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～専門職と住民協働の町づくり～

葛原 誠人※1 石原 晶子※2 山本 真由美※3

※1香川県 綾川町国民健康保険陶病院小児科

（前 土庄町国民健康保険土庄中央病院小児科）

※2香川県 土庄町国民健康保険土庄中央病院小児科

※3香川県 土庄町健康増進課

【背景（1）～発達障害～】

 自閉症、アスペルガー障害とその他の広汎性発達障害、LD（学

習障害）、ADHD（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。

 種々の疫学調査・研究結果よると、普通学級に通っている子ど

もの5～10％程度が、この範疇に属すると推測されている。

 その状態自体が障害ではなく、社会が存在することで障害となり

うる。

 理解不足などによる介入の誤りが生じやすい。
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発達障害は、自閉症、アスペルガー障害とその他
の広汎性発達障害、LD、ADHD、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です。種々の疫学調査や研究
結果よると、普通学級に通う子どもの５～ 10％程
度が、発達障害の範疇に属すると推測されています。
発達障害は、その状態自体が障害ではなく、社会が
存在することで障害となりうるものであり、理解不
足などによる介入の誤りも生じやすく、社会問題と
なっています。

【背景（2）～取り組みのきっかけ～】

外来診療、学校医・園医業務の中で、ひきこもりや不登校の子ど
もとその家族から相談を受けることは多い。

その子たちの多くは、発達障害の特性を持っている。

その特性ゆえ、周囲の子どもたちと多くのトラブルを生じる。

発達障害への理解不足などによる介入の誤りから、叱られる体
験を繰り返すうちに自信を喪失し、引きこもりや不登校などの二
次障害に陥ることが多い。

二次障害への対応は大切だが、二次障害を予防することも大切。

発達障害の子を持つ親の多くは、ひとりでも多くの人に、発達障
害を正しく知ってほしいという気持ちを持っている。

⇒⇒⇒平成24年度から、発達障害児支援推進事業を開始した 2

演者は、日々の外来診療や、学校医・園医業務の
中で、ひきこもりや不登校の子どもとその家族から
相談を受けることが多くありますが、その子たちの
多くは、発達障害の特性を持っています。そして、
その特性ゆえ、周囲の子どもたちと多くのトラブル
を生じます。そして、発達障害への理解不足などに
よる介入の誤りから、叱られる体験を繰り返すうち
に自信を失い、引きこもり・不登校などの二次障害
に陥ります。二次障害への対応は大切ですが、それ
以上に大切なのは二次障害を予防することだと思い
ます。一方、発達障害の子を持つ親の多くは、ひと
りでも多くの人に、発達障害を正しく知ってほしい
という気持ちを持っていました。これらの経験をも
とに、平成24年度から、発達障害児支援推進事業を
開始しました。

【目的】

発達障害児とその家族を支援する社会資源・専門職が少な
い土庄町で、地域医療の中核機関である土庄中央病院と
関係機関、住民が協働し、発達障害児とその家族が豊かで
質の高い生活を送ることができる地域づくりの推進を図る
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香川県土庄町
瀬戸内海上に浮かぶ小豆島の北西部分と隣の豊島

などの島をあわせて構成されている。
面積：74.38km²
総人口15,066人（男6,573人女7,558人）、年少人口

率9.4％、高齢化率35.9％（平成26年4月1日現在）

土庄中央病院（病床数126床）
町内唯一の公的医療機関、へき地医療支援病院
常勤医師：9人（平成27年4月に小児科閉科）
平成28年春に、小豆島町の公的医療機関と統合予定

目的は、発達障害児とその家族を支援する社会資
源・専門職が少ない土庄町で、地域医療の中核機関
である土庄中央病院と関係機関、住民が協働し、発
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達障害児とその家族が豊かで質の高い生活を送るこ
とができる地域づくりの推進を図ることです。

土庄町は瀬戸内海上に浮かぶ小豆島の北西部分と
隣の豊島などの島をあわせて構成されます。平成26
年４月１日現在の総人口は15,066人、年少人口率は
9.4％、高齢化率は35.9％です。土庄中央病院は町内
唯一の公的医療機関であり、へき地医療支援病院に
指定されています。常勤医師は９名で、平成27年４
月に小児科閉科、平成28年春には、隣町である小豆
島町の公的医療機関との統合が予定されています。

【方法】

将来像指向型町づくりの手法を用いた事業を行った

 平成24年度

町づくり講演会

ワークショップ

（気持ちの変化を見るため、毎回の終わりに感想を提出）

中間報告会

（発達障害児支援フェスタ：みんなが主役♪音楽会）

 平成25年度

最終報告会

（子育て 子育ち 応援フェスタ） 4

方法です。将来像指向型町づくりの手法を用いた
事業を行いました。はじめに発達障害と将来像指向
型町づくりをテーマとした講演会を行い、その中で
ワークショップへの参加を募りました。次にワーク
ショップを行いました。ワークショップでは、参加
者の気持ちの変化を見るために、毎回の終わりに感
想を提出してもらいました。そして、平成24年度に
はワークショップの中間報告会、平成25年度には最
終報告会を行いました。

【結果（1）～取り組みの概要①～】

①町づくり講演会

 時期 平成24年8月19日（日曜日）

 内容 発達障害を知りたい人のために

発達障害がある子もない子も、みんな笑顔で暮ら
せる町

 参加者 101名
②ワークショップ

 時期 平成24年9月～平成26年2月の間に計18回
 内容 発達障害がある子もない子も、その地域で笑顔で

暮らせるために必要な条件や仕組み、事業や活動
を話し合う

 参加者 22名（発達障害児を持つ親8：男性1女性7、保育
士2、教員6、大学院生1、行政保健師3、言語聴
覚士1、医師1）
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結果（１）取り組みの概要です。平成24年８月に
発達障害と町づくりの手法をテーマとした講演会を
行いました。参加者101名でした。その中でワーク
ショップへの参加を募り、平成24年９月から平成26
年２月の間に、計18回のワークショップを行いまし

た。ワークショップには22名が参加しました。

【結果（2）～取り組みの概要②～】

③中間報告会

（発達障害児支援フェスタ：みんなが主役♪音楽会）

 時期 平成25年2月10日（日曜日）

 内容 パネル展示、楽器づくり・展示、バンドによるコン
サート、ワークショップの報告

 参加者 311名（大人182、子ども129）
④最終報告会

（子育て 子育ち 応援フェスタ）

 時期 平成26年2月15日（土曜日）

 内容 パネル展示、絵本展示・読み聞かせ、絵本作家に
よる講演会、ワークショップの報告

 参加者 162名
最終報告会後、有志により凸凹の会が発足
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結果（２）取り組みの概要の続きです。平成25年
２月に中間報告会を行いました。参加者は311名で
した。平成26年２月に最終報告会を行いました。参
加者は162名でした。最終報告会の後、ワークショッ
プ参加者の有志により凸凹の会が発足しました。

【ワークショップ～将来像指向型町づくり～】
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小豆島に住む子どもたちが、どんな暮らしができれば
「発達障害（凸凹）があってもなくても、みんな笑顔で暮らせる町」と

言えるのだろう？という理想の姿を話し合う。
（そもそもあるべき姿を考える）

理想の姿を実現するために必要な条件を考える

報告書を作成し、具体的な事業や活動につなげる
（目的達成のために、各々が、役割を果たす）

条件を達成するための事業や活動を考える
（誰が、何をするべきか）

連携と
役割分担

ワークショップは６～８名のグループに分かれて
行います。話し合いは４つの段階に分かれており、
第１段階では、小豆島に住む子どもたちが、どんな
暮らしができれば「発達障害があってもなくても、
みんな笑顔で暮らせる町」と言えるだろうかという
理想の姿を話し合います。みんなが出し合った理想
の姿を、記録係が模造紙に箇条書きして、その中か
ら最もいいと思われる姿を一つ選びます。第２段階
では、「そんな日々が送れるためには、どんな条件
が必要なのか」という理想の姿を実現するために必
要な条件を話し合います。そして、第３段階では、「そ
の条件を整えるためには、誰が何をするべきか」と
いう条件を達成するための事業や活動を考えます。
第４段階では、各グループから出された事業や活動
を一つにまとめて報告書を作成し、目標達成のため
の具体的な事業や活動につなげます。
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【結果（3）～理想の姿～】
（発達障害（凸凹）があっても、小豆島でこんな暮らしがしたいな）

発達障害（凸凹）のある子が、
宿泊学習で屋島少年自然の家にて

ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲｵﾔｰに参加し、ｽﾀﾝﾂをしている

発達障害（凸凹）があっても、
友だちと一緒に学校行事に
参加できる

発達障害（凸凹）のある子が、
地区の運動会に家族で参加して、

地域の人と一緒にお弁当を食べている

発達障害（凸凹）があっても、
地域の人と交流ができる

発達障害（凸凹）のある子が、
放課後、友だちの家を行き来して、
おいかけごっこをして遊んでいる

発達障害（凸凹）があっても、
友だちと、好きなことをして
遊べる
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結果（３）３つのグループがワークショップの第
１段階で話し合った、理想の姿です。

【結果（4）～参加者の気持ち～】

初期
 現実が見えすぎて、先や理想が見えない
 理想が見えにくいのは悲しい
 問われていることがわからない
 グループで話し合うと、気持ちを楽にして話し合える
 指導者が、間違っても大丈夫と言ってくれるので、安心して考えられる

中期
 そんな理想を言っても、できないに決まっている
 風景が頭に浮かぶようにと思うと、考えやすい
 将来が明るくなりそう、希望が持てる
 何かできるかもしれない、無理じゃないかもしれないと思えてきた

後期
 また、現実の話に戻っていた
 地域全体で考えることが必要
 発達障害について考えるという手段が、実は町づくりにつながっている

ことに気づいた
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結果（４）ワークショップ参加者の気持ちです。
初期には、「現実が見えすぎて、先や理想が見えない」
「理想が見えにくいのは悲しい」「問われているこ
とがわからない」という否定的な気持ちと、「グルー
プで話し合うと、気持ちを楽にして話し合える」「指
導者が、間違っても大丈夫と言ってくれるので、安
心して考えられる」といった肯定的な気持ちが見ら
れました。中期には、「そんな理想を言っても、で
きないに決まっている」という意見もありましたが、
「風景が思い浮かぶようにと思うと、考えやすい」
「将来が明るくなりそう、希望が持てる」「何かで
きるかもしれない、無理じゃないかもしれないと思
えてきた」などの前向きな意見が多くなりました。
そして、後期には「また、現実の話に戻っていた」
という自分で軌道修正できる意見や、「地域全体で
考えることが必要」「発達障害について考えるとい
う手段が、実は町づくりにつながっていることに気
づいた」という町づくりを意識した意見が多くみら
れました。

【結論～効果と課題～】

将来像指向型の話し合いにより、参加者に「理想が見えない」、
「悲しい」から「楽しい」、「希望が持てる」、「無理じゃないかもし
れない」という気持ちの変化が見られた。

 「地域全体で考えることが必要」、「町づくりにつながっているこ
とに気づいた」など、参加者自身が町づくりを行っているという
意識を持つことができた。

さまざまな立場の人たちが集まり、お互いに否定することなく、
丁寧に話し合いを進めることで、ひとり一人の意識が変わり、そ
の輪が広がることで地域が変わる可能性を感じた。

将来像指向型の話し合いは、専門職と住民が協働して行う町
づくりの手法として有用であると思われた。

凸凹の会が発足したが、メンバーは現実の生活に忙しく、活発
な活動が行えていない。活動の仕方を検討する必要がある。
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結論です。事業の効果と課題をして、以下のこと
を考えました。将来像指向型の話し合いにより、参
加者に「理想が見えない」「悲しい」から「楽しい」
「希望が持てる」「無理じゃないかもしれない」と
いう気持ちの変化が見られました。「地域全体で考
えることが必要」「町づくりにつながっているとい
うことに気づいた」など、参加者自身が町づくりを
行っているという意識を持つことができました。さ
まざまな立場の人が集まり、お互いを否定すること
なく、丁寧に話し合いを進めることで、ひとり一人
の意識が変わり、その輪が広がることで地域が変わ
る可能性を感じました。将来像志向型の話し合いは、
専門職と住民が協働して行う町づくりの手法として
有用であると思われました。凸凹の会が発足しまし
たが、メンバーは現実の生活に忙しく、活発な活動
が行えていません。活動の仕方を検討する必要があ
ります。




