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第１ 子ども相談室 
子ども相談室では０歳から１８歳までの子どもとその保護者の方を対象とした来室相談を実施してい

る。公認心理師・臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士など、子どもの心と発達についての専門性を有す

る相談員が子どもと保護者の来室による相談及び関係機関への訪問等連携による支援の実施を通して、

子どもと保護者の方の心配ごとがなくなるまで継続的に関わっている。 

ここでは子ども相談室における相談・支援に関する活動について報告する。 

 

１ 相談活動 

（１） 相談件数・相談回数 

子ども相談室への新規申込件数、前年度からの継続件数、それらを合算した相談総件数及び相

談面接等の延べ回数を示す。 

表１ 令和元年度の相談件数・相談面接回数 

相談件数 

新 規 申 込 件 数  ４８８件  （減     ３０） 

前年度よりの継続件数 ８４０件  （増   １０８） 

相 談 総 件 数 １，３２８件  （増     ７８） 

相談面接等 

延べ回数 

保護者 ３，８３６回  （増   １８４） 

子ども ２，２２３回  （増    ３６） 

関係機関 ２６４回  （減   ２８７） 

計 ６，３２３回  （減    ６７） 

増減は平成３０年度との比較 

 

平成３０年度と令和元年度の集計を比較すると、全体の相談総件数は増加している。この他、

継続件数、保護者面接回数、子ども面接回数が増加している。 

新規申込件数は減少したがほぼ横ばい状態といえる。関係機関との相談回数が減少している

が、これは、相談総件数、保護者面接回数、子ども面接回数などの増加に伴い、相談・支援対応

上の優先順位や頻度を反映したものと考えられ、結果的に各種相談の合計延べ回数は前年度と比

較してもほぼ横ばい状態となっている。 

 

（２） 過去５年間の相談件数の推移 

平成２７年度から令和元年度までの相談件数の推移を示す。 

表２ 過去５年間の相談件数 

年  度 新規申込件数 相談総件数 相談面接延べ回数 

平成２７年度 ４９６件 １，０７０件 ６，１５８回 

平成２８年度 ４７８件 １，０４４件 ５，２０５回 

平成２９年度 ５３３件 １，１１８件 ６，１８９回 

平成３０年度   ５１８件 １，２５０件 ６，３９０回 

令和 元 年度   ４８８件 １，３２８件 ６，３２３回 

※１ 

※２ 
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※１ 平成２７年度は幼児相談室と教育相談室への相談件数及び面接回数の合算で 

あり、一部重複して計上されている相談ケースもある 

※２ 平成２８年度以降は子ども相談室（０歳から１８歳の子どもが対象）への相談件数 

過去５年間の推移から、幼児相談室・教育相談室体制であった平成２７年度と子ども相談室体

制となって４年目になる令和元年度を比較すると、相談件数・相談回数ともに増加している。こ

のことは、平成２８年度以降の子ども相談室による相談・支援体制が子どもと保護者の相談ニー

ズに対応していく上で、一定の機能を果たしている結果と考えられる。 

 

（３） 相談ケースの状況 

(ア)学年及び性別相談件数 

来室による相談について学年並びに男女別で分けて件数を示す。 

 

表３ 令和元年度学年・男女別の相談件数 

  ０～２歳 ３～５歳 小１～３ 小４～６ 中学生 高校生等 計 

男 ３５ ２０４ ２６３ ２０３ １３９ ５１ ８９５件 

女 ７ ７７ １５０ ８０ ８４ ３５  ４３３件 

計 ４２ ２８１ ４１３ ２８３ ２２３ ８６ １．３２８件 

％ ３．２ ２１．１ ３１．１ ２１．３ １６．８ ６．５ １００.０％ 

 

男女別の相談件数については、女児よりも男児の件数が多い。 

一般的に発達障害等の発達に係る子どもの特性は男児の方が発現しやすいとされており、子

ども相談室における最も多い主訴分類が「発達障害（学習障害、自閉症スペクトラム障害、注

意欠如・多動性障害）の疑い」であることからもその傾向が確認できる。 

年代別にみると小１～小３の件数が最も多く４１３件であった。この年代を経年で見ると平

成２７年度は２４１件（当時は教育相談室）、平成２８年度は２９８件、平成２９年度は３６

６件、平成３０年度は４１６件であった。子ども相談室体制になって以降の全体的な件数増加

のなかでも特に増えている年代である。これは就学前後に切れ目なく継続的に相談・支援を受

け続ける事例が増えたことや小学校における特別支援教室の全校設置（平成２９年度）に伴う

同年代における入退級相談への対応増加などが要因として挙げられる。 

０歳～５歳までの就学前の年代について令和元年度は３２３件であった。この年代を経年で

みると平成２７年度は２９６件（当時は幼児相談室）、平成２８年度は２７８件、平成２９年

度は３０４件、平成３０年度は３０４件であった。就学前の年代のケース数については子ども

相談室体制以前と同程である。このことから平成２７年度以前は幼児相談室が担ってきた就学

前の年代の相談機関としての機能を子ども相談室体制においても、引き続き維持できていると

捉えることができる。 

また、就学前の年代の新規申込ケースは令和元年度では１５４件あった。経年でみると平成

２７年度は１０１件（当時は幼児相談室）、平成２８年度は１２７件、平成２９年度は１６４

件、平成３０年度は１５４件であった。平成２７年度以前の幼児相談室体制と比較して就学前
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の年代の新規申込件数は増加している。このことは就学前から継続して相談・支援を受けるこ

とのできる利点が保護者や幼稚園・保育所等の就学前施設に周知されたことや子どもの福祉に

係る所管や関係機関（母子保健や保育に係る所管、幼稚園・保育所等などの就学前施設）との

連携が実効的に機能していることが要因として考えられる。 

 

(イ)主訴別相談件数 

令和元年度並びに平成３０年度の上位６つの主訴別相談件数を主だった主訴として示す。 

 

表４ 令和元年度主だった主訴別相談件数   表５ 平成３０年度主だった主訴別相談件数 

 

令和元年度においては主訴別相談件数の傾向に大きな変化は見られなかった。 

最も多かった主訴が「発達障害（学習障害、自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障

害）の疑い」であり、また、順位の変動はなかったが「不登校とその傾向」及び「検査依頼」

については件数・割合ともに特に増加している。 

これらの傾向からは、「発達障害（傾向や疑いを含む）」など発達の偏りが背景にありなが

ら、相談申込時に主訴となりうる行動上の表出として「不登校とその傾向」が増加傾向にあ

り、また保護者や周囲の支援者が子どもを理解しようとする際に発達特性を捉えるための「検

査依頼」を行うことが増加している状況を反映していると考えらえる。４番目に多い「ことば

の遅れ」も含め、子どもの年代によって発達上の課題が発現する形は変化していくことの表れ

であるとも捉えられる。 

このように子どもに関する相談は、発達上の課題、行動上の課題、子どもの育ちを支える環

境面の課題、各年代に特有の課題など、これらが複合的に重なり合って、さまざまに表れる状

況があるといえる。子ども相談室における相談・支援においては、子どもの状況を単一の主訴

のみからの理解に依らず、子ども一人一人の年代や背景について適切に理解し対応していく必

順位 主訴 件数（％） 

１ 

発達障害（学習障害、

自閉症スペクトラム

障害、注意欠如・多動

性障害）の疑い 

４０６件 

（３０．６） 

２ 不登校とその傾向 
１８４件 

（１３．９） 

３ 検査依頼 
１４９件 

（１１．２） 

４ ことばの遅れ 
７８件 

（５．９） 

５ 
（通級指導学級へ

の）入退級相談 

６９件 

（５．２） 

６ 養育 
４９件 

（３．７） 

順位 主訴 件数（％） 

１ 

発達障害（学習障害、

自閉症スペクトラム障

害、注意欠如・多動性

障害）の疑い 

４２９件 

（３４．３） 

２ 不登校とその傾向 
１６６件 

（１３．３） 

３ 検査依頼 
１３１件 

（１０．５） 

４ ことばの遅れ 
７２件 

（５．８） 

５ 
（通級指導学級へ

の）入退級相談 

６９件 

（５．５） 

６ 養育 
５０件 

（４．０） 
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要がある。 

 

(ウ)相談内容別件数 

令和元年度の相談内容別件数を示す。 

 

表６ 令和元年度相談内容別件数 

 

 

 

 

 

 

 

※ それぞれの相談内容に含まれる主たる主訴 

Ａ性格・行動 不登校・集団不適応・対人関係上の問題・非行・いじめなど 

  Ｂ精神・身体 ことばの問題・神経性習癖・心身症・性の問題など 

Ｃ知能・学業 発達障害（学習障害、自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害）の疑

い・知的障害の疑い・学業不振など 

  Ｄ進路・適性 就学相談・転学相談・進路相談・養育など 

  Ｅそ の 他 問い合わせ・緊急支援など 

 

（４） その他の活動 

(ア)嘱託医による医師面接及び事例検討 

嘱託医は必要に応じて子ども相談室を利用している子どもとその保護者に対し医師面接を実

施するとともに、事例検討において医学的な視点から子ども相談室相談員に対し、助言・指導

を行った。以下に嘱託医の一覧並びに活動の一覧を示す。 

 

表７ 令和元年度子ども相談室嘱託医一覧 

医 科 目 氏 名 所 属 等 

児童精神科医 矢花 芙美子医師 花クリニック 院長 

小児神経科医 柳 惠子医師 東京小児療育病院 他 

小 児 科 医 栗原 亞紀医師 多摩北部医療センター 他 

 

表８ 令和元年度子ども相談室嘱託医の活動一覧 

嘱託医勤務回数 利用者との医師面接 相談員との事例検討研修（医師面接分を含む） 

２１回 １９件 ３９件 

   

 

 

相談内容別相談件数（％） 

Ａ性格・行動 ３１７件（２３．９） 

Ｂ精神・身体 １７９件（１３．５） 

Ｃ知能・学業 ６２４件（４７．０） 

Ｄ進路・適性 １９６件（１４．６） 

Ｅそ の 他 １２件（ ０．９） 
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(イ)電話相談 

以下に令和元年度の電話のみの相談件数を示す。 

表９ 令和元年度 電話のみの相談件数 

電話のみの相談件数 

５件 

 

(ウ)グループ活動 

コミュニケーションや集団適応の支援を目的としたグループ活動を実施した。以下にグルー

プ活動の一覧を示す。 

 

表１０ 令和元年度子ども相談室グループ活動一覧 

構成年代別 グループ数 対象人数 

就学前グループ ３グル―プ 計７名 

小学生グループ 実施なし － 

中学生グループ １グループ 計２名 

合  計  グループ 計９名 

 

(エ)言語聴覚士及び作業療法士による療育的活動 

言語聴覚士及び作業療法士はケース状況から生じる必要性に応じて子ども相談室を利用して

いる子どもに対し、療育的活動や専門性の高い発達評価を実施するとともに、保護者に対する

相談・助言を行った。以下に言語聴覚士並びに作業療法士の活動について一覧を示す。 

 

表１１ 令和元年度 言語聴覚士及び作業療法士による療育的活動一覧 

活 動 内 容 件 数 

言語聴覚士による療育的活動及び言語相談・助言 ５１件 

作業療法士による運動・感覚面に対する評価及び助言 ５４件 

 

幼児期の「ことばの遅れ」の相談に応じるため、子ども相談室では言語聴覚士を配置し、早

期発見・早期支援の観点より、言語発達に係る相談に対してより専門性の高い対応を行った。 

また、作業療法士を配置することで主訴別相談件数として最も多い「発達障害（学習障害、

自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害）の疑い」で顕著な粗大運動・微細運動の苦

手さや感覚の過敏さ、もしくは鈍感さについて評価及び助言できる相談・支援体制とした。 

作業療法士による運動・感覚面の評価については保護者の意向に基づいて幼稚園・保育所・

学校等にも共有されており、対象となった子どもの特別な支援のニーズを把握する際の資料と

して専門的知見を関係機関に提供した。また、言語聴覚士は萩山小学校に設置されている「き

りの木学級ことばの教室」での研修に参加するなど関係機関との連携を行った。 

以上のように、言語聴覚士及び作業療法士の配置によって、保護者や関係機関が子どもの状

態を正しく理解する際の専門的な知見を提供するとともに、療育的活動の充実を図った。 
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２ 関係機関への訪問 

（１） 相談員による関係機関への訪問 

子ども相談室の相談員はさまざまなきっかけで幼稚園・保育所・学校等の関係機関を訪問し、

子どもの行動観察や関係機関との連携を行っている。以下に詳細を示す。 

 

表１２ 令和元年度 関係機関への訪問相談活動一覧 

 

（２） 幼稚園・保育所等からの要請に応じた訪問相談 

幼稚園・保育所等からの要請を受け、子ども相談室の相談員が幼稚園・保育所等を訪問し幼稚

園教諭・保育士等から幼児教育及び保育活動についての相談に応じた。これらの活動により幼稚

園・保育所等における発達支援の視点を広げ、市内の乳幼児に対する幼児教育・保育活動の充実

を図った。 

以下に訪問相談活動について訪問先種別並びに対象者等の内訳を示す。 

 

表１３ 令和元年度 訪問相談活動（一部再掲） 

訪問先種別 訪問回数 対象職員人数 対応件数 

公立保育園 １２回 １０３名 ２１件 

私立保育園 ５６回 ３０１名 １１２件 

私立幼稚園 ９回 ２９名 ２２件 

子ども園 １回 ３名 １件 

保育ママ ０回 ０名 ０件 

小規模保育事業 ９回 ３８名 １２件 

事業所内保育事業 １回 ４名 １件 

児童発達支援施設 ０回 ０名 ０件 

認証保育所 ０回 ０名 ０件 

定期利用保育 ０回 ０名 ０件 

家庭福祉員 ０回 ０名 ０件 

合  計 ８８回 ４７８名 １６９件 

対象種別 訪問回数 訪問による活動内容の内訳 内訳別回数 
内容別 

対応件数 

幼稚園・保

育所等就学

前施設 

２０３回 
幼稚園・保育所等からの要請に応じた訪問相談 ８８回 １６９件 

継続相談中の子どもの行動観察及び情報交換等 １１５回 １１５件 

小学校 １０３回 継続相談中の子どもの行動観察及び情報交換等 １０３回 １０３件 

中学校 １２回 継続相談中の子どもの行動観察及び情報交換等 １２回 １２件 

高校  ０回 継続相談中の子どもの行動観察及び情報交換等 ０回 ０件 

合  計 ３１８回  合  計 ３９９件 
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３ 研修活動 

（１） 夏期子ども相談研修会 

子ども相談室による関係機関へ支援の一環として、市内の保育所等の保育士、幼稚園・小学

校・中学校の教職員等を対象とした全６回の「子ども相談研修会」を企画・実施した。以下に研

修会内容の一覧並びに参加人数を示す。 

 

表１４ 令和元年度 夏期子ども相談研修会一覧 

実施日 研修会テーマ 講 師 所 属 等 

８月２１日 
アセスメントに基づいて考える、

不登校の理解と対応 
高野久美子 先生 

創価大学教育学部・大学院教授

（公認心理師・臨床心理士） 

８月２１日 ビジョントレーニング入門 北出勝也 先生 

視機能ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ JoyVision代表 

日本視覚能力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ協会 理事 

（米国オプトメトリスト） 

８月２２日 

多層指導モデルＭＩＭ‐読みの

つまずきの早期発見とその指導

－ 

栗原光世 先生 
西東京市立小学校 主幹教諭 

（特別支援教育士） 

８月２２日 

発達段階に合わせたアンガ－マ

ネージメント －愛着の視点か

ら－ 

高野光司 先生 
早稲田大学教育・総合科学学術院 

非常勤講師 

８月２３日 
医療と教育の連携 

－事例を通じて学ぶ－ 
藤井靖史 先生 

帝京大学大学院教職研究科教授 

兼 医学部小児科臨床准教授

（医師） 

８月２３日 
感覚統合の視点からみた気にな

る子どもの理解と支援 
酒井康年 先生 

日本作業療法士協会 理事 

うめだ・あけぼの学園  

（作業療法士） 

 

表１５ 夏期子ども相談研修会の参加人数 

参 加 者 の 属 性  延べ人数 

幼稚園・保育所等就学前施設職員 ２８名 

小・中学校教職員 ３１８名 

その他 ４１名 

合  計 ３８７名 
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（２） 幼稚園教諭及び保育所保育士等対象研修会（中止） 

子ども相談室による関係機関へ支援の一環として、市内幼稚園及び保育所向けに発達障害や

発達に偏りのある子どもの保育に関する研修会を保育士・幼稚園教諭を対象に計画したが、新

型コロナウイルス感染拡大を受け中止とした。 

 

表１６ 令和元年度 幼稚園教諭及び保育所保育士等研修会（中止） 

研修会テーマ 

（予定） 

講 師 

（予定） 
所 属 等 

参加人数  

中止 実践：保育・遊び活動に 

感覚統合の考え方を活かす 
酒井康年 先生 

日本作業療法士協会 理事 

うめだ・あけぼの学園  

（作業療法士） 

 

（３） 臨床心理事例研修会 

子ども相談室の相談員を対象とした臨床心理事例研修会を実施した。相談員が対応している相

談事例について検討し、講師より臨床心理学的な助言・指導をいただいた。以下に一覧を示す。 

 

表１７ 令和元年度 臨床心理事例研修会一覧 

実施日 研修・事例検討のテーマ 講 師 所 属 等 

９月４日 
・ 感情のコントロールが課題と

なる小学生女児の事例検討 
高野久美子 先生 

創価大学 教育学部 

教育学科 教授 

（公認心理師・臨床心理士） 

１２月１１日 
・ 不登校小学生女児とのプレイ

セラピーについての事例検討 
岸 良範 先生 

茨城大学大学院 名誉教授 

高輪心理臨床研究所 主宰 

（臨床心理士） 

２月１４日 
・ 子どもの相談を受けるうえで

役に立つ向精神薬の知識 
大川ふみ 先生 

西條クリニック・目白大学心

理カウンセリングセンター 

（公認心理師・臨床心理士・

精神保健福祉士） 
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（４）精神医学事例研修会 

子ども相談室の相談員を主たる対象とした精神医学事例研修会を実施した。実施に際しては

多職種連携を意図し、庁内で子ども及び家庭に関わる所管からの参加も呼びかけ、結果、生活福

祉課のケースワーカー、自立支援事業に係る指導員（社会福祉士）、スクールソーシャルワーカ

ー（学校管理職経験者及び社会福祉士）も参加した。 

相談員が対応している相談事例について、公衆衛生に係る領域を専門とする精神科医師を講

師に招き、上記の多職種からの専門性を交えた事例検討を通じ、助言・指導をいただいた。 

 

表１８ 令和元年度 精神医学事例研修会 

実施日 事例検討テーマ 講 師 所 属 等 

１月３１日 
・ 多職種連携による不登校中学生

女子及び家庭への支援 
熊倉伸宏 先生 

メンタルヘルス・ 

コンサルテイション研究所 

所長 （精神科医師） 
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４ 連携事業 

（１） 関係する事業との連携 

 子ども相談室は福祉と教育の双方の観点から相談・支援を進めていくために、関係する各種事

業との連携を図った。以下に連携した事業について一覧を示す。 

 

表１９ 令和元年度 子ども相談室が連携した事業一覧 

部 課 係 事業内容 

健康 

福祉部 

生活福祉課 保護第１～４係 

自立相談係 

・生活福祉課ケースワーカーとの連携 

・子どもに係る自立支援事業についての連携 

障害支援課 支援第１係 

支援第２係 
・児童福祉法のサービスの利用に係る連携 

子ども

家庭部 

子育て支援課 地域支援係 ・子育てひろばにおける専門相談の担当 

母子保健係 ・乳幼児発達健康診査への参加 

・母子保健係保健師との連携 

子ども家庭 

支援センター 

相談支援係 ・子ども家庭支援センターによる要保護児童対策協議会に

よるケース会議への参加 

・要保護対策実務者会議 

・子ども家庭支援センターケースワーカーとの連携 

子ども育成課 認定係 ・心身障害児ケア担当者連絡会への参加 

・心身障害児ケア担当者連絡会による交流実習 

・手厚い保育（障害児保育）情報交換会 

・手厚い保育（障害児保育）に係る面接の実施（３１件） 

・認定係保健師との連携 

教育部 学務課 学務係 ・就学時健康診断への参加（小学校全１５校） 

指導室 指導主事 ・学校教員研修 

・指導室指導主事との連携 
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（２） 子ども・教育支援課による他の業務とのかかわり 

 子ども・教育支援課による他の業務について、子ども相談室のかかわりを以下に示す。 

 

表２０ 令和元年度 子ども・教育支援課による他の業務とのかかわり一覧 

特別支援教育係 特別支援教育関係 ・特別支援教育運営委員会 

・教員サポーター連絡会 

就学相談関係 ・就学支援委員会への参加 

・就学相談ガイダンス 

・就学相談における一斉相談及び追加相談 

・就学支援委員会小委員会への参加 

・特別支援教室利用支援委員会への参加 

子ども相談係 希望学級関係 ・希望学級コミュニケーション指導 

・希望学級連絡会 

・適応指導連絡協議会 

・希望学級指導員との連携 

・希望学級分室「ほーぷ」の実施 

スクールカウンセ

ラー活用事業関係 

・スクールカウンセラー連絡会 

・スクールカウンセラーとの連携 

不登校対策関係 ・スクールソーシャルワーカーとの連携 

・訪問支援員との連携 
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５ 令和元年度の相談活動についてと今後の課題 

（１） 専門性のある相談員の配置 

令和元年度は子ども相談室の相談員として、公認心理師や臨床心理士など心理系の相談員を常

勤で２名、嘱託職員等で１３名、計１５名を配置した。また、嘱託医３名、言語聴覚士１名、作

業療法士１名を非常勤職員として配置した。これにより、子どもと保護者のニーズを捉えた専門

性の高い相談・支援を実施できる体制とした。 

（２） 福祉と教育の双方の視点による相談・支援の実施 

子ども相談室の相談員は子ども家庭部子ども家庭支援センターと教育委員会教育部子ども・教

育支援課の併任辞令を受け福祉と教育の双方の視点を持ちながら相談・支援を行う体制とした。 

また、子ども相談室の事務室が設置されているいきいきプラザ３階のフロアには、子育て支援

課における母子保健係と子ども家庭支援センターが設置されており、それぞれの事業への相互理

解を持ちながら日常的に連携できる体制とした。 

（３） 今後の課題 

子どもに係る相談の背景には、子ども自身の特性に加えて、子どもを支える環境面の課題が色

濃く影響を与えており、様々な事情が複雑に折り重なっているケースも多い。併せて、教育・福

祉に係る各種制度や社会情勢の変化に伴い、子ども相談室の相談員は常に知識・技術の更新が必

要であり、更なる専門性及び資質の向上が求められている。また、関係機関との連携が子ども及

び保護者への支援の要になることも多く、役割分担を意識した実効的な連携を行うためにも子ど

も相談員としてより高い専門性が求められているといえる。 

子ども相談室ではこれらを課題として捉え、時勢と事例に即した専門性の高い研修を行ってい

くとともに、関係機関との交流も含めた研修機会も設定し、関係機関間での相互理解をもちなが

ら、子どもと保護者及びそこに係る幼稚園・保育所・学校等の関係機関を支援していきたいと考

えている。 

併せて、広報活動として、市教育委員会の教育広報紙『きょういく東村山』に掲載する「子ど

も相談室だより」や子ども相談室のリーフレットの配布及び市ホームページへの情報掲載などを

通じ、子どもと保護者及び関係機関に子ども相談室の役割を正しく周知し、また、関係機関向け

て、連携におけるガイドラインを示す取り組みなどを通じて、今まで以上に利用しやすく、また

信頼感をもっていただける相談機関となるよう、取り組みを進めていきたいと考えている。 
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第２ スクールカウンセラー活用事業 

児童・生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な知識を有する臨床心理士を配置し、いじめや不

登校等の未然防止、改善及び解決並びに学校内の教育相談体制等の充実を図る事を目的に東京都教

育委員会による派遣されるスクールカウンセラーの活用について、本市においては子ども・教育支援課

が所管となり実施している。 

ここではスクールカウンセラー活用事業について報告する。 

 

１ 相談回数 

（１） 東村山市立小学校（全１５校配置） 

 

表１ 令和元年度の対象者別相談回数（小学校） 

年度・対象 児 童 保護者 教 員 その他 

令和元年度 ２，１１５回 １，３７７回 ２，９４９回 ４５回 

 

（２） 東村山市立中学校（全８校配置：萩山分校含む） 

 

表２ 令和元年度の対象者別相談回数（中学校） 

年度・対象 生 徒 保護者 教 員 その他 

令和元年度 １，８０２回 ６７４回 １，４３０回 ５３回 

 

２ スクールカウンセラーに係る連絡会 

（１） 東村山市スクールカウンセラー連絡会（全２回） 

① 第１回 ４月２６日実施 内容：新年度における不登校児童・生徒への対応、他 

② 第２回 １月２３日実施 内容：いのちと心の教育週間、今年度の活動の振り返り、他 

（２） 東京都スクールカウンセラー連絡会（全体連絡会） 

① ８月２７日実施 

・ 内容 

（１） 行政説明 

ア スクールカウンセラーの職務について 

イ 「児童・生徒を支援するためのガイドブック～不登校への適切な対応に向けて～」の活用 

（２） シニア・スクールカウンセラー活動報告 

（３） 講演「学校が求めるスクールカウンセラーの在るべき姿」 

（３） スクールカウンセラー配置校連絡会（東京都教育委員会） 

① 中学校：５月２４日実施 

② 小学校：５月２９日実施 
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・ 内容 

ア 都立高等学校におけるモデル事業「シニア・スクールカウンセラーの配置」ついて 

イ スクールカウンセラの効果的な活用について 
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第３ 健全育成学習室（希望学級） 

 

１ 健全育成学習室（希望学級）の概要     

（１） 名 称  東村山市健全育成学習室（希望学級） 

（２） 所在地  東村山市恩多町４－１７－１  東村山市立大岱小学校内（北校舎１階３教室） 

 

◇大岱小学校案内図               ◇希望学級案内図  

                        

                         

                  学  駐   図          ここ   廊 下 

      府               鷹の道    校  輪   工        

中                        園 場    室     

    西武新宿線  街  高層団地   □□大岱小    

           道   空堀川        玄 中    庭 

 麻の実幼稚関 

   久米川駅     校   舎 

                                                                      路  校   庭 

 

 

（３） 開 設 昭和６３年４月１日（教育委員会規則第１０号、８月１日施行） 

（４） 目 的 通常の学校生活に適応できず、不登校傾向にある市内小・中学生に対して、社会的自立 

     や集団適応の向上に向けた支援を図る。 

（５） 事 業   

① 小・中学校並びに子ども相談室と連携を図り、児童・生徒の適応及び学習の援助に関する

こと。 

② その他、教育委員会が必要と認めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科室 

 
希  望  学 

級 
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２ 通級児童・生徒数の推移【平成２７～令和元年度】 

 

表１ 過去５年間の通級児童・生徒数 

令和２年４月３０日現在 

※入級生の数字は、体験・入級した数であり、相談のみは含まない 

 

３ 令和元年度の健全育成学習室(希望学級)の活動 

（１）生活時程と時間割 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 

 

通  級  生 学校復帰 年度継続 

通級生 

年 度 
小学生 中・１ 

 

中・２ 

 

中・３ 計 年途中 

新年度 

 

 

新年度 

男 女 男 女 男 

 

女 

女 

男 女 男 女 男 女 男 

女 

女 男 女 

平成２７年度 ３ ０ ２ ４ １３ ９ １５ ６ ３３ １９ １ ０ ７ ４ ３ ６ 

平成２８年度 ６ ４ ６ ４ ９ １２ ６ １２ ２７ ３２ １ ０ ６ ３ １３ １１ 

平成２９年度 ３ ２ ３ ５ １２ １３ ８ １３ ２６ ３３ １ ０ ７ ２ １５ ８ 

平成３０年度 ６ ４ ８ ６ ７ １２ １３ １３ ３４ ３５ ０ １ ７ ２ １３ １４ 

令和 元 年度 １３ ８ ８ ３ １０ ８ ９ ８ ４０ ２７ １ ２ ４ ３ １９ １６ 

 

〔 生活時程 〕                  

 

職 員 出 勤        ８：１５         

職員打ち合わせ        ８：３０～ ８：５０ 

通級生登校時刻        ９：００～ ９：１５ 

朝読書            ９：１５～ ９：３０ 

学級指導           ９：３０～ ９：４０ 

１ 校 時          ９：４０～１０：２０ 

２ 校 時         １０：３０～１１：１０ 

３ 校 時         １１：２０～１２：００ 

～～～～～昼食・清掃・休憩～～～～ 

４ 校 時         １２：５０～１３：３０ 

５ 校 時         １３：４０～１４：２０ 

放課後の活動        １４：２０～１５：００ 

通級生の最終下校時刻    １５：００ 
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〔 時間割 〕 

曜日 １校時 ２校時 ３校時 4校時 ５校時 放課後

課題
学習

課題
学習

火
課題
学習

学習 学習
課題
学習

課題
学習

水
課題
学習

学習 学習

木
課題
学習

学習 学習
課題
学習

課題
学習

金
課題
学習

学習 学習
課題
学習

課題
学習

グループ活動

健康タイム

相
談
タ
イ
ム
・
フ
リ
ー

タ
イ
ム

朝
読
書

学
級
指
導

掃
除
・
休
憩

学習

朝

昼
食

昼

月
課題
学習

学習

 

 

ア グループ活動 

・栽培活動（サツマイモ・ゴーヤ・チューリップ） 

・コミュニケーション活動（月１回月末：子ども相談員参加） など 

 

イ 健康タイム 〔水曜日：午後〕  

・ラジオ体操 ・バドミントン ・卓球 

・バレーボール  ・散策      など 

  

ウ 卓球大会（年３回：放課後） 

 

エ ボランティア活動 

  ・落ち葉拾い（１２月） 

 

オ 集合活動 

  ・お別れ会（３月） 

 

カ 安全指導 

５月９日（避難経路）、９月１０日（地震）、１１月８日（不審者対応）、１月１４日（火災対応） 
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（２）進路状況 

表２ 令和元年度の進路状況 

令和２年４月３０日現在 

 

 

 

 

 

 

※ 継続的に通級していた中学３年生の進路状況 

４ 希望学級分室ほーぷ 

（１） 概 要   

 東京都教育庁による「平成２９年度教育支援センター（適応指導教室）機能強化モデル事業」を

受けて、平成２９年１０月３１日に開設 

 東村山市役所いきいきプラザの子ども相談室を使用して実施 

 対象は不登校状態にある児童・生徒で子ども・教育支援課にて支援の必要があると認める方 

（２） 目 的  

① 希望学級に通級することが難しい児童及び生徒の集団適応を高めること。 

② 保護者の不安の軽減及び不登校に対する支援の理解を促すこと。 

（３） 事 業   

① 希望学級に通級することが難しい児童及び生徒が集える機会の提供及び一人一人の状況に

寄り添った支援の実施 

表３ 令和元年度の申込件数 

　（　　）内は活動参加数

（単位：件）

小学校 ４ （　４）

中学校 ４ （　２）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路種別 人数 備     考 

都 立 高 校 ８ チャレンジスクール・定時制を含む 

私 立 高 校 ９ サポート校・通信制等を含む 

就職・未定 ０  

計 １７  
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５ 講演会・研修会 

（１） 概 要   

東京都教育庁による「平成３１年度教育支援センター機能強化モデル事業」における「教育支

援センター職員の能力向上」及び「教育支援センターで実施する講座の充実」として不登校に関

わる講演会・研修会を実施した。 

（２） 目 的  

① 学校を休みがちな児童・生徒が身近にいる大人（保護者・家族・教員・希望学級指導員など）

を対象に、不登校に係るさまざまな事柄ついての理解や実際の支援の在り方について学ぶ

機会を提供する。 

② 保護者も参加する講演会では保護者同士の交流も促す。 

（３） 実施の状況 

以下に実施した講演会・研修会のテーマ、講師などについて一覧を示す。 

 

表４ 令和元年度 講演会・研修会の一覧 

実施日 テーマ 講　師 所属・資格等 対象者
参加
人数

モデル事業
区分

4月24日 不登校児童・生徒に対するアセスメント 新谷博美　先生 特別支援教育士 希望学級指導員 10名 職員の能力向上

5月31日 不登校事例の心理特性の理解 新谷博美　先生 特別支援教育士 希望学級指導員 11名 職員の能力向上

6月6日 事例検討①―PCAGIP法を用いて― 高野久美子　先生 創価大学教育学部　教授 希望学級指導員 11名 職員の能力向上

6月23日 子どもの登校拒否・不登校をどう理解するか（※１） 田中　哲　先生 元都立小児総合医療センター副院長 保護者・家族・教員・支援者他 250名 講座の充実

9月5日 不登校や発達障害のある子への学習支援 小貫　悟　先生 明星大学心理学部　教授 希望学級指導員 13名 職員の能力向上

11月14日 事例検討②―PCAGIP法を用いて― 高野久美子　先生 創価大学教育学部　教授 希望学級指導員 12名 職員の能力向上

12月17日 不登校児童・生徒にみる睡眠障害・起立性調節障害の理解と対応 犬丸淑樹　先生 多摩北部医療センター　小児科 教員・希望学級指導員他 26名 講座の充実

12月18日
不登校傾向や発達に偏りのある児童・生徒への学習支援の方法

～不登校を生まないための“わかる”授業の工夫～
小貫　悟　先生 明星大学心理学部　教授 教員・希望学級指導員他 27名 職員の能力向上

2月3日 スマートフォン・ＳＮＳとの付き合い方 石村吉輝　先生 ファミリーｅルール事務局
希望学級通級児童・生徒及び保護者

希望学級指導員
24名 講座の充実

※１は「ひがしむらやまの会（学校を休みがちな子どものことを考える親の会）」との共催による
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第４ スクールソーシャルワーカー事業 

スクールソーシャルワーカーは児童・生徒が置かれた様々な環境へ働きかけるとともに、学校訪問によ

る聞き取りや関係機関との情報交換などネットワークを活用して、主に家庭の状況等に起因する不登校

の未然防止、改善及び解決並びに学校内外のケース会議等の充実を図ることを目的に活動した。 

ここではスクールソーシャルワーカー事業について報告する。 

 

１ 活動の概要 

（１） スクールソーシャルワーカーの配置 

 令和元年度においてスクールソーシャルワーカーを３名配置した。以下、資格等一覧を示

す。 

表１ 令和元年度 スクールソーシャルワーカー一覧 

資 格 等 人 数 

社 会 福 祉 士  １名 

教員免許（教育管理職経験者） ２名 

 

（２） 不登校等児童・生徒個人支援票 

 市立小・中学校において年度の欠席日数が３０日を超過している児童・生徒を対象とする

「不登校等児童・生徒個人支援票」の作成とその提出を依頼した。これをもって学校内で具体

的な支援策を講じていく際の基礎資料とするともに、スクールソーシャルワーカーが市立小・

中学校における不登校等児童・生徒の詳細な状況及び学校での対応について把握を進める際に

も用い、具体的な支援策を講じる際の基礎資料とした。以下に提出状況と内訳を示す。 

 

表２ 令和元年度 不登校等児童・生徒個人支援票の状況 

校 種 別 支援票提出件数 

小 学 校 １２７件 

中 学 校 ２２３件 

合 計 ３５０件 

 

 

表３ 令和元年度 支援対象児童・生徒件数 

小学校対応件数 １００件 

中学校対応件数 １２５件 

合 計 ２２５件 
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２ 支援の状況 

（１） スクールソーシャルワーカーによる支援 

不登校等の状況にある支援対象の児童・生徒について家庭への訪問や本人との面談を実施し

た。また、児童・生徒本人、保護者及び関係者と社会的な自立を目指した話し合いを重ね、そ

の過程で子どもの集団参加への不安を和らげたり、意欲を高めたりする働きかけや、児童・生

徒本人を取り巻く家庭や学校環境を整える支援を実施した。 

さらに、子どもの特性や必要性に応じて社会的自立を支える資源である希望学級や子ども相

談室等への「つなぎ」の支援を実施した。 

 

（２） 支援の対象となった児童・生徒への支援内容別回数 

 スクールソーシャルワーカーの支援の対象となった児童・生徒への支援内容別回数について

以下に示す。 

 

表４ 令和元年度 支援対象児童・生徒への支援内容別回数 

  

全累計 

本人・保護者・その他家族とかかわった

回数 

学校関係者と

連携した回数 

その他の関係

機関と連携し

た回数 面談 家庭訪問 電話 

小学校 １，５４７回 ２２７回 ３２９回 １５０回 ５２１回 ３２０回 

中学校 ２，０２６回 ２７６回 ３７６回 １７７回 ６７６回 ５２１回 

合計 ３，５７３回 ５０３回 ７０５回 ３２７回 １，１９７回 ８４１回 
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第５ 訪問支援員事業 

訪問支援員は家庭訪問等による児童・生徒の登校支援や登校後の学習指導補助などを通じて、学校内に

おいて組織的に不登校児童・生徒を関わり、個々の児童・生徒の状態に応じた支援の充実を図ることを目

的に活動した。 

ここでは訪問支援員事業について報告する。 

 

１ 活動の概要 

（１） 訪問支援員の配置 

令和元年度において訪問支援員を小学校４校に配置した。登校後の学習指導補助も担うこと

から、教員免許を有している者を訪問支援員の活動要件とした。 

以下、配置校一覧を示す。 

 

表１ 令和元年度 訪問支援員配置校一覧 

配 置 先 

大岱小学校 

八坂小学校 

萩山小学校 

野火止小学校 

 

 

２ 支援の状況 

（１） 訪問支援員による支援 

訪問支援員は管理職、担任、養護教諭、スクールカウンセラー等と連携し、支援対象となる

児童についての情報交換を行いながら、家庭への電話連絡や訪問、登校時の付き添いといった

登校支援及び登校後の学習指導や担任への引継などといった学校における児童の居場所支援を

行った。 

不登校傾向にある児童及びその保護者に対し、学校からの朝一番のスピーディな対応や様々

な事情で学校に子どもを送り出すことが難しい家庭への具体的な支援の形として、訪問支援員

による活動を実施した。 

 

（２） 訪問支援員がかかわった児童数 

表２ 令和元年度 訪問支援員がかかわった児童数 

配置校合計 １０６件 

うち、登校支援を行った件数 ２９件 
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第６ 資料 

 

 

 東村山いきいきプラザ条例 

 東村山市子ども家庭支援センターの管理及び運営に関する規則 

 東村山市教育相談に関する規則 

 東村山市子ども相談室の運営に関する規程 

 東村山市健全育成学習室（希望学級）設置規則 

 市報ひがしむらやま 平成２８年３月１５日（「東村山市子ども相談室」がスタートします） 

 子ども相談室リーフレット 

 子ども相談室「ひとりで悩まず相談しよう」（中学３年生卒業時案内用） 

 【幼稚園・保育所等対象】訪問相談利用の流れ 

 令和元年度 夏期子ども相談研修会のお知らせ 

 幼稚園教諭及び保育所士等対象研修会の実施について（事務連絡） 

 幼稚園教諭及び保育所士等対象研修会の中止について（事務連絡） 

 希望学級リーフレット 

 講演会のお知らせ（「子どもの登校拒否・不登校をどう理解するか」） 

 スクールソーシャルワーカー利用案内 



○東村山市いきいきプラザ条例 

平成14年12月25日 

条例第34号 

目次 

第1章 設置及び総則(第1条―第4条) 

第2章 保健福祉総合センター(第5条―第8条の2) 

第3章 情報センター(第9条―第19条) 

第4章 雑則(第20条―第22条) 

附則 

第1章 設置及び総則 

(設置) 

第1条 市民の健康の保持及び増進、休日準夜の応急医療並びに情報技術を活用して地域の情報

化を図るため、東村山市保健福祉総合センター及び東村山市情報センター(以下「いきいきプ

ラザ」と総称する。)を設置する。 

(位置) 

第2条 いきいきプラザは、東村山市本町1丁目2番地3に置く。 

(休館日) 

第3条 いきいきプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認め

るときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで 

(開館時間) 

第4条 いきいきプラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必

要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。 

第2章 保健福祉総合センター 

(施設) 

第5条 保健福祉総合センターは、次の各号に掲げる施設をもって構成する。 

(1) 保健センター 

(2) 子ども家庭支援センター 

(3) 健康長寿のまちづくり推進室 

(4) 休日準夜応急診療所 

(保健福祉総合センターの事業) 

第6条 保健福祉総合センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる施設に応じ、

当該各号に定める事業を行う。 

(1) 保健センター 

ア 母子保健、栄養改善及び歯科保健に関すること。 

イ 健康相談及び健康教育に関すること。 

ウ 健康づくりに関すること。 

エ 予防接種に関すること。 

オ がん検診に関すること。 

カ 結核予防に関すること。 

キ 感染症予防に関すること。 

ク 精神保健に関すること。 

ケ その他市長が必要と認める事業 

(2) 子ども家庭支援センター 

ア 子どもと家庭に係る相談及び指導に関すること。 

イ 子育てグループ等の活動支援及び地域の組織化に関すること。 

ウ 子育てに関する情報の提供及び啓発に関すること。 

エ 子どもと家庭の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。 

オ 未就学障害児とその家族への指導及び助言等に関すること。 



カ その他市長が必要と認める事業 

(3) 健康長寿のまちづくり推進室 

ア 高齢者等の自主的な健康づくり活動又は生きがい活動のための事業に関すること。 

イ 地域の健康づくり団体、ボランティア団体等の育成及び情報交換に関すること。 

ウ その他市長が必要と認める事業 

(4) 休日準夜応急診療所 

ア 休日準夜における市民の急病患者に対する応急診療 

(子ども家庭支援センターの使用対象等) 

第7条 子ども家庭支援センターを使用できる者は、東村山市内(以下「市内」という。)に在住、

在勤又は在学する18歳未満の児童及びその保護者とする。 

2 子ども家庭支援センターの地域活動室の使用に関し必要な事項は、規則で定める。 

(健康長寿のまちづくり推進室の使用対象等) 

第8条 健康長寿のまちづくり推進室を使用できる者は、市内に在住又は在勤する40歳以上の者

及び地域で健康づくり活動又は生きがい活動を行っている者とする。 

2 健康長寿のまちづくり推進室の多目的講座室の使用に関し必要な事項は、規則で定める。 

(歯科予防処置料) 

第8条の2 保健センターにおいて別表第1に定める歯科予防処置を受けた者は、同表に定める使

用料(以下「歯科予防処置料」という。)を納付しなければならない。 

2 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給者が前項の歯科予防処置を受けた

とき及び特別の事由があると認めたときは、歯科予防処置料を免除することができる。 

追加〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成27年条例4号〕 

第3章 情報センター 

(情報センターの事業) 

第9条 情報センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 情報技術を活用した情報化の推進を図るための事業に関すること。 

(2) 情報技術を活用した情報の処理に関すること。 

(3) 地域施設間のネットワークに関すること。 

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業 

(使用対象) 

第10条 情報センターを使用できる者は、市内に在住、在勤又は在学する者とする。 

(使用許可) 

第11条 別表第2に定める情報センターの施設(以下「情報センター施設」という。)を使用しよ

うとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

一部改正〔平成16年条例17号〕 

(使用の不許可) 

第12条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。 

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) 施設及びその付帯設備を破損するおそれがあるとき。 

(3) 営利を目的とするとき。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。 

(使用の条件) 

第13条 市長は、情報センター施設の使用を許可するに当たっては、使用の範囲、期間及び使

用時間その他管理上必要な条件を付すことができる。 

2 情報センター施設は、引き続き3日以上使用することはできない。ただし、市長が特に必要

があると認めたときは、この限りでない。 

3 前項の期間には、休館日はこれを算入する。 

4 情報センター施設を使用する者は、情報化の推進のためにこれを使用するものとする。 

(使用の制限) 

第14条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、情報センター施設の使用条件を変



更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。 

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。 

(3) 災害その他の事故により、情報センターの使用ができなくなったとき。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 

(情報センター使用料) 

第15条 情報センター施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定

める使用料(以下「情報センター使用料」という。)を前納しなければならない。 

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、情報センター使用料を免除することができる。 

(1) 法令に基づいて使用するとき。 

(2) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。 

(3) 市内の公共的団体が市又は委員会の後援を受けた事業、行事に使用するとき。 

(4) 社会福祉法人東村山市社会福祉協議会が使用するとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 

一部改正〔平成16年条例17号・18年2号〕 

(情報センター使用料の不還付) 

第16条 既納の情報センター使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

(1) 使用者の責でない事由により、使用できなくなったとき、又は使用許可を取り消された

とき。 

(2) 使用者が使用を開始する日の前日までに使用の取消し、又は使用の変更を求める申出を

し、市長が相当の理由があると認めたとき。 

一部改正〔平成16年条例17号〕 

(使用権の譲渡等禁止) 

第17条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

(設備の変更禁止) 

第18条 使用者は、情報センター施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただ

し、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。 

(原状回復の義務) 

第19条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第14条の規定により使用を停止し、若しく

は使用の許可を取り消されたときは、ただちに施設又はその付帯設備を原状に回復しなければ

ならない。 

第4章 雑則 

(損害賠償の義務) 

第20条 いきいきプラザを使用する者は、いきいきプラザの施設又はその付帯設備等をき損し、

又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを

得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

(休日準夜応急診療所の管理及び運営) 

第21条 第5条第4号に規定する休日準夜応急診療所の管理及び運営については、第3条及び第4

条の規定にかかわらず、東村山市休日準夜応急診療所の管理及び運営に関する条例(昭和53年

東村山市条例第24号)の定めるところによる。 

(委任) 

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成18年条例2号〕 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成15年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(1) 第5条第4号、第6条第4号、第21条及び次項の規定 平成15年1月19日 

(2) 第11条から第19条までの規定 平成15年4月1日 

(東村山市休日準夜応急診療所設置条例の一部改正) 



2 東村山市休日準夜応急診療所設置条例(昭和53年東村山市条例第24号)の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう略〕 

附 則(平成16年6月29日条例第17号) 

この条例は、平成16年8月1日から施行する。 

附 則(平成18年3月30日条例第2号) 

(施行期日等) 

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第22条を削り、第23条を第22条とす

る改正規定は、平成18年4月1日から施行する。 

2 この条例による改正後の第15条の規定は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以後

の情報センターの使用に係る使用料の免除について、適用する。 

3 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後の情報センターの使用について、適

用する。 

附 則(平成27年3月30日条例第4号) 

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の学校医等の報酬及び費用弁償

に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。 

 

別表第1(第8条の2) 

歯科予防処置及び使用料 
項目 単位 金額 

フッ化物塗布 1口腔につき 640円 
フッ化ジアンミン銀溶液塗布 1歯から3歯まで 480円 

4歯以上 600円 
ブラッシング以外の口腔清掃 1口腔につき 480円 

 

追加〔平成16年条例17号〕 

 

別表第2(第11条、第15条) 

情報センター施設及び使用料 
施設名 午前(午前9時～正午) 午後(午後1時～午後4時30分) 

マルチメディアホール 2,900円 3,400円 
情報研修室 1,300円 1,600円 
マルチメディア工房 1人1時間につき20円 
付帯設備等 規則で定める額 

 

一部改正〔平成16年条例17号・18年2号〕 

 



○東村山市子ども家庭支援センターの管理及び運営に関する規則 

平成 13年 9月 28日 

規則第 66号 

(目的) 

第 1条 この規則は、東村山市いきいきプラザ条例(平成 14年東村山市条例第 34号。以下「条例」とい

う。)第 7条第 2項及び第 22条の規定に基づき子ども家庭支援センター(以下「支援センター」という。)

の管理・運営及び地域活動室の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

(相談事業) 

第 2条 条例第 6条第 2号アに規定する相談事業は、次に定めるところにより行うものとする。 

(1) 相談は、電話、面接又は訪問により行うものとする。 

(2) 相談内容に応じて、児童相談所等の専門機関紹介等を行うこと。 

(3) 相談者ごとの相談記録を作成し、保管すること。 

(地域活動室の使用) 

第 3 条 地域活動室は、次に掲げるものが、地域において子育てに関する活動を行うために使用するも

のとする。 

(1) 地域における子育てに関する活動を行う団体で支援センターの登録を受けたもの 

(2) 東村山市子育て総合支援センターに登録しているグループ 

(3) その他市長が特に必要と認めるもの 

(地域活動室の使用の制限) 

第 4 条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、地域活動室を

使用することができない。 

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) 災害その他の事故により地域活動室の使用ができなくなったとき。 

(3) 活動内容が営利を目的とするとき。 

(4) 施設の管理上支障があるとき。 

(5) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 

(地域活動室の使用時間) 

第 5 条 地域活動室の使用時間は、午前 9 時から午後 5 時までとし、その使用区分は、午前 9 時から午

後 1 時まで及び午後 1 時から午後 5 時までの 2 区分とする。ただし、市長が特に必要があると認めると

きは、これを延長し、又は短縮することができる。 

(地域活動室の使用申請) 

第 6条 地域活動室を使用しようとする者は、地域活動室使用申請書(第 1号様式)を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、市長が緊急かつ相当の理由があると認めたときは、この限りでない。 

2 前項の申請書は、使用する日の 2月前から受け付ける。 

3 前 2項の申請の受付は、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和 31年東村山市条

例第 10号)に定められた通常の勤務日の午前 9時から午後 5時までとする。 

(地域活動室の使用承認等) 



第 7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、審査のうえ使用の可否を決定する。 

2 市長は、前項の規定に基づき使用を許可したときは、地域活動室使用承認書(第 2 号様式)を申請者に

交付する。 

(庶務) 

第 8 条 支援センターの庶務は、他に定めがある場合を除き、子育て支援を担当する課において処理す

る。 

(その他) 

第 9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 13年 10月 1日から施行する。 

(地域活動ワーカーの兼務) 

2 第 4条第 1項及び第 5条第 2項の規定にかかわらず、平成 13年度においては、子ども家庭支援ワー

カーが地域活動ワーカーを兼務することができる。 

附 則(平成 14年 3月 20日規則第 9号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 14年 12月 27日規則第 97号) 

この規則は、平成 15年 1月 6日から施行する。 

附 則(平成 15年 3月 26日規則第 20号) 

この規則は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年 3月 24日規則第 9号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市子ども家庭支援センターの管理及び運営に関

する規則第 1 号様式から第 3 号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお

使用することができる。 

附 則(平成 24年 3月 1日規則第 12号) 

この規則は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 9月 29日規則第 72号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第 1号様式及び第 2号様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

(東村山市立児童館条例施行規則の一部改正) 

3 東村山市立児童館条例施行規則(平成 2年東村山市規則第 49号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 



附 則(平成 28年 3月 30日規則第 36号) 

この規則は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 27日規則第 11号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

(東村山市立児童館条例施行規則の一部改正) 

2 東村山市立児童館条例施行規則(平成 2年東村山市規則第 49号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1号様式(第 6条) 

 

 



第 2号様式(第 7条) 

 



○東村山市教育相談に関する規則 

平成28年3月30日 

教育委員会規則第4号 

(目的) 

第1条 この規則は、市内の幼児、児童又は生徒等の教育相談及びその他の教育上の諸問題の相

談に応じ、教育の円滑なる進展を図るため、教育相談に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

(定義) 

第2条 この規則において「児童」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する「学

齢児童」をいう。 

2 この規則において「生徒」とは学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。 

(事業) 

第3条 教育相談においては、次に掲げる事業を行う。 

(1) 幼児、児童又は生徒等の発達、身体、言語、性格、行動、知能、学業、進路等諸問題の

相談に関すること。 

(2) 心身障害児童又は生徒の就学先及び転学先に関する相談に関すること。 

(3) 教育相談活動の普及、調査及び研修に関すること。 

(4) 前各号のほか、東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた事業 

(相談日及び相談時間) 

第4条 相談日及び相談時間は、東村山市子ども相談室の運営に関する規程(平成28年東村山市規

程第3号)第4条に定める日及び時間とする。 

(その他) 

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

 



○東村山市子ども相談室の運営に関する規程 

平成28年3月30日 

規程第3号 

(設置) 

第1条 東村山市いきいきプラザ条例(平成14年東村山市条例第34号。以下「条例」という。)及

び東村山市教育相談に関する規則(平成28年東村山市教育委員会規則第4号。以下「規則」とい

う。)の規定に基づき、子どもに関する相談及び支援に関する事業を一貫して実施するため、

東村山市子ども相談室(以下「相談室」という。)を設置する。 

(場所) 

第2条 相談室の設置場所は、東村山市いきいきプラザ内とする。 

(相談の内容) 

第3条 相談室で実施する事業は、次のとおりとする。 

(1) 条例第6条第2号オに定める事業 

(2) 規則第3条に定める事業 

(利用時間) 

第4条 相談室の利用時間は、東村山市の休日を定める条例(平成元年東村山市条例第11号)第1

条第1項に定める日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長又は東村山市教育

委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。 

(庶務) 

第5条 相談室の庶務は、教育部子ども・教育支援課において処理する。 

(その他) 

第6条 この規程に定めるもののほか相談室の運営に関し必要な事項は、市長又は委員会が別に

定める。 

附 則 

この規程は、平成28年4月1日から施行する。 

 



○東村山市健全育成学習室(希望学級)設置規則 

昭和 63年 7月 18日 

教育委員会規則第 10号 

(設置) 

第 1条 東村山市の実施する健全育成事業の一環として東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)に

健全育成学習室(希望学級)(以下「希望学級」という。)を置く。 

2 希望学級は、東村山市恩多町 4丁目 17番地 1、東村山市立大岱小学校内に設置する。 

(目的) 

第 2 条 希望学級は、通常の学校生活に適応できず、不登校傾向にある東村山市立その他の公立及び私

立の小中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒に対して、集団生活への適応や学校生活への復帰を

支援することを目的とする。 

(事業) 

第 3条 希望学級は、前条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 学校及び子ども相談員と連携を図り、児童及び生徒の適応指導及び学習の援助に関すること。 

(2) 前号のほか、委員会が必要と認めた事業 

(休業日) 

第 4条 希望学級の休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変

更し、臨時に休業日を定めることができる。 

(1) 土曜日及び日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日 

(3) 1月 2日から同月 7日及び 12月 27日から同月 31日までの日 

2 希望学級の開設時間は、午前 9 時から午後 5 時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、

これを変更することができる。 

(対象者) 

第 5条 希望学級を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 学校の児童及び生徒で、通常の学校生活に適応できず、不登校傾向にある市内在住の者(東村山市立

学校通学区域に関する規則(昭和 45年東村山市教育委員会規則第 1号)第 6条第 3項に規定する承認を得

た保護者が就学させる児童及び生徒を含む。) 

(2) 市子ども相談室で継続的に相談を受けている児童及び生徒のうち、希望学級での指導、援助が適切

であると認められる者 

(3) その他、希望学級設置の趣旨に基づき、委員会が適当と認めた者 

(組織) 

第 6条 希望学級に室長及び指導員を置く。 

2 室長は、委員会の子ども・教育支援課長がその任に当たり希望学級を統括する。 

3 指導員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。 

(1) 東京都公立学校非常勤教員 

(2) 委員会が適当と認める者 

4 指導員は、学校及び関係諸機関との連携をはかり希望学級の運営にあたる。 



(所管) 

第 7条 希望学級は、委員会子ども・教育支援課の所管とする。 

(委任) 

第 8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和 63年 8月 1日から施行する。 

附 則(平成 2年 3月 17日教委規則第 4号) 

この規則は、平成 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 9年 2月 5日教委規則第 4号) 

この規則は、平成 9年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 10年 10月 6日教委規則第 10号) 

この規則は、平成 10年 11月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 5日教委規則第 1号) 

この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 3月 30日教委規則第 6号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 9月 6日教委規則第 9号) 

この規則は、平成 30年 10月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 31日教委規則第 3号) 

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。 



「東村山市子ども相談室」が 「東村山市子ども相談室」が 「東村山市子ども相談室」が 

継続相談・支援 
　お子さんの状態に合わせた相談・支
援を行います。お子さんと保護者のか
たの心配がなくなるまで継続的に関わ
ります。 

連携 
　必要に応じて、幼稚
園・保育所・学校等と
の連携も行います。 

　「東村山市のブランドメッセージ＆ロゴマー
ク」が決定しました。詳しくは最終面（８面）
をご覧ください。 
　たくさんの投票をありがとうございました。 

初回面接 
　相談内容について詳しくお話を伺います。 

相談・支援の方針の検討、担当者の決定 
相談日時の調整 

来庁・電話による 
初回面接の予約 

こんなことで悩んでいませんか？ こんなことで悩んでいませんか？ 

幼児相談室 

教育相談室 

子ども相談室 

Ｑ１相談員はどのようなかたですか？ 

Ａ１臨床心理士等を中心に、子どもの心や発達に
ついて専門的な知識を有する者がご相談をお
受けします。 

Ｑ２子ども相談室になることで、これまで幼児相談室・教育相談室
で受けてこられた相談や支援の内容や方法が変わりますか？ 

Ａ２これまでと同様に、カウン
セリングやプレイセラピー
等による相談・支援が受け
られます。また、相談者の
同意のもと、幼稚園・保育
所・学校等の関係機関との
連携も行います。 

Ｑ＆Ａ 

面接室 

保護者 
○子育ての不安や疑問、心配ごと 

○子どもとの関わり方 

○性格や行動（忘れ物が多い・落ち着きがない・登園渋り・不登校など） 

○気になるくせ（指しゃぶり・おねしょ・こだわりが強いなど） 

○友達とうまく遊べない 

○学業や進路に関すること 

○情緒が不安定（怒りっぽい・泣きやすいなど）　 

○発達に関すること（言葉・極端に苦手なことがあるなど） 

子ども 
○誰かに話を聴いてほしい 

○つらい気持ちや悲しい気持ちになる 

○友人関係がうまくいかない 

○いじめられる 

○学校に行けない 

子ども面接室 

「東村山市のブランド 「東村山市のブランド 「東村山市のブランド 
メッセージ＆ロゴマーク」結果発表 メッセージ＆ロゴマーク」結果発表 メッセージ＆ロゴマーク」結果発表 

相 談 ま で の 流 れ  

人０～６歳の子どもと保護者 

人６～１８歳の子どもと保護者 

　これまでの幼児相談室と教育相談室、それぞれの良さを生かしながら、さらなる充実を図
り、子どもと保護者に対し専門的な相談・支援を継続的に行っていきます。 
　必要に応じて、幼稚園・保育所・学校等との連携も行い
ます。 
日月～金曜日の午前９時～午後５時（予約制） 
人０～１８歳の子どもと保護者（市内在住・在勤・在学のか
た） 
申電話又は直接教育支援課（いきいきプラザ４階）、子ども
相談室（いきいきプラザ３階、1３９１－０２７８（直通））へ 

スタートします スタートします スタートします 問教育支援課 
　平成２８年度より、子どもに関する心配ごとや悩みごとをご相談いただける「東村山市子ども相談室」を開設します。 
　０～１８歳までの子どもと保護者を対象に、切れ目のない一貫した相談・支援を提供する相談室です。 
　「お子さんについての悩み」を一緒に考え、解決のお手伝いをします。困りごとや心配ごとがありましたら、まずは
ご相談ください。 

みんなで選んだ みんなで選んだ 

No.1265

平成28年（2016年） 

毎月1日・15日発行 
3 /15

FAX 042－393－6846（代表） 
電話 042－393－5111（代表） 

携帯電話用 http://mobile.city.higashimurayama.lg.jp/
ホームページ http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/ 
 住所 〒189－8501　東村山市本町1－2 －3

編集 経営政策部広報広聴課 発行 東村山市 

市 報 人と人  人とみどりが響きあい  笑顔あふれる  東村山 
人口と世帯（平成28年3月1日現在） 
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人口：150,701人　世帯数：70,772
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●  相談は予約制です。  

あらかじめ電話でお申し込み  

ください。  

受付  午前９時～午後５時  

電話  042（391）0278（直通） 

 

●  相談日は  

月曜日～金曜日  

  （土､日､祝日､年末､年始は休み）  

 

●  所在地  

東村山市本町１－２－３  

東村山市いきいきプラザ３・４階 

 

●  交通機関  

（西武新宿線）  

東村山駅より  徒歩 1２分  

久米川駅より  徒歩  ７分  

 

 

 

02－①  

 

 

 

子どもの心と発達 の 

相相  談談  室室  
 

 

東村山市公式キャラクター  ひがっしー  

 

 

 

     東村山市教育委員会  

     東村山市子ども相談室  

 

 

 

 

控

 

室  

w

 

c  

ｗ

ｃ  ｗ

ｃ  

ｗｃ  

控室  

エレベーター  

子ども相談室 

子ども相談室  利用  

についてのご案内  

 

ｗｃ  

いきいきプラザ  ４階  



こんなことで  

悩んでいませんか？  

保護者  

●  子育ての不安や疑問、心配ごと  

●  子どもとのかかわり方  

●  性格や行動（忘れ物が多い、落ち着

きがない、登園渋り、不登校など） 

●  気になるくせ（指しゃぶり、おねしょ、

こだわりが強い、盗みなど）   

●  姿勢を保ちにくい  

●  友だちとうまく遊べない  

●  学業や進路に関すること  

●  情緒が不安定（怒りっぽい、  

泣きやすい、反抗的、無気力など） 

●  発達に関すること（言葉の発達、  

得意・不得意の差が大きいなど）  

●  性に関すること   

子ども  

●  だれかに話を聴いてほしい  

●  友人関係がうまくいかない  

●  いじめられる  

●  学校に行けない  

●  性について  

 

 

「お子さんについての

悩み」を一緒に考えて  

解決のお手伝いをする

のが子ども相談室です。 

   ◇相 ◇談 ◇ま ◇で ◇の ◇流 ◇れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談は予約制です  

相談の秘密は守ります。  

相談や検査はすべて無料です。 

 

 

東村山市に在住、在勤、在園、在学

している方であれば利用できます。 

 

   

 

  

 

●  相談は公認心理師、臨床心理士、  

言語聴覚士、作業療法士等、子ども

の心や発達についての専門的な知

識を有する相談員が担当します。  

●  保護者の方には面接を通して相談

を進めます。  

●  お子さんには、必要に応じて、話や

遊び、あるいは心理検査等を通して

様子をつかみ、その状態に応じた働

きかけをします。  

●  必要に応じて、医療機関等、適切な

専門機関への紹介を行います。  

●  相談時間は、原則  

として 1 回 50 分

程度です。  

●  保護者のご希望に

応じて、幼稚園、保

育園、学校、その他

関連機関と連携し、

相談を進めます。  

相談について  

０歳から１８歳までの子ど

も及びその保護者、幼稚園、

保育所、学校などの先生方  

 

来庁・電話による初回面接の予約  

初回面接  
相談内容について、  
詳しくお話を伺います。  

相談・支援の方針の検討  
担当者の決定  
相談日時の調整  

継続相談・支援  
お子さんの状態に合わ

せた相談・支援を行いま
す。お子さんと保護者の
方の心配がなくなるまで
継続的に関わります。  

 

連携  
必要に応じて幼稚園・保育所・

学校など関係機関との連携を行
います。  

相談室を利用できる方

は  



 

ひとりで悩まず相談しよう 秘密

厳守 

042-391-0278（直通） 
【受付時間】月～金曜日 ＡＭ9：00～ＰＭ5：00（祝日、年末年始を除く） 

 

学校生活や友だちとの関係、家族とのかかわりなど 

困ったり心配していることがある。 

だれかに話を聴いてほしい。 

※相談内容に応じ、適切な専門機関をご案内する場合もございます。 

令和２年３月 東村山市教育委員会 子ども・教育支援課 

相談

無料 



平成３１年度版 

相談員からの連絡の際、ご相談内容の概要を伺います。 

合わせて、訪問日時の調整等を行います。 

例えば… 

 幼児教育・保育の対応上でむずかしさを感じ

ることがある 

 子どもの理解を進める上で他の専門家と相

談したい 

訪問相談の利用を園内で検討。 

まずは園より子ども相談室にＦＡＸ（※１）でお知らせ

ください。相談員より園へ連絡いたします。 

【幼稚園・保育所等対象】 

～ 訪 問 相 談 利 用 の 流 れ ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（担当）東村山市教育委員会子ども・教育支援課  

子ども相談係 菅谷・保木井  

子ども相談室直通電話 ０４２－３９１－０２７８ 

 代表電話 ０４２－３９３－５１１１ 

（内３３７３～７） 

ＦＡＸ  ０４２－３９７－５４３１ 

お約束の日に相談員が園を訪問します。 

保育活動等を参観させていただきながら、詳しくお話を伺

い、ご相談内容について、一緒に考えていきます。 

※１ 「子ども相談室訪問相談依頼書（ＦＡＸ送信用）」 

 



 

  

【日  時】 令和元年８月２１日（水）～８月２３日（金）の３日間 

【対  象】 市内幼稚園、市立小学校および中学校の教職員、市内保育所等の保育士等 

【研修内容】 

日  時 研修内容 講  師 場  所 

第１回 

 

令和元年 8月 21日（水） 

午前 10時～12時 

アセスメントに基づいて考え

る、不登校の理解と対応 

 

高野 久美子 先生 

 

創価大学教育学部・大学院教授 

（公認心理士・臨床心理士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市役所 

 

北庁舎１階 

 

第２会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 

 

令和元年 8月 21日（水） 

午後２時～４時 

ビジョントレーニング入門 北出 勝也 先生 

 

視機能ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ JoyVision代表 

一般社団法人日本視覚能力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ協会理事 

（米国オプトメトリスト） 

第３回 

 

令和元年 8月 22日（木） 

午前 10時～12時 

多層指導モデルＭＩＭ‐読み

のつまずきの早期発見とその

指導－ 

栗原 光世 先生 

 

西東京市立小学校 主幹教諭 

（特別支援教育士） 

第４回 

 

令和元年 8月 22日（木） 

午後２時～４時 

発達段階に合わせたアンガ－

マネージメント 

－愛着の視点から－ 

高野 光司 先生 

 

早稲田大学教育・総合科学学術院 非

常勤講師 

（臨床心理士） 

第５回 

 

令和元年 8月 23日（金） 

午前 9時 30～11時 30分 

医療と教育の連携 

－事例を通じて学ぶ－ 

藤井 靖史 先生 

 

帝京大学大学院教職研究科 教授 

兼 医学部小児科臨床准教授（医師） 

第６回 

 

令和元年 8月 23日（金） 

午後２時～４時 

感覚統合の視点からみた気に

なる子どもの理解と支援 

酒井 康年 先生 

 

一般社団法人日本作業療法士協会 理事 

うめだ・あけぼの学園  

（作業療法士） 

＜注意事項等＞ 

・第５回のみ、研修時間が他と異なっておりますので、ご注意ください。  

・どなたでも複数の研修にご参加いただけます。 

・小・中学校の先生方：令和元年６月１１日付の指導室からの「令和元年度夏季各種研修会の実施について」とタイトルが若干

変更がある研修会がありますが、内容に大きな変更はありません。 

【申し込み方法】 

 添付の申込書類に必要事項を記入し、下記の申し込み先へ Fax で送付してください。 

（小・中学校の先生方には、再度のお知らせになります。すでに教育委員会指導室を 

通して申し込みを済ませている先生は、改めてのお申し込みは不要です。） 

≪申し込み先≫ 

東村山教育委員会子ども・教育支援課 （Fax 番号）042-397-5431  

【締切】8 月 9 日（金）午後 5 時 

※申し込み方法等、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。   

（子ども相談室直通電話番号）042-391-0278 （申込担当）竹内・武田・浦 

主催 東村山市子ども相談室 

令和元年度 夏期子ども相談研修会のお知らせ 

 

 

 

東村山市公式キャラクター ひがっしー 



事 務 連 絡 

令和２年１月１６日 

東村山市内 幼稚園・保育所 等  

施設長 様 

 

東村山市教育委員会 

 子ども・教育支援課長 大西 弥生 

 

幼稚園教諭及び保育所保育士等対象研修会の実施について 

 

 厳寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より、子ども相談室事

業にご理解と協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 下記のとおり、幼稚園教諭及び保育所保育士等を対象とした研修会を実施することと

なりました。お忙しい折と存じますが、貴施設の職員の皆様にご周知いただけますと幸

いです。どうぞよろしくお願い致します。 

  

記 

 

１．対 象    東村山市内の幼稚園教諭、保育所等の保育士 等 

２．日 時    令和２年３月３０日（月） 

          午後２時～午後４時 

３．内 容    「実践：保育・遊び活動に感覚統合の考え方を活かす」 

〈以下、取り上げていただく内容の予定です〉 

・ 身近にある感覚統合を用いた遊びや活動 

・ 子どもが主体的に楽しめる運動遊びにつながるかかわり 

・ 参加する保育士等も遊びや運動を体験しながら学べる取組 

※動きやすい服装でご参加ください 

４．講 師    うめだ・あけぼの学園 酒井 康年 先生 

（作業療法士：一般社団法人日本作業療法士協会理事） 

５．会 場    東村山市役所いきいきプラザ１階 運動指導室 

６．申込み    申し込み用紙（様式１）に記入の上、ＦＡＸにて下記担当宛に送付     

申し込み締め切り  令和２年３月２５日（水） 

 

【担当】 

 東村山市教育委員会 子ども・教育支援課 

子ども相談係 菅谷・浦 

電話：042-393-5111（内 3374） 

Ｆａｘ： 042-397-5431  



事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ 日 

東村山市内 幼稚園・保育所 等  

施設長 様 

 

東村山市教育委員会 

 子ども・教育支援課長 大西 弥生 

 

幼稚園教諭及び保育所保育士等対象研修会の中止について 

 

 厳寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より、子ども相談室事

業にご理解と協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 令和 2年 3月 30日（月曜）14時より開催を予定していた幼稚園教諭及び保育所保育

士等対象研修会「実践：保育・遊び活動に感覚統合の考え方を活かす」につきまして、

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、参加者の皆様の安全を考慮し、本研修会を中

止とさせていただきます。参加をご予定されていた方々にはご迷惑をおかけいたします。 

次年度以降、改めて研修会等を企画し、周知してまいりますので、何卒ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 

【担当】 

 東村山市教育委員会 子ども・教育支援課 

子ども相談係 菅谷 

電話：042-393-5111（内 3376） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

☆事前に学校（担任他）と相談を進めておくと、 

通級・支援がスムーズになります。 

 

 

  

 



 

学習は国語・数学（算数）・英語の３教科 

学習１コマ各 40 分 

毎週水曜日午後 健康タイム 60 分 

月の最終月曜日午後 コミュニケーション活動 60分 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

コミュニケーション 

活動 

学習活動 

 

健康タイム  

 

 

グループ活動 

9:15        登校時刻 

9:15～ 9:30 朝読書 

9:30～ 9:40 学級活動 

9:40～10:20  学習（１校時） 

10:30～11:10  学習（２校時） 

11:20～12:00  学習（３校時） 

12:00～12:20  昼食 

12:20～12:50 休憩 

12:50～13:30  学習（４校時） 

13:40～14:20  学習（５校時） 

14:20～15:00  放課後活動 

15:00         最終下校 
※ 最終下校が 14:00の場合もあります 

※ 小学生は原則、午前中までの活動となります 

 （健康タイム・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動を除く) 

 

Taimu  

 



13：30-15：00 
田中哲先生講演 

15：00-15：20 
休憩 質問提出 

15：20-16：20 
質疑回答 

16：20-16：50 
交流会 

 

～子どもの登校拒否 
不登校をどう理解するか～ 
「うちの子、何を考えているのかしら？」 

子どもが学校に行かない、行けない！ 

そんな時、まわりの大人たちはどうすればよいのでしょうか？  

「昼夜逆転やゲーム」「勉強の遅れ」なども心配になります。  

そもそも不登校ってどういうことなのでしょうか。 

講師 ：田中 哲 先生 

場所 ：東村山市 市民センター 
 東村山市役所そば 東村山市本町 1丁目 1番地 1 

日時 ：6月 23日（日） 

13:15受付開始  

申し込み不要  当日会場へ 

対象 ：身近に不登校の子どもがいる方 

ご家族・学校の先生・支援者 

★休憩時間に質問を書き（無記名可）それに丁寧に 

お答えいただけます。          

 

主催  ひがしむらやまの会（学校を休みがちな子どものことを考える親の会） 

  東村山市教育委員会 
       【問い合わせ】 東村山市教育委員会 子ども・教育支援課 子ども相談係  

℡：042-393-5111（内線 3376） 

協力  登校拒否・不登校を考える東京の会  

きしゃぽっぽの会（小金井市） さくら草の会（国分寺市） さくらんぼの会（清瀬市） 

どじょっこの会（東久留米市） 東大和スキップの会（東大和市） ぷらっと親の会（小平市） 

後援  東久留米市  小金井市教育委員会       

★プログラム★ 

田中哲（たなか さとし）先生 
1953 年東京都生まれ。北海道大学医学部卒業後、同大医学
部精神科に入局。1983年市立札幌病院静療院児童部を中心
に児童精神科医としての活動を開始。元東京都立小児総合医
療センター副院長。 
著書「育つこと育てることー子どもの心に寄りそって」「発達障害とそ
の子らしさ」「自閉症スペクトラムのある子を理解して育てる」など 

 

 
Twitter 

@chottohottosiyo 



不登校児童・生徒への支援の流れ 

  

 不登校児童・生徒対策検討会議で支援対象を焦点化し、学校との協議で対象者を決定する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ アセスメントとマネジ 

 

 

SSWが学校と共有したい内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①児童・生徒の情報を共通理解することを出発点にする 

②長期目標 短期目標を設定する 

○スモールステップでの目標設定 

  ○無理のないプラン 

○具体的な役割分担 

③家庭環境・親子関係の改善を図る手だてを考える 

④本人の課題に対する働きかけについて考える 

⑤保護者とどうつながるかを考える 

⑥関係機関との連携先や連携方法を考える 

⑦活用できる資源（人材など）や活用方法を考える 

 

 

 

 

 

[学校環境] 

友人関係 教職員との関係 

学習状況 学校生活全般 

(授業中 休み時間 給食 

部活動 登下校等）  

[本人自身] 

学力 体力 運動能力 

性格 好き嫌い こだわり 

得意・不得意 発達障害 

自尊感情 人とのかかわり 

日常生活・睡眠食事等 

  

  [家庭環境] 

家族構成 親子関係 

保護者の性格 教育方針 

兄弟姉妹関係 

援助を必要とするところ等  

[地域環境] 

性や暴力の有害情報源  

地域行事等への参加  

家族や本人を支える資源 

スポーツ少年団等 

情報のポイント （例） 支援プランの視点 （例） 

・中１ギャップ対策 

・関係機関との接続 

・学校との協議によるケース 

 

                              
担任 → 個人支援票を作成（年３回提出） 

市教委と学校が協議 → SSWの主な支援対象者を決定。支援方法を検討 

市教委 → 個人支援票を基に SSWの主な支援対象を検討 

・中１ギャップ対応 

・関係機関へのつなぎ 

・学校との協議によるケース 

学校（担任等）は 

○個人支援票の活用 

○校内組織の有効活用 

 

 

不登校児童・生徒への支援 

学校は見通しをもち継続的に支援 

教育委員会は直接的・間接的に支援 

ＳＳＷは 

○児童・生徒の情報や支援プランを共有 

○児童・生徒、保護者、担任等との面接 

○外部関係機関へのつなぎ 

○外部機関への接続 

 

と接、             外部

機関へのつなぎを行う 

SSWの主な支援対象 

 

教育委員会（指導室・子ども相談室）は 

○必要に応じた対応方法への助言 

○状況に応じたケース会議等の参加 



 

 

 

         

 

 

 

 

SSW はこんなことをします SSW と SC の違い 

SSW は、子供が学校生活で遭遇する困難に

対し、子供の教育権や自立支援の視点も考慮し

た方策で、問題の解決を目指します。主として、

不登校対応に傾注します。 

 ここでの特徴は、学校に活動の基盤を置き、

福祉の視点も加えながら、本人とその環境（家

庭・学校・地域）に働きかけていくことです。

その際、関係機関のネットワーク（子ども家庭

支援センター、希望学級、子ども相談室、社会

福祉協議会、市役所関係部署等）を活用します。 

 SSW は、問題を抱えた子供を取り巻

く環境に働きかけ、家庭・学校・関係機

関をつなぎ、福祉的側面も含めて問題の

解決に向けて支援します。 

 

 SCは、心理の専門的な知識・技術を

活用し、子供の悩みや不安を受け止めて

相談にあたり、関係機関と連携して必要

な支援をするための心の専門家です。 

東村山市教育委員会 平成２８年４月 



令和元年度 子ども相談係 職員一覧 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 報告書 
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編集  東村山市教育委員会 

                子ども・教育支援課 

〒189-8501 

東京都東村山市本町１丁目２番地３ 

電話：042-393-5111（代表） 

FAX：042-397-5431 

 

 

子ども・教育支援課 子ども相談係 

課長 大西 弥生 

課長補佐 進藤 昌子 

係長 菅谷 正史 

主任 竹内 美崎 

子ども相談員 

 

 

事務        

武田 雅文  星野 裕子  森合 麗子  藤井 美沙 

新井 瑞生  八木香穂理  小野由可里  須藤 梨月 

高橋 茉希  飛永 優子  保木井雅春  清水加奈恵 

浦 弥栄子 

嘱託医師 矢花芙美子  柳 惠子   栗原 亞紀 

言語聴覚士 小野 礼子 

作業療法士 神 晶 

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 倉田 正信  高島 邦夫  岡田さやか 

希望学級指導員 浮須 勇人 三浦 英之 本保 俊昭 高野 和美 

下山 正義 田村 一夫 深谷 恭司 武笠 仁美 

柳澤 孝徳 塚本 典子 伊野尾 和美 

日本語適応指導 伊野尾 和美 

東村山市子ども相談報告書 


