で解決できない保育者の葛藤が保育の見通しの困難さにつながっている場

合もある。「気になる」子どもが「気になる」園環境，研修の外注化による園内での課題共有

の困難，専門機関と連携できない悩みなどがある。それらは園長などの管理職の責任で改善さ

れることは多いが，組織内の保育者が管理職に要望を述べることは難しいと思われる。局外者

である発達相談員であれば問題点を指摘することができるだろう。園内研修がない問題につい

ては，巡回発達相談を事例検討の機会とすることで，園内で研修する機運が生まれることもあ

る。

2）ステップ 2〈問題状況のアセスメントとプランづくり〉：この段階では，発達相談員として
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も保育の基礎知識を持ちつつ，保育者と協働しながら問題となっている状況についてアセスメ

ントを練り直し，保育のプランを立てる。ここでの基本は，他機関との連携を模索する場合に

も，まずは園でできることを考えることにある。仮想事例における保育プランは以下のとおり

である。

　感覚過敏のために，教室では落ち着かず他児とのやりとりができなかった「気になる」3

歳児：①入園初期には，担当保育者をつけることで，家庭とは異なり，刺激の多い教室で

安心して過ごせるように図りつつ，保育者との遊びの楽しさを共有できるようにする（3歳

児クラスでは，集団保育が始まったばかりなので，個別支援を活動によっては必要とする子

どもがいるため，特定の子どもへの個別支援は子どもたちにも受け入れられやすい環境に

ある）。②保育場面ごとの対応の仕方の目安としては，設定保育場面では，みんなが集う教

室では音環境への過敏性が強くなるため，絵本などの当該の子どもの楽しめる活動を用意し

て，刺激に振り回されずに，主体的に対象（好きなもの）を認識できるように集中させたり，

環境刺激から逃れるための特別な空間を用意したりする（簡単な間仕切りでもよい）。③ 3

ヶ月ほどすぎると子ども集団が作られ，行事へ向けても集団的に活動する時期を迎えるた

め，自由保育場面を中心に，担当保育者が他児との遊びを媒介し，担当保育者を基地にした

小さなグループでの遊びを意図的に設定する。

3）ステップ 3〈プランの実行（保育実践）〉：プランの実行は，保育者の役割である。カンフ

ァレンスで協議されたプランの成果を検証する作業は保育者によってしか実現されえない点を

ふまえておくことは重要である。プランの実行にあたって，当該児のみならず，他児のニーズ

に合致しているか，管理者は理解しているのか，保護者の理解は得られるのか，他のクラス担

任は理解しているのか，不慮の出来事（担当保育者が休みの時など）にはどうするかなどをあ

らかじめ検討しておく必要がある。

4）ステップ 4〈保育対応の評価（ふりかえり）〉：次回のコンサルテーションで，どこがうま

くいったか，いかなかったかを評価する。そのための日取りを決め，どのようにふりかえりを

行うかを決めておくとよい。次の相談では，ステップ 1へ戻って，アクションリサーチ的循環

を繰り返しながら，子どもの発達に関するアセスメントと支援の手立てについて考える。

　保育支援では，少なくとも 6ヶ月ごとに当該児や他児の発達に応じて取り組みの配慮点を検

討し直し，保育と絡めて子どものどこがどう育ったかを評価して，次の取り組み方針を立てる

ことが大切である。

5　巡回発達相談における発達相談員と保育者の責任の所在

　コンサルテーションとしての巡回発達相談が有効に機能するために双方が守るべき事柄もあ

る。それらは暗黙の前提となっていることが多いものの，年に数回の相談の機会を有効に活用

するためには銘記しておくべき事柄であると思われる。以下に，Gutkin らが指摘した 5点を
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もとに整理する。

　第 1に，発達相談員は，相談の進行の仕方に責任を持つべきである：局外者として保育に参

入することになるため，発達相談員は保育の流れを尊重しながら保育観察・発達検査・カンフ

ァレンスを実践できているのかに留意しなくてはならない。相談員の参加自体がクラスの雰囲

気を異質なものにすることはよくある。いつもは落ち着かない子がその日に限ってはおとなし

かった，ということも珍しくない。また，普段の保育の流れとは違い，保育者が相談員に見て

もらいたい活動を特別に用意していることもある。子どもにとってはいつもの保育の流れとは

違うので，その影響を受けることに配慮して，アセスメントをしなくてはならない。前にも述

べたが，アセスメントでは個別の視点のみならず，保育の取り組みがクラス全体の保育とつな

がるものとなっているのかなどの環境との関係性についてもとりあげる。集団から当該児を隔

離した保育になっていないか，担任と担当保育者に連携がとれているのか，保育課題が子ども

に分かりやすく提示されているのかなども検討する。

　第 2に，発達相談員は，カンファレンスにおける議論の展開をモニタリングする責任がある：

　担任は，保育に行き詰まっているとき，自分一人に責任があるのではないかと思い悩んでい

ることが多い。そこで，園内に担任をサポートするネットワークはできているのか，誰がサポ

ートの鍵になりそうかを判断しながら，園全体で保育に取り組めるようモニタリングしながら

カンファレンスを進めていかねばならない。カンファレンスにおける相談員の役割は，心理と

しての専門知識をもとに問題状況についてアセスメントするとともに，園内のどの保育者がど

ういう資源を持っているかをモニタリングしつつ，それを引き出しながら相互をつなぐことに

もあるといえる。

　第 3に，発達相談員も保育者もともに互いの専門性を発揮し，問題状況に対する満足のいく

成果を出せるように努める責任を負う：コンサルテーションの定義からすると当たり前のこと

ではあるが，相談員側がアセスメントの提示だけに終始して，保育の取り組みについてのアイ

ディアがないと保育者にとって不満が残ったり，相談員に対して保育者が依存的になりすぎる

と保育の取り組みが決まらなかったりすることがある。保育者が腑に落ちたような表情を見せ

たり，相談員の発言を受けて保育者が「こういうことかもしれない」と言い換えたりするなど

の吟味を深める過程を共有できることが望ましい。

　第 4に，保育者は，カンファレンスで話し合い，納得できた対処方針に基づいて実践する責

任を負う：3点目と関連するが，満足して納得できる取り組みが見いだせたら，それを実践す

べき責任は保育者にある。保育実践はアセスメントを検討する機能を果たし，次回までにどこ

がどううまく行き，どこがうまく行かなかったかを検証することにつながる。確実に実践され

るためには，園の責任者と保護者の理解が得られることが必要である。

　第 5に，保育者は，次回のコンサルテーションの依頼に関してスケジュールを決める責任を

負う：これに関しては，行政主体の巡回発達相談の場合には予算の関係上，自由に決められな
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い場合が多い。しかし，子どもの問題状況の深刻さに応じて，巡回発達相談をどのように活用

して保育に役立てていくか，計画性をもって保育者が進めていけるようなシステムの構築が必

要である。

6　保育支援をめぐる発達相談員としての力量形成への期待

　本論では，我が国における「気になる」子どもの支援において，保育の役割が大きくなって

きた現状から，保育支援を目的とした相談活動を考慮することが必要であるとの考えに基づ

き，巡回発達相談の取り組みの基本となる配慮点を検討してきた。5つの中核的なテーマに関

する検討を通して，以下の点が示唆された。1）ICFモデルに基づく保育支援は子どもの活動

を保障し集団参加を可能にする環境を整備するための実践といえる。発達相談員としては子ど

もをとりまく環境と活動との関係性についての生態学的なアセスメントをする必要がある。2）

保育支援を目的とした巡回発達相談はコンサルテーションとして位置づけられる。そこには，

発達相談員と保育者の関係性としてカウンセリングとは異なる 4つの基本特性が認められる。

3）コンサルテーションとしての巡回発達相談には，情報収集・カンファレンス・報告書の 3

つのツールを使いこなすことが必要で，いずれのツールの活用においても保育者と発達相談員

の協働は欠かせない。4）保育支援の実践は，アクションリサーチの過程ともいえる 4つのス

テップから構成されている。保育者による保育実践によってしかアセスメントや保育プランの

検証はできないことから，この過程においても発達相談員は保育者と協働することが重要とな

る。5）巡回発達相談において発達相談員，保育者双方ともに，暗黙の前提とされる責任を担

っている。発達相談員としては，相談の進め方のみならず，カンファレンスの議事進行をモニ

タリングすること，それに基づいて可能性のある保育プランの方針を立てることなどに責任を

負っている。

　発達相談員としての力量形成のあり方を考えるにあたって，これまで検討してきた保育支援

の配慮点が，目の前の子どもや保育者のみならず，地域における質の高い支援システムの構築

につながるものであることを最後に押さえておくことが大切だと思われる。「気になる」子ど

もの保育をめぐるコンサルテーションと地域システムとのつながりを，人間発達の生態学理

論を展開したBronfenbrenner（1979）に基づいて仮説として提示したものがFigure5 である。

子どもは家族と生活しているが（マイクロシステム・家庭），入園を機会に保育者とのもう一

つの集団（マイクロシステム・園）に所属することになる。入園後，保育者が巡回発達相談を

依頼することで，保育者は発達相談員とつながり，それにより，発達相談員・保育者・子ども

との関係（メゾシステム）が作られる。それは，保育者を介した子どもと家族の関係（メゾシ

ステム）を変容させる。こうした連鎖が地域の保育支援に関わる専門職間の質の高い連携を作

り出すことで，結果として，「気になる」子どものみならず，まさに地域の子どもと家族が健

康に生活するための質の高い子育て支援システム（エグゾシステム）が整備されていく。
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　検討されるべき課題は，支援対象である保育者のみならず，支援者である発達相談員自身も

また，システムに支えられている必要性がある，という点である。実態としては未だに，自治

体に所属する発達相談員で常勤職についているものは少なく，活動の基盤が地域に根付いてい

ない。そのうえ，巡回発達相談は同じ園に年数回程度しか実施されない問題もある。巡回発達

相談が地域の子育て支援システムに位置づくよう，福祉行政とタイアップした活動の発展と充

実が期待される。その実現へむけて今後，発達相談員としては，システムに介入するコンサル

テーションがますます重要になるといえよう。個別事例の問題解決型コンサルテーションから

システム型コンサルテーションへの移行は，研修型コンサルテーションに取り組むことが契機

となる（藤崎・木原，2005）。地域に応じた相談システムの構築へ向けて，巡回発達相談員と

しても研修の企画運営を含めて行政担当課と連携しつつ，システム構築に参画していく力量形

成が望まれる。

　なお，本論は巡回発達相談の実践のための仮の枠組みの提示であり，今後，各自治体に応じ

た取り組みによって検討され，修正されることを期待している。

Figure5　 「気になる」子どもの保育をめぐるコンサルテーション・保育支援・地域の子育て支
援システムの関係についての生態学的モデル

＜ ＞地域の子育て支援
システム

エグゾシステム
行政・発達相談員・保育者・子ども・家族・学校・専門機関

＜ ＞保育支援
システム

メゾシステム
発達相談員・保育者・子ども

心理の専門家
（コンサルタント）

保育者
（コンサルティ）

照会 保育対応

コンサルテーション

家族 1
家族 2
家族 3

子ども 1
子ども 2
子ども 3

メゾシステム
保育者・子ども・家族

マイクロシステム
園

マイクロシステム
家庭
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