
1 
 

構成員意見一覧（障害児） 

 

【荒井構成員】 

１．民間障害児入所施設での受入れが難しい障害児について 

 

２．行動障害等が原因で家庭での生活が難しい障害児について 

 

 

 

 

 

① どういった状態の児童の受入れが難しい（断られる）のか。 

多動で目が離せない。 

自傷・他害などの行動がある。 

医療ケアが必要（特に動ける医療ケアが必要な児童） 

② 受入れが難しい（断られる）理由はなにか。 

人手不足。 

目が離せないので、何か事故などがあったときの責任が取れないなどの理由で。 

（本人の安全の確保が難しい） 

もともとの定員がいっぱいである。 

③ どのような仕組みがあれば、民間障害児入所施設での受入れが可能となるのか。 

人材の加配。 

受け入れの必要性（緊急性など）の判断などの全体の調整をする機能。 

① 施設入所により行動が安定しても、家庭復帰が難しい理由はなにか。 

環境が違うことにより、本人の状態も変わるため。また、支援者と家族とでは本人の行動なども違うこ

とがあるため、根本的なこととして家庭で良いのか？ということもあると考える。 

ただ、そういう事も含めて、本人の今後の生活をどこで目指すのか？それに対してどのような支援

をしていくのか？の体制が必要である。 

② 家庭復帰に向けて、施設として家庭に対してどのような支援が可能（必要）か。 

（例：家庭の構造化、保護者の勉強会、帰省の促進など） 

何かあった時に（緊急時、本人が不穏な時など）すぐに駆けつけられたり、状況によってはすぐにで

も緊急預かりが出来るような体制。 

③ 家庭復帰の実現のために必要な仕組みはなにか。 

（例：家庭復帰担当職員の配置、児相との連携など） 

②と同様。 

資料３－２ 
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【飯田構成員】 

１．民間障害児入所施設での受入れが難しい障害児について 

 

２．行動障害等が原因で家庭での生活が難しい障害児について 

 

 

 

 

 

 

①  どういった状態の児童の受入れが難しい（断られる）のか。 

他害や自傷行為、急な飛び出しや飛び降り等の行為が著しい方。（これは公立も民間も同じだと

思います。） 

② 受入れが難しい（断られる）理由はなにか。 

他の利用者・ご本人・職員の安全確保が困難なため。職員のスキル以上のものが求められる場

合、虐待や事故等のリスクが高くなるため。 

③ どのような仕組みがあれば、民間障害児入所施設での受入れが可能となるのか。 

強行の方の中には、福祉の分野だけでは支えきれない方が現実的にはおります。知的障害が

ない一般の方が、著しい自傷や他害行為があった場合は強制入院となり治療が行われます。同様

な行為があるにも関わらず、知的障害があるからと言って医療が優先されず福祉の分野での支援

にゆだねられる事には矛盾を感じます。服薬調整で落ち着くケースもありますので精神科医療との

関わりはとても重要です。特に精神科入院病棟のある医療機関との連携がしっかり機能すれば民

間施設でも受入れがしやすくなると思います。 

①  施設入所により行動が安定しても、家庭復帰が難しい理由はなにか。 

もともと家庭環境や保護者の養育能力等の問題で入所していますので、本人の行動障害が改

善したからと言って簡単には家庭復帰が可能になるとは思えません。家族と暮らす事が必ずしも本

人にとってベストな生活とはなりません。 

② 家庭復帰に向けて、施設として家庭に対してどのような支援が可能（必要）か。 

（例：家庭の構造化、保護者の勉強会、帰省の促進など） 

家庭に帰してはいけない虐待ケース（措置児童）も多いことから、この設問に対しては、どう答え

れば良いか悩んでしまいます。 

③ 家庭復帰の実現のために必要な仕組みはなにか。 

（例：家庭復帰担当職員の配置、児相との連携など） 

家庭復帰を考えるのであれば、施設職員と言うよりも相談支援専門員からのアプローチも重要か

と思います。地元にある障害児居住施設の利用と言った地域移行も考える意味でも相談支援専門

員や地域総合支援協議会を巻き込んだ取り組みが必要だと思います。 
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【奥澤構成員】 

１．民間障害児入所施設での受入れが難しい障害児について 

 

２．行動障害等が原因で家庭での生活が難しい障害児について 

 

 

 

 

 

 

①  どういった状態の児童の受入れが難しい（断られる）のか。 

・四六時中職員がマンツーマンで付き添う必要がある人 

・支援と言うよりもどちらかといえば問題行動の監視に終始せざるを得ない人 

② 受入れが難しい（断られる）理由はなにか。 

・利用者や職員への他害行為による怪我など、絶えず危険に曝される。 

・建物や器物などの破壊行為が激しい。 

・職員が四六時中マンツーマンで付き添い支援する必要が生じ、職員の手当てが付かない。 

③ どのような仕組みがあれば、民間障害児入所施設での受入れが可能となるのか。 

・職員配置基準を厚くし、強度行動障害研修履修者の人員配置 

①  施設入所により行動が安定しても、家庭復帰が難しい理由はなにか。 

・家庭では入所施設のような人的支援（十分な職員配置）や構造化による支援が難しい 

・家庭では入所施設のような広いスペースなど自由に行動できる空間が無い 

・家族の高齢化などで家庭での支援が困難、外出などの機会が少なくなる 

② 家庭復帰に向けて、施設として家庭に対してどのような支援が可能（必要）か。 

（例：家庭の構造化、保護者の勉強会、帰省の促進など） 

 

③ 家庭復帰の実現のために必要な仕組みはなにか。 

（例：家庭復帰担当職員の配置、児相との連携など） 
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【小熊構成員】 

１．民間障害児入所施設での受入れが難しい障害児について 

 

  

①  どういった状態の児童の受入れが難しい（断られる）のか。 

(1) 強度行動障害児や自傷他害や性的逸脱行為の目立つ児童。とりわけこれらの特徴を有する女

児。 

(2) 児童自立支援施設からの措置変更児童。 

(3) 定期的な医療管理を必要とする児童（内科的なものではなく、例えば硬膜下血腫の経過観察

や口唇口蓋裂の治療・てんかんの状態管理など、専門的な医療機関に通院する必要がある場

合には顕著）。 

② 受入れが難しい（断られる）理由はなにか。 

(1) 複数対応が求められる場面も多く、目が行き届かない（手が足りない）と、対象児童だけではな

く周囲の児童や職員に危害が及ぶ可能性がある場合。不穏時に個別で対応することができな

いといわれたり、他児の安全を守れないといわれる。また、物理的にも個室対応やタイムアウト

のための部屋を用意することができない。さらに、高齢女児の場合、男性職員が女児と接触を

伴う対応（ホールディングなど）が困難であるため。 

(2) 児童自立支援施設からの措置変更は頻繁にある訳ではないため、受入に際してのノウハウや

経験に乏しいこと、またどのように対応したら良いかに職員が戸惑い、不安感が高まってしまう

ため。児童自立支援施設を知らないことからの偏見もある。 

(3) 医療的な問題が起こった場合に昼夜を問わず適切に対応できる職員（例えば看護師など）が

いない、またはいない時間帯にそれらの対応が必要となった場合に対応できるかという不安が

ある。また、専門的な医療機関に定期通院が必要な場合、送迎や付き添い等に割ける職員が

いないという職員体制上の問題。 

③ どのような仕組みがあれば、民間障害児入所施設での受入れが可能となるのか。 

(1) 複数対応のため、人員の加配等を可能にする補助金制度や加算単価の見直しなど、経済的

な側面からの支援措置。また、行動特性上の問題に対応する職員の専門性を向上させる上で

の研修制度や人事交流など。さらに困難事例を抱えた施設に派遣できる SV 体制の確立。個

別対応できる建物構造の改善。 

(2) 児童相談所や児童自立支援施設の職員とのカンファレンスや施設見学の機会を通じ、児童本

人やケースのバックボーンへの理解を高める（見学等は相互にやっても良いかと思います）。 

(3) 現場職員の見識や経験を活かした職員配置の改正・法制化。医療とのネットワークを形成する

上での交流の場の提供。医師の常駐や医療機関との連携の構築。 
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２．行動障害等が原因で家庭での生活が難しい障害児について 

 

  

①  施設入所により行動が安定しても、家庭復帰が難しい理由はなにか。 

(1) 受け入れる家庭の方で入所前の児童のイメージが強く、受け入れに対して感情的に拒否・消

極的になってしまい（特に入所児童より年齢の低い児童がいる家庭では可能性が高い）、それ

らが不穏行動を再発させる刺激になってしまう。 

(2) 生活環境の変化に敏感な児童の場合、一度は入所期間を通じて落ち着いたとしても家庭へ帰

ることが環境変化となり、再び落ち着かず、行動障害が顕著に出てしまう。 

(3) 施設内で行われていた配慮・処遇等について、内容によっては家庭内では再現するのが難し

いなど家庭や地域のマンパワー不足（例えば関われる人数や職員による役割分担といった人

的要因や地域における社会資源の差など）。 

(4) 虐待ケースの場合、家庭調整が困難であることが多い。 

② 家庭復帰に向けて、施設として家庭に対してどのような支援が可能（必要）か。 

（例：家庭の構造化、保護者の勉強会、帰省の促進など） 

(1) 面会や外出等の機会を通じて、家族が入所児童の変化を確認できる場を設ける。また、兄弟

等で受け入れに対して不安を見せることがあれば、予め施設職員と保護者で家庭に戻った際

に何かあればどのような対応をするか、各種場面を想定しながら話し合っておき、可能な範囲

で兄弟等とも共有する。また、保護者の相談先を確保し、明示しておく等。 

(2) 生活環境の変化が急激になり過ぎないよう、外出・帰省等について段階的な推移が出来ると良

い。可能であれば家庭復帰に係るノウハウ・経験豊富な職員に対応窓口を担ってもらい、家庭

側と両者でタイミングを見極めながら進めること。 

(3) 児相や市・地域の相談支援機関も含めて個別支援会議を開き、入所児童に対してどのような

支援が有効であったか、またはどのような社会資源の利用が望ましいかについて直接的に関

わって来た立場から意見を交換する。 

③ 家庭復帰の実現のために必要な仕組みはなにか。 

（例：家庭復帰担当職員の配置、児相との連携など） 

(1),(2),(3)を問わず、家庭復帰へのプロセスや注意点・望まれる支援体制について知識や経験の

豊富な職員がいることは重要だと思われる。また、家庭復帰に際しては児童相談所や地域の支援

機関とのネットワークが必要となってくると思われるので、連携を図る上でどのような流れで話が進

んでいくのか、時期的な目途や担当者の確認など、慣れない職員でも押さえておいた方が良いポ

イントが判るような伝達・知識共有の機会が施設内でもあると望ましい。コーディネーターや FSW の

育成。障害を有する児童の家族が抱える困難さを専門的に理解し支援できる機関の設立。児童相

談所がそれを担う必要があるが、虐待対応に追われているため、障害児童を扱う専門機関を児相

から分離独立する必要がある。 
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【佐久間鈴世構成員】 

１．民間障害児入所施設での受入れが難しい障害児について 

 

  

① どういった状態の児童の受入れが難しい（断られる）のか。 

・児童が安定していなくて、精神状態も行動も、特に目の離せない落ち着かない子供。（他の入所

児童への影響も大きいため） 

・医療的ケアの必要な、支援員さんが看護士さんのような医療的な行為をどこまで可能か、何か状

態に急変があった時など、対応に困る場合の心配な重度の子供。 

・緊急で入所を依頼された児童 など 

② 受入れが難しい（断られる）理由はなにか。 

・他の入所児童の安定した生活を崩してしまったり、危険な行動があったりする場合（飛び出し、自

傷、他害など）児童本人にも怪我や危険が及んでしまうような状態で、安全を確保する環境が用意

できないとき。 

・生活の場をすぐに提供できる状態の空きスペース（部屋）がないとき。 

・支援員さんの配置人数が足りないとき、現場の支援員さんに対応が難しいと判断されたときなど。 

③ どのような仕組みがあれば、民間障害児入所施設での受入れが可能となるのか。 

・緊急的な状態の児童を受入して、安心安全を提供できる場所と環境と人員の確保。 

・現場の支援員さん自体が体調不良などでまとまったお休みを取られた場合、他の支援員さん達

の勤務状態が大変になってしまうので、施設内の緊急時の人員確保も大切ではと思います。 

・“医療的ケア”の必要な児童の場合も、医療的ケアで困ったときなど、病院などと連携してすぐ対

応できるような体制づくりを日頃から作っておくのが必要で、理想だと思います。 

・通常の入所施設する施設以外に、緊急専門の場所（行動、医ケアなど）を別に作るというのも一つ

の案ではありますが、緊急をいつも受入ＯＫにしておけるのかが難しい所かもしれません。 
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２．行動障害等が原因で家庭での生活が難しい障害児について 

 

 

 

 

 

 

①  施設入所により行動が安定しても、家庭復帰が難しい理由はなにか。 

入所児童が施設での生活に慣れて安定している場合、家庭復帰を始める時は、自宅でも１からの

生活の変化を順調に崩さずに進めるのは難しいときもあるかもしれません。 

行動障害がある子供は、自閉症・自閉傾向のある子供も多いと思うので、入所前の生活を忘れてい

るようで頭のどこかでよく覚えていて、同じ場所に戻り、万が一何かの拍子に以前の記憶を思い出

して、また困ったこだわり行動が復活したり、パニックになったりして、度々このようなことが続くと、生

活が徐々に崩れてしまう心配があります。 

保護者も新しい気持ちで受入環境を整えて、色々と創意工夫や失敗回避で努力すると思います

が、親子で新たな生活を建て直すことは離れて暮らした時間が長いほど、取り戻す時間のかかる大

変な事になります。 

ですが、児童の生活が施設で安定するまでには、それなりの時間がかかってしまうのは仕方のない

一面でもあります。色々なご家庭の入所理由があると思いますが、どんな理由にしても、家庭に戻

って穏やかな生活を親子で再建するには、とても大きな挑戦になります。 

② 家庭復帰に向けて、施設として家庭に対してどのような支援が可能（必要）か。 

（例：家庭の構造化、保護者の勉強会、帰省の促進など） 

家庭に戻ったときも、継続して施設での生活を崩さないように、まず保護者と施設とだけでなく、生

活全般を整える意味で、場合によっては、児童をよく知っている関係者（学校教師）やＣＡＳさんな

どを交えながら、丁寧な“復帰支援計画”を立ててから、保護者によく理解と協力を確認しながら、

慎重に進めていけるのが良いと思います。（無理はせずにゆっくり、少しずつ） 

なかなか来園できない家庭の保護者には、日頃の子供の安定している様子をまめにお知らせして

おいて、安心して家庭復帰前の帰省など試してみられることを伝えてみるなどで、家庭復帰を促進

させるのが良いと思います。（色々なご家庭があるので、強制ではないですが。） 

施設の児童の担当者の他に“復帰時の相談専門員さん”がいてくださると、児童は学校もあるた

め、色々と調整していただけそうで、よりスムーズに進めていける様に思います。 

③ 家庭復帰の実現のために必要な仕組みはなにか。 

（例：家庭復帰担当職員の配置、児相との連携など） 

家庭復帰の計画を始めて、予想より早く、上手に軌道に乗れる場合は本当に喜ばしいことですが、

何度も帰省を繰り返して試し、本格的に帰宅できたとしても、その後また何かトラブルが起きてしま

ったときなど、もしも家庭で難しくなってしまった場合、一時的にでも“再度入所できるしくみ”がある

と安心して、家庭復帰に向けてチャレンジする家庭が増えるのでは…と思います。 

「もしも失敗したら…」が心配の種にあることは大きいと思えます。 

帰宅後も児相さんとの連携は、定期的にあった方が良いように思います。 
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【佐藤構成員】 

１．民間障害児入所施設での受入れが難しい障害児について 

 

２．行動障害等が原因で家庭での生活が難しい障害児について 

 

 

 

 

 

 

① どういった状態の児童の受入れが難しい（断られる）のか。 

・行動特性に対する傾向や対策が掴みきれていない方で緊急的な措置が必要な方。 

② 受入れが難しい（断られる）理由はなにか。 

・入所定員いっぱいで受け入れるための部屋に空きがない。 

・職員体制を整えることができない。 

・暴力的な課題行動に対応できない。 

・まとまった期間の受入が難しい。 

③ どのような仕組みがあれば、民間障害児入所施設での受入れが可能となるのか。 

・アセスメントが重層的かつ継続的に行える仕組み。（現在の計画相談だけでは不足。） 

・恒常的に地域施設の利用が行え、その支援効果を検証できる仕組み。 

・緊急時における人的派遣が行える仕組み。 

・受入施設における集中的支援の実態に見合った加算の仕組み。 

②  施設入所により行動が安定しても、家庭復帰が難しい理由はなにか。 

 

② 家庭復帰に向けて、施設として家庭に対してどのような支援が可能（必要）か。 

（例：家庭の構造化、保護者の勉強会、帰省の促進など） 

 

③ 家庭復帰の実現のために必要な仕組みはなにか。 

（例：家庭復帰担当職員の配置、児相との連携など） 
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【新福構成員】 

１．民間障害児入所施設での受入れが難しい障害児について 

 

２．行動障害等が原因で家庭での生活が難しい障害児について 

①  どういった状態の児童の受入れが難しい（断られる）のか。 

子どもの状態像だけが断る原因ではないのではないか。 

② 受入れが難しい（断られる）理由はなにか。 

現に入所している子どもの構成や子どもの安心・安全が確保されなければ対応が難しいことがあ

る。施設の構造上の問題や入所している子どもの生活に制限がかかることも事実。入所している子

ども達に、叫んでいる・暴れている・自傷している・物を投げているなど、問題行動を子ども達が目

にするような環境は避けたい（子どもが同じ行動をする可能性を避けたい）と考えることも自然なこ

と。 

人的要因（対応する職員（チーム編成）がとれない）と環境的要因（個別対応できる居室等がない）

で受けられない。 

② どのような仕組みがあれば、民間障害児入所施設での受入れが可能となるのか。 

医療機関と児童相談所、専門機関と連携できる後ろ盾があることが望ましい。 

定期的な訪問や支援会議がおこなえる関係性が必要と感じる。 

スーパーバイザーの定期的な派遣 

職員のメンタルを支える仕組み 

現状では、支援の困難さから 18 歳以降の受け入れ先が見つからないため、スムーズな移行システ

ムが必要と感じる。 

①  施設入所により行動が安定しても、家庭復帰が難しい理由はなにか。 

子どもの対応で苦慮し疲弊し施設に子どもを預けた保護者の気持ちを、再び子どもと向きあってい

くことが難しい場合がある。保護者はあの地獄のような生活が再び起きるのではないかという不安

が強い。子どもだけでなく保護者・きょうだいへの支援も同時に行っていくことが望ましい。 

構造化された施設の中で落ち着いても、普通の生活をしている家庭環境を本人の障害特性に合

わせたものに変えていかなければ家庭へ戻ることは難しいのではないか。それが家族全体の生活

として成り立っていくものであるのかを検討していく必要がある。 

施設職員の支援方法が家庭という環境の中で通用するのか試すことも必要。 

② 家庭復帰に向けて、施設として家庭に対してどのような支援が可能（必要）か。 

（例：家庭の構造化、保護者の勉強会、帰省の促進など） 

構造化された施設から家庭へ戻ることはかなり困難なことと感じる。 

家庭の構造化は、そこで暮らす家族全体の生活が成り立っていくものかどうかを実際の家庭に伺っ

て何ができるかを検討することができると良い。短時間の外出から自宅で過ごす経験を重ね帰宅へ

とつなげていく。 

行動が安定してきたプロセスや対応方法を家族が理解し、家族でもできる対応方法を見つけ、実

際に施設の中で、職員の見守りの中で家族が子どもに対応していく経験を重ね自信をつけていく

ことができるとよい。（その環境が他の入所児童との兼ね合いで必ずしも可能とは言えない） 

③ 家庭復帰の実現のために必要な仕組みはなにか。 

（例：家庭復帰担当職員の配置、児相との連携など） 

どんな仕組みが家庭復帰への可能性を高めるのかは不明です。当然、医療と児相、学校との連携

は必要。 
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【相馬構成員】 

１．民間障害児入所施設での受入れが難しい障害児について 

 

  

① どういった状態の児童の受入れが難しい（断られる）のか。 

民間であろうが、県立であろうが多くの共通した受け止め方として 

・突発的な他害・自傷・破壊行動に出るかた（止めようがない） 

・周囲の人に対して、常に他害行為を繰り返そうとする方 

・就寝以降の深夜の時間帯で大声や粗暴行動を繰り返す方 等支援の難しさを感ずることが多い。 

時に、大人へ強い愛着？ 気を引き寄せようと苦心する子供に出会うことがありました。 

しかし、そのような子供は一定期間，濃密な対応をすることで、夜泣きや夜尿、故意失禁，つきまと

い等の行動は軽減されますが、その間の支援は決して楽ではないことも事実です。 

② 受入れが難しい（断られる）理由はなにか。 

  上記同様 

③ どのような仕組みがあれば、民間障害児入所施設での受入れが可能となるのか。 

・養育園も強度な行動障害のある児童の受入にあたって、居室の改修や人員の加配を指定管理の

中で行ってきているので、民間においても同様なことであろうと考えます。 

 改築を迎える多くの児童施設はユニット型や個室化等、行動障害のある児童やその他の理由等

で一緒の暮らしがしにくい児童等の生活環境を整えている状況が進んでいますが、既設の児童

施設でもそのような時に公的な資金援助等があると、受入に際しての積極性が確保出来るのでは

ないでしょうか。 

 人材育成等はどこも同様なことですが。 
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２．行動障害等が原因で家庭での生活が難しい障害児について 

 

 

 

① 施設入所により行動が安定しても、家庭復帰が難しい理由はなにか。 

アパート等で過ごす家族にとって、大声や大きな音などは近隣住民への大きな脅威となり、迷惑が

られる経験を常にしています。 

また、高齢家族や兄弟構成によっては受験期の兄弟に対する影響を心配し、あるいは実際に大き

な影響等を受けることも避けにくい事実です。 

このような家庭に戻るとまた同様なことが起こるのではないか、家庭に戻ることへの不安等の多くは

この点にあると思われます。 

障害の程度にもよりますが、多くの失敗や挫折、痛みを体験してきた家族がいる場合、最も近しい

場所に最も信頼できる人がいることが一番、地域のなかでそのような方を見つけること、あるいは施

設職員がその役割を担うこと そのような方のいる・いないはとても大きいものと思います。 

② 家庭復帰に向けて、施設として家庭に対してどのような支援が可能（必要）か。 

（例：家庭の構造化、保護者の勉強会、帰省の促進など） 

家庭を構造化し、勉強等で支援の仕方を身につけ，あるいは帰省を促進して慣れることを家族や

本人自身も経験することは力になると思います。 

また、帰省を促進することは家庭内での本人の位置を忘れず、家族も家族の一員としての気持ち

を忘れない為にも大切と思います（大人にも言える）が、これまでお互いたくさん辛い出来事を繰り

返してきた方が殆どなので、「上手くいかず我慢も限界」という状況になった時に、一時的にも距離

を取ることの出来る体制があることは何よりの支えとなります。（セーフテイネット機能） 

常日頃から家族等へ「何時でも大丈夫」のメッセージを送り続けること、日頃からそのような関係を

作りやすい環境を作り出す工夫が必要なのだと思います。 

「本人は勿論、家族とも何時でもキャッチボールの出来る関係」こそ支援の要ではないでしょうか。 

③ 家庭復帰の実現のために必要な仕組みはなにか。 

（例：家庭復帰担当職員の配置、児相との連携など） 

子供理解のため、家族の当該児童の障害理解を深めるため、障害のあることを受け入れるまでの

長い時間を一緒に添える職員が必要だと思います。 

幼児期は保健師や療育の相談員がその任にあたりますが、施設での多くの場合、経験を積んだ 

職員がその任にあたる場合が多い（それを家庭復帰担当職員と呼んでも差し支えないと思うが） 

と思います。 

児相との連携は当然のことですが、年令によっては地域の相談支援専門員や保健所、あるいは法

曹関係者との連携も必要になる場合もあります 

しかし、そのような連携の必要性を掲げながらも，「では誰が，どこが？になると、手を挙げるところ

が見当たらない」との現実もあるのでは。 

また、「親の養育責任」を口にしない職員等がいることも必要な仕組みではないでしょうか。 

「お母さん よくここまで頑張ったね。」と言われて涙し、改めて我が子の育成に立ち上がるご家族

の姿はそこかしこにあります。 



12 
 

【前田構成員】 

１．民間障害児入所施設での受入れが難しい障害児について 

 

２．行動障害等が原因で家庭での生活が難しい障害児について 

 

①  どういった状態の児童の受入れが難しい（断られる）のか。 

・強度行動障害を持つ児童。 

・医療的ケアが必要な児童。 

② 受入れが難しい（断られる）理由はなにか。 

・専門知識を持つ職員が少ない。対応できる施設であっても、空床がないため受入不可。 

・医療設備、看護師スタッフの人数が十分でない。 

③ どのような仕組みがあれば、民間障害児入所施設での受入れが可能となるのか。 

・相談窓口の機能の充実と、受入可能施設を増やせるよう、既存の施設に専門的支援のノウハウを

取得してもらう。先進的に行っている施設からノウハウを提供してもらう等、施設間で情報共有をし

合えればよいと思う。 

①  施設入所により行動が安定しても、家庭復帰が難しい理由はなにか。 

・自宅と施設が遠い場合は、一時帰宅して様子を見たくても長距離移動はご本人、家族共に負担

が大きい。家族に寄り添った丁寧な支援がないと、帰宅後の生活に不安が残るのではないか。 

② 家庭復帰に向けて、施設として家庭に対してどのような支援が可能（必要）か。 

（例：家庭の構造化、保護者の勉強会、帰省の促進など） 

・お子さんの様子を家庭、学校へ詳細に連絡し、常に最新情報を施設と家庭、学校等関係機関で

共有して、連携を密にする。 

・施設で上手くいったことを家庭に伝え、帰宅した際に同様の対応が適切であるかどうかを、丁寧

に段階を踏んで確認していけるような体制がとれるとよいと思う。 

③ 家庭復帰の実現のために必要な仕組みはなにか。 

（例：家庭復帰担当職員の配置、児相との連携など） 

・例に挙げられているような“家庭復帰担当職員の配置”というイメージよりは、日常生活の中でその

児童と深くかかわっているスタッフ全員がそれぞれ持つ情報を出し合い、話し合いを重ねていくの

がよいと思う。また、家庭復帰後に身近なところで力になってくれる地域の相談支援や、医療機関

など、そのような関係機関も含めた地域ケア会議を持てればよい。そのためには、入所できる施設

は各地域ごとにあるのが理想的である。 


