
 
保育所等訪問支援とは

 
株式会社くるみラボ

保育所等訪問⽀援事業所いろは

いつ、だれが、だれに、なにをするのか！
⼀緒に確認してみましょう。



パート 1
どのような経緯でこのサービスは

できたのでしょうか？

�



？
質問 � 1

担当している官庁は
どこでしょう？



保育所等訪問⽀援は、平成�24�年�4�⽉�1�⽇施⾏の
改正児童福祉法により創設された⽀援です。⽇本
は�2013�年に「障害者の権利に関する条約」を批
准し、障害のある⼈もない⼈も共に暮らす共⽣社
会の実現に向け本格的に歩み出すこととなりまし
た。地域社会への参加・包容（インクル�ージョ
ン）を進めるためには、⼦どもの頃から共に育ち
合う経験が何よりも⼤切であると考えるようにな
りました。平成�26�年に厚⽣労働省が開催した
「今後の障害児⽀援の在り⽅に関する検討会」
（柏⼥霊峰座⻑）では、障害児⽀援は「インクル
ージョンを推進するための後⽅⽀援」の役割を担
うことが明確化され、①障害のある⼦どもも原
則、⼀般施策の中で育つことが当たり�前であるこ
と、②インクルージョンを進めるには障害のある
⼦どもやその家族、受け⼊れる⼀般施策のスタッ
フや障害のない⼦どもたちが安⼼できるよう特性
に応じた環境調整や関わり⽅、集団への働きかけ
など専⾨的⽀援が必要であることが確認されまし
た。その中において保育所等訪問⽀援は、インク
ルージョンを推進する「１丁⽬１番地」の重要な
事業であり、全国的に普及させて�いく必要がある
と考えるようになりました。

答え � 1

厚⽣労働省です。
�

障害児⽀援施策の
⼀部になります。



？
質問 � 2

根拠法令はなんでしょう？



児童福祉法�第�6�条の�2�の�2�第�5�項この法律で、
保育所等訪問⽀援とは、保育所その他の児童が集
団⽣活を営む施設として厚⽣労働省令で定めるも
のに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該
施設における障害児以外の児童との集団⽣活への
適応のための専⾨的な⽀援その他の便宜を供与す
ることをいう。�

答え � 2

「児童福祉法」です。 児童福祉法は、我が国が�1994�年に批准した
「児童の権利に関する条約」の精神に則り、
⼦どもは⼦どもとしての権利を有し、かつ、
保障されることが規定されています。具体的
には、適切な養育や⽣活の保障、愛護される
こと、健やかな成⻑・発達・⾃⽴の促進等の
権利（以上、受動�的権利）のほか、意⾒の表
明や社会への参加、⾃⼰決定等の権利（以
上、能動的権利）も保障され、その際、⼦ど
もの意⾒が尊重され、最善の利益が優先して
考慮されます。なお、「児童の権�利に関する
条約」は、⽣きる権利、守られる権利、育つ
権利、参加する権利を４つの柱にしてお�り、
保育所等訪問⽀援を提供する際には、これら
の権利がしっかりと保障されているかを基に
⽀援を⾏います。
�

児童福祉法の理念に則り、⼦どもにとって最善の利益を考慮します�。



？
質問 � 3

なぜ、いま必要とされている
のでしょうか？



障害のある⼦どもの発達⽀援は、これまで施設⼜は事業所と
いう特別な場所において通所⼜は�⼊所という形で提供されて
いました。しかし、①発達上の課題が保育所等の集団場⾯で
気づかれることが多いこと（家庭や個別対応では問題が⾒え
にくく、通所⽀援に⾄らないことも多いこと）、②通所⽀援
で⾝につけたことが保育所等の集団場⾯に般化しにくく、不
適応を起こすことも少なくないこと（保育所等での集団適応
のための別の⽀援が必要であること）、③通所⽀援を終え保
育所等へ移⾏した後のフォローアップが不⼗分であること
（フォローアップが制度上確保されて�いないこと）、④障害
特性の個別性からくる⽀援の困難さが保育所等の職員を疲弊
させる⼀⽅で、保護者が保育所等に対してもどかしさを感
じ、結果として保育所等と保護者の間にあつれきが⽣�じてし
まうことも少なくないこと（⽴場の違いによるニーズの違い
があること）などの課題があるのも事実です。�保育所等にお
いては、障害のある⼦どもへの職員の加配や巡回指導などの
障害児保育を⽀援するシステムが整えられていますが、障害
や特性、その⽀援は⼦ども⼀⼈ひとり異なるのが当たり前で
あり、その⼦どもに合ったオーダーメイドの専⾨的⽀援を、

答え � 3

障害のある⼦どもについても
住み慣れた地域で障害のある
⼦どもがない⼦どもとともに
暮らす社会（イ�ンクルーシブ
社会）の実現が⽬標に掲げら
れるようになったからです。

普段⽣活する集団場⾯で直接的に、間接的に⾏うことが有効です。ま
た、障害児通所施設等の適切な⾒⽴て（アセスメント）に�基づく実
効性のある⽀援⽅法をしっかり並⾏通園先や移⾏先施設に直接的に、
間接的に引き継い�でいくことも有効です。�保育所等訪問⽀援は、こ
れらの課題への対応として期待できるものであり、インクルージョン
推進の潮流に乗った未来志向型の事業として期待されています。



？なんのために⾏うので
しょうか？

質問 � 4



保護者の保育所等に対する不信感から利
⽤が始まる場合もありますが、その背景
には、⼦ども�の成⻑・発達を⼼配する不
安な気持ちや少しでも適応してほしいと
いう期待感など切実な思いあると思いま
す。保育所等訪問⽀援の最⼤の⽬的は、
保育所等訪問⽀援を通して、保護者と訪
問先の距離が縮まり、⼦どもの成⻑・発
達を共に喜び合えるようになることで、
最終的には⼦どもが安⼼・安全に過ごせ
る環境になり、保育や教育の効果を最⼤
限に引き出すことにつながるため⾏いま
す。

⼦どもの成⻑・発達を
願う保護者の想いから
です。

答え � 4



 
パート 2

 
サービスを使うには

どうしたらいいでしょうか？



 
参考資料

 
厚⽣労働省

平成２８年障害者総合福祉推進事業
�

保育所等訪問⽀援の効果的な実施
を図るための⼿引書



？訪問先はどこでしょうか？

質問 � 5



保育所や幼稚園、認定こども�園、
学校、放課後児童クラブなど集団

⽣活を営む施設です。

答え � 5
集団⽣活を営む施設を訪問し、障
害のない⼦どもとの集団⽣活への
適応のために専⾨的な⽀援を⾏う
ものです。集団⽣活への適応のた
めの専⾨的な⽀援とは、対象とな
る⼦どもを集団⽣活に合わせるの
ではなく、⼦どもの特性等に集団
⽣活の環境や活動の⼿順等を合わ
せていくことです。それには、保
育所等での環境（他の⼦どもを含
む集団の環境を含む）やそこで⾏
われている教育や活動本⼈の�特性
との両⽅を適切にアセスメントす
ることが求められ、その⼒が専⾨
性ということになります。



どのようにして利⽤で
きるのでしょうか？

質問 � 6

？



保育所等訪問⽀援を利⽤するには、保護者
が保育所等訪問⽀援にかかる給付費⽀給申
請を市町村に⾏う必要があります。つまり
保護者が必要性を感じていることが、この
⽀援を利⽤するための条件となります。と
同時に、⼦どもと並んで、⽀援を利⽤する
主体者でもあるというこ�とになります。�⼦
どもが通っている保育所等の施設から申請
を⾏うことはできません。施設が⽀援の必
要性を感じられた場合には、保護者と相談
の上、利⽤を提案することも考えられま
す。保護者の理解を得られない段階におい
ては、別事業の巡回指導・相談や「障害児
等療育⽀援事業」（都道府県等で⾏う「地
域⽣活⽀援事業」に位置付けられていま
す）を活⽤して、施設⽀援を受けながら対
応する⽅法もあります。�

答え � 6

保護者からのサービス
利⽤申請が必要です。



どんな⼦を対象として
いのでしょうか？

質問 � 7

？



児童福祉法�
第�4�条第�2�項�この法律で、障害児とは、⾝体
に障害のある児童、知的障害のある児童、精
神に�障害のある児童（発達障害者⽀援法（平
成�16�年法律第�167�号）第�2�条第�2�項に規定
する発達�障害児を含む。）⼜は治療⽅法が確
⽴していない疾病その他の特殊の疾病であっ
て障害者の⽇�常⽣活及び社会⽣活を総合的に
⽀援するための法律（平成�17�年法律第�123
号）第�4�条第�1�項�の政令で定めるものによる
障害の程度が同項の厚⽣労働⼤⾂が定める程
度である児童をいう。

答え � 7

児童福祉法第�4�条第�2
項に定める「障害児」

です。

必ずしも申請時に集団不適応を起こしていなければいけな
いことはなく、特性等に応じた配慮がなければ不適応を起
こす可能性のある⼦どもも対象です。児童発達⽀援や放課
後等デイサービ�スの通所⽀援を現在利⽤している⼦ども
（いわゆる「並⾏通園児」）だけでなく、過去に通所⽀援
を利⽤していた⼦どもや通所⽀援を利⽤したことのない⼦
どもも対象になります。



�

質問 � 8

どのような⽀援をする
のでしょうか？ ？



答え � 8

⼦どもへの｢直接⽀援｣
とスタッフへの｢間接⽀
援｣を⾏うサービスです

訪問先での⽣活の流れや保育・教育活
動の妨げにならない�よう⼗分に配慮し
ながら集団活動に加わって⽀援するこ
とになります。保育園等での⽣活のし
づ�らさや集団不適応に対しては、その
要因を本⼈の特性と環境⾯から推察
し、本⼈に働きかけるだ�けではなく、
環境整備を⾏ったりスタッフに関わり
⽅や活動の組み⽴てなどを提案しま
す。

⼦どもに対して直接、発達⽀援を�⾏う「直接⽀援」。

スタッフの⽅々の⼦ど�もへの理解を促し、発達的視点を持って
⼦どもに関わっていただくことで、⼦どもはとても安⼼して保
育所等での⽣活を楽しむことができると考えています。⼦ども
を中⼼に捉えるので「間接⽀援」と⾔っ�ています。

先⽣⽅に普段どのように⼦どもを⾒て、考え、どうかかわ�っているの
か、困っていることはないかなどを丁寧に伺っていきます。



直接⽀援とは、どのよ
うな⽀援でしょうか？

質問 � 9

？



答え � 9

対象は本⼈です。⾏動
を観察する中で集団や
療育場⾯を把握し、集
団⽣活への適応を⽬的
に関わりを⾏います。



間接⽀援とは、どのよ
うな⽀援でしょうか？

質問 � 1 0

？



答え � 1 0

対象は担任の先⽣や本⼈に関わる
園・学校の関係者です。または教
室などの環境を整えることも含ま
れています。本⼈の発達課題や⽀
援⽅法を共有できるように提案・

協議を⾏います。



質問 � 1 1

？保護者への報告は
必要でしょうか？



保育所等訪問⽀援は、保護者の
いない場所と時間帯に提供され
るサービスです。保育所等訪問
⽀援の利⽤申請者である保護者
に対して、訪問⽀援の内容に加
え、訪問先での⼦どもの姿及び
周�りの⼦どもやスタッフの関わ
りの様⼦を丁寧にお伝えしま
す。報告することで、保護者の
不安を取り除きます。報告は、
その⽇のうちに電話やメールで
⾏う場合もあれば、まとめて複
数回分�を伝える場合もありま
す。

必要です。
訪問⽀援員
より報告い
たします。

答え � 1 1



最後に！
 
 

⼦どもが集団場⾯�で安⼼して⽣活や様々な活動に取り組みやすく
なることで、できたという達成感・満⾜感、できるという⾃信を
感じることができ、ひいては⾃⼰肯定感を⾼めることが期待でき
ます。 また、園や学校において先⽣⽅がよく取り組んでく

ださっていることが、第三者的に、そして専⾨的な
視点を持っている訪問⽀援員の⽬においても確認で
き、それを伝えることができるので、保護者は園や
学校の取り組みに安⼼し、信頼感が⾼まると考えて
います。⼦どもたちのこれからのために。�



おわり
 
 


