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はじめに 

 

 従来の心身障害教育から特別支援教育への転換をうけて東村山市教育委員会は、平成１９年３月

に「障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが豊かに暮らすことのできる社会の実現を目指

すこと」を基本理念に掲げ『東村山市特別支援教育推進計画』を策定いたしました。 

 東村山市特別支援教育推進計画は、幼稚園・保育所と小学校との連携及び小・中学校の連携、保

護者等に対する相談体制の充実、学校に対する支援体制の充実、学校の指導体制の充実、特別支援

学級の充実、教育環境の整備等を基本的な柱として、これからの東村山市における特別支援教育の

展望を明らかにするものです。 

 これまで、平成２５年３月に策定した「東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画（以下「第

三次実施計画」）」に基づき、就学相談制度や教育相談機能の充実、専門家チーム巡回相談の実施、

小学校特別支援教室の開設など、保護者の方をはじめ、関係機関のご理解とご協力を得ながら４年

にわたり様々な場面で特別支援教育の推進に取り組んでまいりました。 

 第三次実施計画の策定後、平成２５年８月には、国の中央教育審議会報告の「共生社会の形成に

向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進」を踏まえ、学校教育法施

行令の一部改正が行われ、平成２８年４月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

が施行されるなど、特別支援教育を取り巻く環境は近年、大きく変化しています。 

 第三次実施計画の最終年にあたる平成２８年度には、特別支援教育専門家チーム委員、市立小・

中学校校長、保護者、幼稚園・保育所長などによる、東村山市特別支援教育推進計画策定委員会を

設置し、『東村山市特別支援教育推進計画第四次実施計画（以下「第四次実施計画」）』の策定に向け

て検討してまいりました。 

 本第四次実施計画は、計画の期間を平成３２年度までの４年間とし、これまでの基本理念を継承

しながらも、特別な教育的支援が必要な児童・生徒一人一人のニーズに応じた教育環境の整備や学

校・教員の専門性の向上、市民への理解啓発など、児童・生徒等の将来の社会参加・自立に向けて、

これからの本市における特別支援教育の推進にあたるために策定するものです。 

これまでも東村山市教育委員会では、学校関係者だけでなく保健・医療、福祉、労働等の関係機

関と連携して特別支援教育を推進してまいりましたが、０歳から１８歳までの子供とその保護者を

対象とした子ども相談室の開設により、今後も一層、様々な関係機関との連携の充実を図り、特別

な教育的ニーズのある児童・生徒に対する、一貫性のある支援体制を整備していくことが必要です。 

東村山市教育委員会では、本計画の基本理念の実現に向けて努力を重ねてまいりますので、一層

のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成２９年３月                         

東村山市教育委員会
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第１章 計画の基本的な考え方 

 

東村山市特別支援教育推進計画第四次実施計画体系図

【東村山市特別支援教育推進計画第四次実施

計画の基本理念】

【東村山市第4次総合計画後期基本計画】

基本目標２ みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち

施策大綱２－１ 生きる力を育む学校教育を充実する

施策２－１－１ 教育環境の充実

施策２－１－２ 教育内容の充実

【東村山市教育施策の大綱】

施策の方向性３ 子供一人一人に応じた支援を充実する

（１）充実した学校生活になるように支援する

（２）相談体制を整備する

本計画は、国（障害者差別解消法の施行）や東京都

（発達障害教育推進計画の策定等）の動向を踏まえる

とともに、上記計画及び大綱の施策・方向性を実現するた

めの施策として位置づけます。

障害の有無にかかわらず、すべての子供たちが豊かに暮らすことのできる社

会の実現を目指すものです。

東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画における成果と課題を踏まえ、この理念の実現に向けて、

特別な教育的ニーズのある児童・生徒一人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼児期から学校卒業

後までのライフステージを見通した多様な教育を展開し、社会的自立を図ることのできる力や地域の一員として

生きていける力を培い、共生社会の実現に寄与します。

基本理念の実現に向けた第四次実施計画

第１章 相談支援体制の充実に向けて

第2章 幼稚園・保育所等と小学校との連携及び小・中学校の連携の充実に向けて

第3章 小・中学校の指導や支援体制の充実に向けて

第4章 特別支援学級の充実に向けて

第5章 教育環境の整備に向けて

施策１ 子ども相談室やその他相談機関の機能・連携の充実

施策２ 就学相談制度の充実

施策３ 転学相談・入級相談制度の充実

施策４ 広報活動の充実

施策１ 幼稚園・保育所等への支援体制の充実

施策２ 就学支援シート、就学時健康診断の活用

施策３ 保幼小・小中連携システムの推進

施策１ 特別支援教育運営委員会・特別支援教育専門家チーム・教員サポーター制度の充実

施策２ 校内委員会の充実

施策３ 個別の教育支援計画・個別指導計画の作成

施策４ 教職員・特別支援教育コーディネーターの資質の向上

施策５ 副籍制度の充実

施策１ 特別支援学級の教員の資質の向上

施策２ 都立特別支援学校との連携

施策３ 特別支援教室の開設

施策４ 自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）開設の検討

施策１ 施設・設備・環境の整備

施策２ 教材・教具の充実

施策３ 一人通学の推進

施策４ 支援員配置制度の整備
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１ 計画の目的 

 平成１９年４月に学校教育法の一部改正により、従来の「特殊教育」から「特別支援教育」への転

換が図られ、本市においては、平成１９年度から２１年度に東村山市特別支援教育推進計画第一

次実施計画、平成２２年度から２４年度に第二次実施計画、平成２５年度から２８年度まで第

三次実施計画を策定し、特別な教育的ニーズのある児童・生徒への支援体制の整備をすすめてきまし

た。 

 平成２５年８月には、国の中央教育審議会報告の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システムの構築のための特別支援教育の推進」を踏まえ、学校教育法施行令の一部改正が行われ、

平成２８年４月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。 

 これらを踏まえ、特別な教育的支援が必要な児童・生徒一人一人のニーズに応じた教育環境の整備

や教員の専門性の向上、市民への理解啓発など、児童・生徒等の将来の社会参加・自立に向けて、こ

れからの本市における特別支援教育の推進にあたるために本計画を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

① この計画は、平成 19年 3月に策定した「東村山市特別支援教育推進計画（第一次実施計  

  画）」および平成 22年 3月に策定した「東村山市特別支援教育推進計画（第二次実施計 

  画）」、平成 25年 3月に策定した「東村山市特別支援教育推進計画（第三次実施計画）」に 

  基づき、平成 29年度からの計画について策定するものです。 

② この計画は、東村山市第 4次総合計画後期基本計画 施策大綱２－１「生きる力を育む学校 

  教育を充実する」を実現するための施策として位置づけます。 

③ この計画は、東村山市教育施策の大綱 施策の方向性３「子供一人一人に応じた支援を充実す 

  る」を実現するための施策として位置づけます。 

④ この計画は、東村山市生涯学習計画 目標２ 「ともに生きる社会を築く教育の支援」を実現する 

  ための施策として位置づけます。 

⑤ この計画は、東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画、東京都発達障害 

  教育推進計画を実現するための計画として位置づけます。 
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３ 計画の期間 

この計画は、東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画と同様４年の期間とします。 

計画の区分 計画期間 計画の策定時期 

第一次実施計画 平成１９年度～２１年度 平成１９年３月 

第二次実施計画 平成２２年度～２４年度 平成２２年３月 

第三次実施計画 平成２５年度～２８年度 平成２５年３月 

第四次実施計画 平成２９年度～３２年度 平成２９年３月 

 

４ 計画の基本理念 

 

 東村山市における特別支援教育は、障害の有無にかかわらず、すべての子供たちが豊かに暮らすこと

のできる社会の実現を目指すものです。 

 

   東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画における成果と課題を踏まえ、この理念の実

現に向けて、特別な教育的ニーズのある児童・生徒一人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼

児期から学校卒業後までのライフステージを見通した多様な教育を展開し、社会的自立を図ることの

できる力や地域の一員として生きていける力を培い、共生社会の実現に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      東村山市特別支援学級小・中学校合同作品展の様子 
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第２章 第三次実施計画の成果と課題 

 

※ ◇は成果を表し、◆は課題を表す 

 

１ 幼稚園・保育所と小学校との連携及び小・中学校の連携の充実に向けて 

 

◇０歳から１８歳までの子供とその保護者を対象とした子ども相談室を平成２８年度に開設し、早期

支援・早期連携を視野に入れた切れ目のない、継続的な相談支援体制としました。 

◇市内の幼稚園・保育所・小学校、教育委員会で構成する東村山市保・幼・小連絡会を平成２８

年度に立ち上げ、切れ目のない支援のために相互理解を進めることができました。 

◇就学支援シートの活用について、就学時健康診断の会場において受診者全員に配布する取り組み

や、就学支援シート説明会を保護者向け、就学前機関向けに実施することを通じて、幅広い周知を

進めることができました。 

◆幼稚園・保育所等の職員に対して、特別な教育的ニーズのある子供の理解や適切な支援となるよう、

子ども相談室の支援体制をさらに充実させる必要があります。 

◆個別の教育支援計画及び個別指導計画の活用、小・中学校での情報交換、小学校及び幼稚園・

保育所等の情報交換など様々な連携のあり方に課題があります。 

◆切れ目のない相談・支援体制の整備を踏まえ、これまでも実施してきた小学校から中学校への移行

支援のほか、新たに幼稚園・保育所等から小学校への移行支援の実施の際も、適時適切な助言を

行うことが必要です。 

◆提出された就学支援シートについて、教育委員会から学校への引き継ぎ後、校内での活用方法に関

してばらつきが見られることが課題です。 

 

2 保護者等に対する相談体制の充実に向けて 

 

◇平成２６年度より就学相談ガイダンスを実施し、特別支援学級、特別支援学校の紹介を行うなど、

就学前の保護者への情報提供について充実を図り、就学相談に関する理解を深めるきっかけ作りとし、

円滑な就学相談を進めることにつながりました。 

◇子ども相談室において、市内の保護者及び児童・生徒の教育指導上の諸問題について来室相談に

応じるとともに、平成２５年度に全校配置されたスクールカウンセラーと連携し、学校との連携を十分

に図り、教育相談のセンター的役割を果たすことができました。 

◇特別支援教育に関する市民向け理解啓発講演会を平成２６年度から実施するとともに、大岱小

学校特別支援学級の開設、特別支援教室の開設に関して、きょういく東村山への掲載、HP での周
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知、リーフレットの配布等を行うとともに、各校での学校だよりへの掲載、保護者会における周知等幅

広い広報活動を行い、特別支援教育の理解啓発を進めることができました。 

◆０～１８歳まで相談を担う子ども相談室のセンター的役割の充実のために、乳幼児・児童・生徒の

相談を担う相談員のより一層の専門性と資質の向上が必要です。 

◆切れ目のない相談・支援体制の整備に伴い、就学相談と子ども相談の連携を図り、それぞれの機能

を活用し、円滑な就学先決定へのサポートを行う必要があります。 

◆平成２９年度に全市立小学校の特別支援教室の開設が予定されていることもふまえ、各校における

理解啓発がより重要になることから、特別支援教育について各校での差が生じることのないよう理解を

広げていくことが必要です。 

 

3 学校に対する支援体制の充実に向けて 

 

◇特別支援教育運営委員会啓発部会にて、特別支援学級未設置校を対象として平成２６年度ま

で実施した理解啓発授業をまとめ、市内教員にリーフレットを配布し、校内支援につなげることができま

した。 

◇特別支援教育専門家チームの派遣においては、特別な教育的ニーズのある児童・生徒の実態把握

に加え、各校で特別支援教育に関する研修・講演を、教員、児童・生徒、保護者に行い、理解啓発

につなげることができました。 

◇教員サポーターの派遣について、全市立小・中学校に配置を行い、特別な教育的ニーズのある児童・

生徒への支援を実施しました。 

◆特別支援教育運営委員会について、全市立小・中学校への特別支援教室の導入に伴い、専門部

会のメンバー、会議の内容、回数等、委員会のあり方について方向性を定める必要があります。 

◆特別支援教育専門家チームによる効果的な巡回相談を実施するために、巡回指導の対象となる児

童・生徒の状況把握が効果的となるようアセスメント方法の見直しが必要です。 

◆教員サポーターについて、通常の学級に在籍する特別な指導や支援を必要とする児童・生徒は年々

多様化しているため、更なる拡充の検討、教員サポーターの資質・能力を向上させていく研修の充実

が必要です。 

 

4 学校の指導体制の充実に向けて 

 

◇各学校の特別支援教育コーディネーターに対して、特別支援教育コーディネーターの役割と校内委員

会の機能の充実についてあらためて周知することで、校内委員会の機能の充実につながりました。 

◇特別支援教育コーディネーターの資質向上のため、特別支援教育運営委員会で研修を実施し、特

別支援教育コーディネーターの役割や校内委員会の機能の充実、合理的配慮や障害者差別解消
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法等についての理解を深めることができました。 

◇副籍制度について、特別支援教育運営委員会において交流活動の事例報告を行うとともに、夏季

教員研修にて都立清瀬特別支援学校の教員による講義を行うなど、理解を進めることができました。 

◆特別支援教育コーディネーターの異動等があった場合でも、特別支援教育コーディネーターの資質が

担保され、校内委員会を充実させていくことのできる資質・能力を向上させていく研修の充実が必要で

す。 

◆教員の異動等により、児童・生徒への適切な指導や支援が途切れてしまうことがないよう、各学校で

作成している個別指導計画・個別の教育支援計画について、学校内及び学校間での確実な引継を

行い、子ども相談室やスクールカウンセラーとも連携し、児童・生徒への適切な指導や支援を行っていく

ことが必要です。 

◆都立特別支援学校に在籍する新 1年生の全員副籍に伴い、通常の学級で直接交流を希望する児

童・生徒は増加していくと予想されるため、地域指定校における肢体不自由児の受け入れの際の施

設状況の充実を図ることが必要です。 

 

5 特別支援学級の充実に向けて 

 

◇特別支援教育運営委員会特別支援学級担任会にて平成 26 年度においては、市制施行５０周

年記念として東村山市特別支援学級小・中学校合同作品展をいきいきプラザ１階ロビーにて実施す

るなど、市民に対して特別支援学級の理解を深め、特別支援学級に通う児童・生徒の成長にもつな

がりました。 

◇平成２７年３月に示された東京都教育委員会のガイドラインに基づき、市教育委員会にて特別支

援教室開設の検討を行い、平成２８年度に富士見小学校、八坂小学校、南台小学校の３校に

特別支援教室を先行的に開設し、特別な教育的ニーズのある児童への指導の充実を図りました。 

◇特別支援学級設置校の全教員を対象として、学校訪問の際に定期的に研修を実施し、特別支援

教育及び特別支援学級についての理解を深めることができました。 

◆特別支援学校のセンター機能を活用し、学校公開、三市連絡会、三市合同研修会などを通じて積

極的な情報交換を図るとともに、就学支援委員会や専門家チーム巡回相談により、教員の資質の

向上に努める必要があります。 

◆中学校における特別支援教室の開設に向けた検討を進める必要があります。 

◆特別支援教室を利用し、通常の学級で指導を受けることが困難な児童・生徒に対して特別な教育

的ニーズに応じた適切な指導を行うことができるよう固定学級の開設を検討する必要があります。 

◆特別支援教室の入級・退級の判定については、児童の発達等について的確な実態把握ができるよう

教員の専門性の向上が必要です。 
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6 教育環境の整備に向けて 

 

◇学校内における施設整備について、アコーディオンカーテン、カーブミラー、階段の手すり、スロープの設

置等を行い、個々に必要に応じた整備を進めることができました。 

◇平成28年度に大岱小学校特別支援学級（青葉学級）を開設するために、教室の補修や施設整

備を行うとともに、特別支援教室開設予定校 3校にて、空調や教室の改修工事などを行いました。 

◇特別支援教育運営委員会において、平成２６年度までに開発してきた特別な教育的ニーズのある

児童・生徒への有効な教材・教具、指導内容について、平成２７、２８年度にリーフレットにまとめ、

市内どの学校でも活用することができるよう、全市立小・中学校へ配布し、周知を図ることができました。 

◆障害者差別解消法が施行されたことによる、合理的配慮を考えた施設整備について、引き続き個々

に応じた整備が必要です。 

◆市立小・中学校に在籍する肢体不自由児童・生徒に対しての校内での支援について、より利用しや

すい制度の構築が必要です。 

◆児童・生徒の特別な教育的ニーズの変化に伴い、児童・生徒への指導や支援を柔軟に変えていくこと

が求められるため、個に応じた教材・教具の開発、活用、充実が必要です。また、市内学校へのタブレ

ット型端末等の計画的な導入について検討することが必要です。 

◆将来の社会的な自立を踏まえ、一人通学を引き続き推奨する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     市立小学校校舎 



9 

 

 

 

 

第二部 

第四次実施計画の具体的な展開 
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第１章 相談支援体制の充実に向けて 

第１章 相談支援体制の充実に向けて 

 

施策１ 子ども相談室やその他相談機関の機能・連携の充実 

【現状と課題】 

平成 28 年度より、0～18 歳の乳幼児・児童・生徒と保護者を対象に、切れ目のない一貫した相

談・支援を提供する子ども相談室を開設し、臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士などの資格を有す

る子ども相談員が乳幼児・児童・生徒・保護者・幼稚園・保育所等・学校の先生などからの相談をお受

けしています。このことにより、子ども相談室の子ども相談員が、早期発見、早期支援の観点から、就学

前の乳幼児の育ちや特徴等を把握し、小学校への「つなぎ」を幼稚園・保育所等とともに行い、就学後

も引き続き相談に応じることができるようになりました。また、就学後の指導や支援については、市立小・

中学校、また各校に配置されているスクールカウンセラーとの連携を十分に図り、教育相談のセンター的

機能としての役割を果たすとともに、小学校から中学校への移行に関しても、児童の状況に応じた支援

を継続的に行うなど、支援を切れ目なく行う体制としました。 

 これらの、0～18 歳まで相談を担う子ども相談室のセンター的機能の充実のために、乳幼児・児童・生

徒の相談を担う子ども相談員の一層の専門性と資質の向上、様々な関係機関との更なる連携が必要

となります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

子ども相談室では、子ども相談員の専門性の向上と関係機関との更なる連携の強化に努めてまいり

ます。 

乳幼児期から青年期に至る乳幼児・児童・生徒の心理・発達面の特徴等を十分に把握したうえで、

保護者の不安や疑問、心配ごと等に寄り添うことができるよう子ども相談員の専門性の向上を図り、より

良い相談・支援を行います。 

また、早期発見・早期支援の観点から、幼稚園、保育所等、学校、医療機関等様々な関係機関を

はじめ、子ども家庭支援センター、母子保健担当所管、障害支援課、指導室、スクールソーシャルワーカ

ー等福祉・教育の双方の視点から様々な関係機関との更なる連携を進め、特別な教育的ニーズのある

乳幼児・児童・生徒と保護者を必要な指導や支援に結びつける視点をもって相談を行います。 

これらの取り組みにより、乳幼児期の発達上の心配に関する相談、近年増加している学齢期の発達

障害や不登校に関する相談、青年期前期における進路に関する相談等、その年代ごとの関係機関との

連携を深めます。 

また、子ども相談室に配置された言語聴覚士・作業療法士により、専門性の高い相談を実施すること

のできる相談室としての機能を高めます。 

① 幼稚園・保育所等、小・中学校・医療機関等様々な関係機関と連携し、幅広い事例に対応でき

る相談機能の充実を図ります。 
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② 子ども相談室利用者に対しアンケートを実施し、より良い子ども相談室の運営について検証を行いま

す。 

③ 言語聴覚士・作業療法士による専門性の高い相談の実施に併せて、子ども相談員の専門性の向

上のため、OJT、専門研修の充実を図り、子ども相談員の資質向上に努めます。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

関係機関と連携した相談機能の充実 

 

検討 実施   

子ども相談室利用者のアンケートの実施 

 

実施    

子ども相談員の資質向上 

 

実施    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         子ども相談室の様子 
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第１章 相談支援体制の充実に向けて 

施策２ 就学相談制度の充実 

【現状と課題】 

 平成 24 年 7 月中央教育審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルー

シブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」を踏まえ、平成 25 年 9 月に一部改正された学

校教育法施行令では、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心

理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する

こととされており、教育委員会は、本人や保護者に対し十分に情報提供をするとともに、本人・保護者の

意見を最大限尊重し、教育的ニーズや必要な指導や支援について合意形成を行うことを原則とし就学

先を決定していくこととされています。 

 本市においては、特別支援学級、特別支援学校の紹介を行う就学相談ガイダンスを実施するなど、

就学前の保護者への情報提供について充実を図り、円滑な就学相談となるよう取り組んできました。 

 今後は、子ども相談室の開設に伴い、就学相談と子ども相談の連携を図り、それぞれの機能を活かし

円滑な就学先決定へのサポートを行う必要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 就学相談は障害等の理由により、就学後に指導や支援の必要な児童について、専門家の意見を参

考にしながら保護者の方と就学先や個に応じた指導や支援について考えていくものです。 

 医学、教育学、心理学の専門的見地からの意見を十分に活用し、保護者との連携を図れるよう実施

方法や内容の充実を図るとともに、児童・生徒一人一人にとってより良い就学先の決定や就学相談とな

るよう、本市における就学相談の実施方法、就学相談ガイダンスの内容を検討します。 

また、子ども相談室における 0 歳からの相談機能を活用し、乳幼児期を含め早期から保護者の方へ

情報提供を行います。 

① 児童の日常の様子を把握し、より良い実施方法となるよう、就学相談の実施方法を検討するととも

に、保護者にとって分かりやすい就学相談ガイダンスとなるよう内容の検討をします。 

② 就学相談担当者の資質向上のため研修を実施し、児童の就学後の支援に繋がる的確な就学相

談を実施します。 

③ 子ども相談室の機能を活用し、幼稚園・保育所等や保護者に対して就学相談に関する分かりやす

い情報提供を行い、円滑な就学相談の実施につなげます。 
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 【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

就学相談の実施方法、就学相談ガイダンス

の内容の検討 

検討  実施  

就学相談担当者研修の実施 

 

実施    

子ども相談室機能を活用した就学前保護者

及び関係機関への分かりやすい情報提供 

実施    

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学級の授業で制作した作品 
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第１章 相談支援体制の充実に向けて 

施策３ 転学相談・入級相談制度の充実 

【現状と課題】 

 改正学校教育法施行令では、就学先等の見直しについて、就学時に決定した「学びの場」は、固定

したものではなく、それぞれの児童・生徒の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら、柔軟に転学でき

ることを共通理解とすることが適当であることとされています。 

本市においては、これまでも入学後の児童・生徒の状況により、随時相談を受け付け、スムーズな転

学や入級につながるよう本人や保護者へのサポートに努めてきました。 

 全市立小学校に開設された特別支援教室の入級相談については、各学校において行われています。

保護者に指導内容や入級方法等を理解していただき、円滑な入級相談につながるよう情報提供を行っ

ていく必要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 特別な教育的ニーズのある児童・生徒等の就学先の決定にあたっては、固定したものではなく、児童・

生徒一人一人の特別な教育的ニーズ、発達の程度、適応の状況等により柔軟に対応することができる

システムであることを本人・保護者に丁寧に周知し、分かりやすい転学相談・入級相談を実施します。 

① 転学相談は、児童・生徒本人によりよい学習環境を提供するため、発達の程度、適応の状況等に

対応する柔軟なシステムであることを幅広く周知するとともに、より良い指導につなげるために、見学

や体験等を通じて保護者への情報提供や説明を行います。 

② 増加傾向にある特別支援教室への入級相談については、適切な指導につなげるために、入級・退

級に関する情報提供を保護者や学校に適切に行います。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

柔軟な転学相談の実施 

 

実施    

小学校特別支援教室利用に関する情報提

供 

実施    
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第１章 相談支援体制の充実に向けて 

施策４ 広報活動の充実 

【現状と課題】 

 平成 26年度から実施している特別支援教育に関する市民講演会や、大岱小学校特別支援学級、

特別支援教室の開設に関する市ホームページ・きょういく東村山・リーフレット・各学校での学校だよりや

保護者会における周知等の広報活動を行い、特別支援教育の理解啓発に努めてきました。 

 全市立小学校に特別支援教室が開設されたことにより、今後各学校での理解啓発を進めるため、特

別支援教育について適時・適切な広報活動を実施していく必要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 すべての子供たちが豊かに暮らすことのできる共生社会の実現に向けては、保護者や周囲の人々の理

解が重要です。 

 特別支援教育を推進するにあたっては、講演会の開催やリーフレットの配布など理解が広まるよう広報

活動を実施するとともに、教育委員会、幼稚園・保育所等、全市立小・中学校、子ども相談室などの

機関が的確な情報を保護者に対して提供できるよう取り組みます。 

① 教育委員会において、啓発リーフレットを作成するとともに、分かりやすいホームページを作成し、特

別支援教育に関する理解啓発を進めます。 

② 東村山市特別支援教育専門家チーム委員の派遣など、全市立小・中学校への啓発活動の支援

を行います。これらを参考に、学校においても各校の実態に合わせた理解啓発の実践的な取り組み

を進めます。 

③ 子ども相談室において相談者へ適切な情報提供を行います。 

④ 特別支援教育の制度や障害等に対する理解のための講演会を実施します。 

 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

特別支援教育リーフレットの作成・充実、分

かりやすいホームページの作成 

検討 実施   

啓発活動への支援及び各学校での実践的

な取り組み 

検討 実施   

子ども相談室における適切な情報提供 

 

実施    

特別支援教育に関する講演会等の実施 

 

実施    
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第 2章 幼稚園・保育所等と小学校との連携及び小・中学校の連携の充実に向けて 

第 2 章 幼稚園・保育所等と小学校との連携及び小・中学校の連携の充実

に向けて 

 

施策１ 幼稚園・保育所等への支援体制の充実 

【現状と課題】 

 特別な教育的ニーズのある幼児・児童等の育ちや指導内容について、保護者や関係機関から提出さ

れる就学支援シートをもとに、小学校において個別の教育支援計画や個別指導計画を作成し、校内に

おける指導や支援を進めてきました。早期発見、早期支援の観点から、特別な教育的ニーズのある乳

幼児・児童の適切な指導や支援を進めていくために、幼稚園・保育所等、小学校において共通の認識

に立った連携を図っていくことが必要です。そのため、子ども相談室が実施する訪問相談を充実させる必

要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 幼稚園・保育所等においては乳幼児の特別な教育的ニーズを早期に発見し、小学校就学を見据え

た具体的な指導や支援を進めていくことが重要です。 

 子ども相談室相談員の専門的な視点から、乳幼児の特別な教育的ニーズに気づき、適切な指導や

支援が行えるように幼稚園・保育所等への相談・支援機能の充実を図ります。 

① 幼稚園・保育所等へ子ども相談室相談員による訪問相談を実施します。 

② 子ども相談室を利用している方について、小学校就学時の移行支援体制を確立します。 

③ 医療・福祉等関係機関と連携し、特別な教育的ニーズのある乳幼児への早期支援につながるよう、

幼稚園・保育所等への研修を実施します。 

 

【第四次実施計画における施策内容】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

訪問相談の実施 

 

実施    

小学校就学時の移行支援体制の確立 

 

検討 実施   

関係機関と連携した研修の実施 

 

実施    
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第 2章 幼稚園・保育所等と小学校との連携及び小・中学校の連携の充実に向けて 

施策２ 就学支援シート、就学時健康診断の活用 

【現状と課題】 

 就学支援シートの活用について、就学時健康診断の会場において受診者全員への配布や、就学支

援シート説明会を保護者向け、就学前機関向けに実施し、幅広い周知を進めてきました。 

 小学校では、提出された就学支援シートを基に、校内での相談活動、指導や支援を検討する等活用

を進めています。その活用方法については、各校での差が生じることのないよう、指導や支援を進める必

要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 保護者と就学前機関が共に作成する就学支援シートから分かる幼児の様子や具体的な支援内容、

就学時健康診断の入学準備検査から分かる幼児の様子など、就学予定の幼児の特別な教育的ニー

ズを早期に把握することは円滑な就学を迎えるために必要です。入学後の指導や支援につなげていくも

のであることを丁寧に周知することで、就学支援シートの活用につなげます。 

 豊かで楽しい小学校生活を迎えることができるよう就学支援シートの配布や引継の方法、記載内容等

の検討及び就学時健康診断の入学準備検査の充実を図ります。 

① 就学支援シートの配布や引継の方法、記載内容を検討します。 

② 就学支援シート説明会を実施し、入学後に指導や支援の活用につなげていくものであることや、学

校での活用につながるよう記載方法などについて周知を図ります。 

③ 小学校における就学支援シートの活用状況を検証し、各校での統一的な活用を図り、児童の円

滑な学校生活につなげます。 

④ 就学時健康診断入学準備検査結果により、就学後に様々な場面で特別な教育的ニーズが想定

される児童について、保護者や学校、子ども相談室等と連携を図り就学後の支援につなげます。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

就学支援シートの配布や引継の方法、記載

内容等の検討 

検討  実施  

保護者、関係機関向け就学支援シート説明

会の実施 

実施    

小学校における就学支援シートの統一的な

活用 

検討 実施   

就学時健康診断入学準備検査結果に基づ

く相談体制の充実 

実施    
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第 2章 幼稚園・保育所等と小学校との連携及び小・中学校の連携の充実に向けて 

施策３ 保幼小・小中連携システムの推進 

【現状と課題】 

 就学や進学という生活の変化に対応し、実り多い学習や生活を送ることができるよう、児童・生徒の就

学、進学時における円滑な接続にあたっては、幼稚園・保育所等と小学校、小学校と中学校が相互に

教育内容を理解するなど、連携を図っていくことが大切です。 

 市内の幼稚園・保育所、小学校、教育委員会で構成する東村山市保・幼・小連絡会を平成 28 年

度に立ち上げ、切れ目のない支援のために相互理解を進めてきました。 

 幼稚園・保育所等から小学校、小学校から中学校など就学・進学時については、幼稚園・保育所等

と小学校、小学校と中学校、及び関係機関との十分な情報共有を行う体制の整備が必要です。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 幼稚園・保育所等から小学校、小学校から中学校へ就学・進学時に、切れ目なく指導や支援を行う

ために、就学支援シートや指導要録や保育要録などの引継ぎだけでなく、引継ぎをより有効なものとする

ための連携のあり方について充実を図ります。 

 また、就学時の引継ぎのみならず、就学後の児童・生徒が関わる児童クラブや放課後デイサービス等

様々な機関との情報の共有に留意した取り組みを推進します。 

① 東村山市保・幼・小連絡会の機能を活かし、就学時の円滑な引継ぎや就学後の情報の共有を図

ります。 

② 小学校と中学校の連携のあり方について、特別支援教育運営委員会等を活用し、特別支援教育

コーディネーター同士の情報交換を行い、小学校における配慮事項などを、中学校進学後の指導

や支援につなげます。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

保・幼・小連絡会を活用した幼稚園・保育所

等と小学校の連携 

検討 実施   

特別支援教育運営委員会等を活用した小

学校と中学校の連携 

実施    
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第 3章 小・中学校の指導や支援体制の充実に向けて 

第 3章 小・中学校の指導や支援体制の充実に向けて 

施策１ 特別支援教育運営委員会・特別支援教育専門家チーム・教員サポーター制度

の充実 

【現状と課題】 

 特別支援教育運営委員会の開催、特別支援教育専門家チーム、教員サポーターの派遣等を通じて、

特別な教育的ニーズのある児童・生徒への教育環境の向上を図ってきました。 

 特別支援教育運営委員会において、特別支援教育部会では特別支援教育コーディネーターの資質

向上のため、情報交換や研修を実施するなど、特別支援教育コーディネーターの役割や校内委員会の

機能、合理的配慮や障害者差別解消法等についての理解を深めてきました。また、啓発部会では、特

別支援学級未設置校を対象として平成２６年度まで実施した理解啓発授業をまとめ、市内教員にリ

ーフレット「困り感のある児童・生徒の支援の方法」を配布し、全教員への理解啓発を図りました。 

 特別支援教育専門家チームの派遣においても、特別な教育的ニーズのある児童・生徒の実態把握や

指導や支援の助言に加え、各校で特別支援教育に関する研修・講演を、教員、児童・生徒、保護者

などに対して行い、指導の実践及び理解啓発につなげてきました。限られた派遣回数の中で、有効的に

活用するため、巡回指導の対象となる児童・生徒の状況を適確に把握し、効果的な巡回相談の実施

方法について検討が必要です。 

 教員サポーターは特別な教育的ニーズのある児童・生徒への支援のため、平成２７年度より全市立

小・中学校に１名ずつ配置され、学級担任等を補助してきました。特別な教育的ニーズのある児童・生

徒の状況は年々多様化しているため、教員サポーターの資質・能力を向上させていく研修の充実が求め

られています。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 多様化する特別な教育的ニーズのある児童・生徒への教育環境の向上を図るために、特別支援教育

運営委員会、特別支援教育専門家チーム、教員サポーターの各制度の充実を図ります。 

（特別支援教育運営委員会） 

「特別支援教育部会」「啓発部会」「特別支援学級担任会」の三部会で構成され、年間１０回程度

の会議を開催しています。 

① 「特別支援教育部会」 

  市立小・中学校の特別支援教育コーディネーターで構成されています。 

  ○各校で実践している特別支援教育専門家チームによる助言や校内委員会での検討の結果、特 

  別な教育的ニーズのある児童・生徒への指導や支援の方法、教室環境の整備、個別指導計画等 

  の記入方法などの校内支援体制、合理的配慮について、市立小・中学校で正しい理解の促進や情 

  報の共有を図ることができるように特別支援教育コーディネーターの研修、小学校と中学校の連携の 

  場、情報交換の場としての活用を進めます。 
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② 「啓発部会」 

  特別支援学級設置校の教員で構成されています。 

  ○特別支援学級設置校教員の専門性を活かし、全市立小・中学校の教員や関係機関に向けて、 

  教育的ニーズに応じた指導や支援に関する具体的な情報の提供を行います。 

③ 「特別支援学級担任会」 

  特別支援学級（固定学級・通級指導学級・特別支援教室）の担任の教員で構成されています。 

  ○児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援に向け、特別支援学級担任の資質向 

  上・理解啓発の充実を図ります。特別支援教室が全市立小学校に導入されることから、特別支援 

  学級担任会のあり方について検討します。 

（特別支援教育専門家チーム） 

医療、心理、言語、教育など様々な分野の専門家により構成されています。全市立小・中学校への 

巡回相談においては、校内研修や特別な教育的ニーズのある児童・生徒への具体的な指導や支援 

方法の助言だけでなく、保護者との面談などで活用が図られています。巡回相談の充実を図るとともに、 

様々な場面での特別支援教育専門家チームの活用を継続していきます。 

④ 専門家チーム委員による市立小・中学校への巡回相談において、巡回相談を受ける学校が年間 

  計画を立て、適切な資料を作成することで効果的な巡回相談を実施します。 

（教員サポーター） 

教員免許取得者が派遣されており、教育委員会において研修を実施しておりますが、特別な教育的 

ニーズのある児童・生徒の増加や多様化に対応するため、教員サポーターの資質の向上を図ります。

⑤ 対象となる児童・生徒の増加やニーズの多様化のため、研修、事例検討、情報交換を実施するな  

ど、教員サポーターの資質の向上を図り、合理的配慮に応じた支援に対応します。また、教員サポータ 

ーを校内委員会に出席させるなど有効活用を進めます。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

≪特別支援教育部会≫校内支援体制、合

理的配慮についての研修・情報交換による特

別支援教育コーディネーターの資質向上 

実施    

≪啓発部会≫教員に向けた指導や支援に関

する情報提供 

実施    

≪特別支援学級担任会≫特別支援学級担

任の資質向上・理解啓発の実施 

実施    

特別支援教育専門家チームの効果的な巡

回相談の実施 

実施    

教員サポーターの資質向上及び有効活用 

 

実施    
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第 3章 小・中学校の指導や支援体制の充実に向けて 

施策２ 校内委員会の充実 

【現状と課題】 

 校内委員会では、これまで児童・生徒に対する指導や支援体制、特別支援教育についての理解啓

発、校内ユニバーサルデザインの検討を行い、これらの実践を積み重ねてきました。 

 特別支援教室を平成２９年度に全市立小学校へ開設し、その後中学校への開設の検討が進んで

いきます。特別支援教室への入級については各校の校内委員会がその必要性について判断する役割を

担うことから、児童・生徒の実態把握や指導や支援内容の検討など、校内委員会が有効に機能するこ

とが重要です。児童・生徒に対して学校組織として取り組む指導や支援体制の充実が必要です。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

  特別支援教育専門家チームを活用し、これまで継続してきた児童・生徒の指導体制の検討や理解

啓発、校内研修について、その機能の充実を図ります。 

また、全市立小・中学校において、校内委員会の機能を充実させるため、これまでの役割や機能に加

え、特別支援教室の導入を踏まえた特別な指導や支援を必要とする児童・生徒の支援体制の充実を

図ります。 

① 特別支援教育専門家チームの巡回相談を活用し、指導や支援に対する助言や校内研修など組

織的な指導や支援体制の充実を図ります。 

② 特別支援教室の導入を踏まえ、特別な指導や支援を必要とする児童・生徒の支援体制の充実を

図ります。 

③ 在籍する学校において、児童・生徒の適切な実態把握を行うことができるよう、アセスメント能力の

向上を図ります。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

専門家を活用した指導体制の検討、校内研

修の充実 

実施    

特別支援教室の導入を踏まえた特別な指導

や支援を必要とする児童・生徒の支援体制

の充実 

実施    

在籍校におけるアセスメント能力の向上 

 

実施    
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第 3章 小・中学校の指導や支援体制の充実に向けて 

施策３ 個別の教育支援計画・個別指導計画の作成 

【現状と課題】 

特別な教育的ニーズのある児童・生徒に対して、本人や保護者の希望も踏まえて、一貫性のある支

援を行うため、支援目標の具体化を図るために作成される個別の教育支援計画・個別指導計画につい

ては、東村山市の共通様式の利用に加えて、各校での独自の様式を作成するなど、積極的な活用が

進んでいます。今後は進級、進学の機会等により、児童・生徒への適切な指導や支援が途切れてしまう

ことがないよう、学校内及び学校間での確実な引継ぎを行うことや、子ども相談室やスクールカウンセラー

などと連携して活用していくことが必要です。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 個別の教育支援計画・個別指導計画は児童・生徒一人一人の教育的ニーズを的確に把握し将来

像を示すなど、目標と指導内容を具体的に示すもので、保護者や本人の意向を踏まえ作成していきます。 

 作成した個別の教育支援計画・個別指導計画は評価や進級、進学に際して連携の基盤として活用

し、個別の教育支援計画に合理的配慮の内容を明記して引き継いでいくことが重要です。  

① 個別の教育支援計画・個別指導計画を積極的に作成するよう市教育委員会から学校や保護者

に周知します。作成にあたっては本人、保護者、学校、専門家の意見を参考にし、就学支援シー

ト、就学支援ファイルとの整合性を図り、本人や保護者へ継続的な支援を行い、進級や進学の際

の継続的な支援のための連携ツールとして有効活用します。 

② 個別の教育支援計画・個別指導計画の様式を検討します。 

 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

個別の教育支援計画・個別指導計画の周

知及び有効活用 

実施    

個別の教育支援計画・個別指導計画の様

式の検討 

  検討 実施 
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第 3章 小・中学校の指導や支援体制の充実に向けて 

施策４ 教職員・特別支援教育コーディネーターの資質の向上 

【現状と課題】 

 教員・特別支援教育コーディネーターの資質向上のため、市及び東京都が実施する教員研修や特別

支援教育専門家チームによる巡回相談、特別支援教育運営委員会における研修等を通じ、特別支

援教育コーディネーターの役割や校内委員会の機能の充実、合理的配慮や障害者差別解消法等につ

いての理解を深めてきました。 

 特別な教育的ニーズのある児童・生徒への指導や支援を継続していく上で、校内の引継ぎ体制が課

題となっています。特別支援教育コーディネーターの交代等があった場合でも、特別支援教育コーディネ

ーターの資質が担保され、校内委員会を充実させていくことができるよう、臨時的任用教員を含めた全教

職員の資質・能力を向上させていく研修の実施や、複数の特別支援教育コーディネーターを指名するな

ど、各校の実情に合わせて特別支援教育コーディネーターの役割を充実させることが必要です。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 特別な教育的ニーズのある児童・生徒への指導や支援を実践するために、インクルーシブ教育システム

や合理的配慮の実践について理解を深めることや、特別支援教育に関わる制度の活用など、教員一人

一人の資質向上につなげるため、経験や職層に合わせて研修を実施します。 

 また、特別支援教育コーディネーターは、他機関との連携窓口になるとともに研修などで得た特別支援

教育に関する知識を校内に周知し充実させる役割があります。校内体制が特別支援教育コーディネー

ターの交代等により途切れることがないよう、特別支援教育コーディネーターの複数の指名や継続的な人

材育成を進めます。 

① 臨時的任用教員を含めた全教職員を対象に東村山市特別支援教育推進計画第四次実施計 

   画について周知を図ります。 

② 特別支援教育の推進、授業や教室環境の改善、校内体制のあり方等、特別な教育的ニーズのあ  

    る児童・生徒への指導や支援についての研修を実施します。 

③ 特別支援教育コーディネーターの複数指名の推進及び人材育成を進めます。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

全教職員対象に東村山市特別支援教育推

進計画第四次実施計画について周知 

実施    

特別な教育的ニーズのある児童・生徒への具

体的な指導や支援に対する研修の実施 

実施    

特別支援教育コーディネーターの複数指名

及び人材育成 

実施    
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第 3章 小・中学校の指導や支援体制の充実に向けて 

施策５ 副籍制度の充実 

【現状と課題】 

 平成２７年度より都立特別支援学校に入学する全ての児童・生徒が原則居住する地域に副籍をも

つことになりました。副籍制度の変更に伴い、通常の学級で交流を希望する児童・生徒は平成２６年

度の３３名から平成２８年度には５３名に増加し、今後も増加することが予想されます。 

 特別支援教育運営委員会での交流活動の事例報告の実施、教員向け研修の実施など、副籍制度

の理解・周知を進め、都立特別支援学校と連携を図り、副籍児童・生徒の障害の状況に応じた行事

や授業への参加を推進してきました。 

 副籍制度の目指すものは、障害のある人と障害のない人とが交流を通じて相互理解を図り、互いに支

え合いながら共に暮らす「共生地域」の実現です。今後は交流を行う地域指定校の児童・生徒やその保

護者への制度理解や肢体不自由児に対する環境整備を図ることが重要となります。 

 また、本市の特別支援学級（固定学級）に在籍する児童・生徒については副籍制度に準じ、積極

的に交流及び共同学習を実施するなど地域との交流を深めていく制度の充実が必要です。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 交流活動を通じて共生地域の担い手の育成を進めていくために、子供同士のふれあいを大切にした交

流活動の充実を図っていきます。 

 地域指定校の児童・生徒が副籍児童・生徒との関わり方を理解するためには、教員が副籍制度の趣

旨を正しく理解することが重要です。地域指定校の児童・生徒へ都立特別支援学校の出前授業を活

用するなど理解啓発を図るとともに、地域指定校の児童・生徒の保護者へも副籍制度の趣旨について

理解啓発を図ります。 

 間接交流においても、各地域指定校での事例を教員に周知し、子供同士がふれあえる交流活動を実

施します。 

 子供同士が直接ふれあえる交流を副籍児童・生徒の状況に応じて無理なく実施できるように、個に応

じた地域指定校の環境整備を行います。 

 特別支援学級（固定学級）に在籍する児童・生徒についても副籍制度と同様に地域指定校におけ

る制度理解、施設状況を充実し、地域交流の充実を図ります。 

① 地域指定校の児童・生徒・保護者への理解啓発に向け、特別支援学校教員による出前授業の

実施や、子供同士がふれあえる間接交流の事例などの周知を行います。 

② 副籍児童・生徒一人一人に応じた地域指定校の必要な環境の整備を行います。 

③ 特別支援学級（固定学級）に在籍する児童・生徒の地域交流の充実を図ります。 
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【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域指定校の教員への制度・交流事例の周

知 

実施    

副籍児童・生徒に応じた地域指定校の環境

整備 

実施    

特別支援学級在籍児童・生徒の地域交流

の充実 

実施    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       特別支援学級の教室 
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第 4章 特別支援学級の充実に向けて 

第 4章 特別支援学級の充実に向けて 

施策１ 特別支援学級の教員の資質の向上 

【現状と課題】 

 児童数、学級数の増加に伴い、平成２８年度に大岱小学校に新たに特別支援学級（固定学級）

を開設しました。また平成２８年度には富士見小学校・八坂小学校・南台小学校の３校で特別支援

教室を先行導入し、平成２９年度には市内全小学校に開設されます。 

これらの変化に伴い、特別支援学級の教員の資質の向上がより一層求められており、指導に当たって

は、児童・生徒が、そのもてる力を最大限に伸ばすことができるよう、児童・生徒一人一人の教育的ニー

ズに応じた指導や支援を進める必要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 教員が専門性の向上に努められるよう都立特別支援学校や専門機関と連携し、研修機会を確保し

ます。児童・生徒が、そのもてる力を最大限に伸ばすことができるよう、各学校間で交流学習や共同学

習の指導法について共有を図ります。また、全市内小学校での特別支援教室開設に伴い、市内各小

学校に巡回する特別支援教室の教員の専門性を通常の学級の教員へ発信するために、特別支援学

級担任会において発信する内容や方法を検討します。 

① 特別支援学級担任会の研修など様々な機会を捉え、市教育委員会からの情報提供を含め、教

員の資質向上を図ります。 

② 共生社会の実現に向けて、特色のある交流及び共同学習の実践についての情報共有を図ります。 

③ 特別支援学級担任会において、特別支援教室巡回指導教員と通常学級担任との連携や、特別

支援学級教員の有する専門性の発信方法について研究し、各校に周知していきます。 

 

  

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

特別支援学級教員を対象とした研修会の充

実 

実施    

交流及び共同学習等の事例検討 検討  実施  

特別支援学級教員の有する専門性の発信 実施    
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第 4章 特別支援学級の充実に向けて 

施策２ 都立特別支援学校との連携 

【現状と課題】 

特別支援教育専門家チームの巡回相談や就学支援委員会において、都立特別支援学校の特別

支援教育コーディネーターからの専門的な知見からの助言をいただき、本市の特別支援教育の充実につ

なげています。 

近年では、児童・生徒の教育的ニーズの多様化、重複した障害のある児童・生徒もみられることから、

適切な指導や支援を実施するため、高い専門性を有する都立特別支援学校との連携は重要です。 

 今後も都立特別支援学校の専門的な知見に基づき、更なる指導や支援の充実を目的に、より一層

の連携を図っていく必要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 都立特別支援学校（都立清瀬・小平・村山特別支援学校等）との連携を図り、特別な教育的ニ

ーズのある児童・生徒への指導及び支援の更なる充実につなげていきます。 

① 特別支援教育専門家チーム巡回相談において、都立特別支援学校の特別支援教育コーディネー

ターより、特別な教育的ニーズのある児童・生徒への指導方法等の助言を受け、教員の資質向上

を図ります。 

② 三市合同研修会や学校公開、三市連絡会等の実施など、都立特別支援学校との連携を積極的

に行い、教員の専門性の向上を図ります。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

都立特別支援学校特別支援教育コーディネ

ーターによる巡回相談の活用 

実施    

都立特別支援学校との情報交換や研修会

の実施 

実施    
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第 4章 特別支援学級の充実に向けて 

施策３ 特別支援教室の開設 

【現状と課題】 

東京都教育委員会が実施した調査では、通常の学級に在籍する発達障害と考えられる児童・生徒

の在籍率は小学校６．１％（平成 26 年度調査）、中学校５．０％（平成 27 年度調査）とい

う結果が出ています。児童が抱える困難さを改善し、一人でも多くの児童への指導の実施のために、平

成 27年 3月に示された東京都教育委員会のガイドラインに基づき、平成 29年度には全市立小学校

で特別支援教室を開設します。 

特別支援教室の導入により、これまでの通級指導学級による指導を全市立小学校で実施し、在籍

学級での学習や生活に円滑に参加できるよう個別指導や小集団指導を実施します。  

また、特別な指導を行う教員が各校に巡回し、特別支援教室専門員が配置されることにより、在籍

する学級の担任との連携が緊密になり、在籍する学級での指導内容の充実につなげていきます。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 東京都教育委員会におけるモデル事業の成果や、小学校で特別支援教室を開設してきた成果を踏

まえ、中学校における特別支援教室の開設に向けた検討を進めます。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

小学校における特別支援教室の開設 

 

実施    

中学校における特別支援教室の開設 

 

検討  実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   特別支援教室 
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第 4章 特別支援学級の充実に向けて 

施策４ 自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）開設の検討 

【現状と課題】 

 特別支援教室及び通級指導学級では、小学校の通常の学級に在籍している発達障害等の児童・

生徒に対して、一部特別な指導を実施しています。通常の学級で指導を受けることが困難で、特別支

援教室及び通級指導学級における一部特別な指導では、改善及び克服が困難と思われる児童・生徒

に対しては、自閉症・情緒障害等固定学級における指導が必要となる場合があり、開設に向けた検討

が求められています。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画では、自閉症・情緒障害特別支援学級（固定

学級）の計画的な配置を進めることで、通常の学級、特別支援教室、通級指導学級及び固定学級

の役割分担を明確にした「重層的な支援体制」を確立し、発達障害の程度等に応じた教育内容・方法

の充実を進める方向性を示しています。 

また、東京都発達障害教育推進計画においては、適切な指導を行うため、必要に応じて固定学級を

開設できるよう方策を検討することとされています。 

 これらの方向性から、本市においても児童・生徒の特別な教育的ニーズに応じた多様な教育の場を拡

充することで、対象児童・生徒のもてる力を最大限に伸ばすことができるよう自閉症・情緒障害特別支

援学級（固定学級）の新設について研究し、開設に向けた検討をすすめます。 

① 他市町村の自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）について研究し、対象となる児童・生

徒、指導内容、人員配置、施設等について調査、検討し、開設に向けた準備を行います。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

東京都内の自閉症・情緒障害特別支援学

級（固定学級）について研究・検討及び開

設に向けた準備 

調査 検討  開設に 

向けた 

準備 
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第 5章 教育環境の整備に向けて 

第 5章 教育環境の整備に向けて 

施策１ 施設・設備・環境の整備 

【現状と課題】 

 肢体不自由等、個別な配慮が必要な児童・生徒に対しては、階段への手すりの設置、トイレの改修、

スロープの設置等、個々の状況に応じた施設・設備の改修を順次進めてきました。 

 また、誰もが学習に取り組みやすい教室環境の整備を目的とし、ユニバーサルデザインの考えに基づい

た学習環境の実現に向けて、各校において実践を進めています。 

 今後は、一人一人の特性に応じた指導が展開できるよう施設や設備、学習環境の整備・充実を図る

必要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 特別な教育的ニーズのある児童・生徒が可能な限り他の児童・生徒と平等に教育を受けられるよう、

基礎的な環境整備を進めるとともに、必要に応じて合理的配慮の観点から個に応じた校内の施設整備

を行うなど施設・設備面の整備を進めていきます。 

 ユニバーサルデザインの考えに基づき、全ての児童・生徒に効果的な教育的支援を行うなど、引き続き

各学校で教室環境の整備に取り組んでいきます。 

① 障害のある児童・生徒が在籍する学校において、施設上の課題について、本人・保護者と在籍校

の協議のうえ、障害の状況に応じた施設・設備の整備を必要に応じて行います。 

② 児童・生徒に対する学習環境の整備・充実を進め、ユニバーサルデザインの考えに基づいた学習

環境の実現につなげていきます。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

障害の状況に応じた施設・設備の整備 実施    

ユニバーサルデザインの実施 実施    
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第 5章 教育環境の整備に向けて 

施策２ 教材・教具の充実 

【現状と課題】 

 特別支援教育運営委員会において、平成２５年度、２６年度に研究してきた特別な教育的ニーズ

のある児童・生徒への有効な教材・教具及び指導内容について、平成２７、２８年度に、教員向けリ

ーフレット「困り感のある児童・生徒の支援の方法」にまとめ、全市立小・中学校へ配布して活用の推進

を図ってきました。 

 今後は児童・生徒の特別な教育的ニーズの多様化に伴って、児童・生徒への指導や支援を柔軟に行

うことが求められます。このことにより様々工夫された教材・教具の研究を進めていくことが必要です。 

 特別な教育的ニーズのある児童・生徒は、ＩＣＴ機器の活用により、苦手なことを補ったり、もっている

力を発揮しやすくなる場合があります。平成２８年度に全市立小学校にタブレット型端末が導入され、

英語の指導で活用してきました。今後も、様々な教材、教具の活用を図る必要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 特別な教育的ニーズのある児童・生徒に応じた教材・教具の活用事例を市内で共有し、各校での活

用の充実を図ります。 

読み書きに困難さがある児童・生徒に対しては、ノートの代わりにタブレット型端末等で文字打ちをす

る、手元で内容を確認できるよう黒板の板書をタブレット型端末で写真に撮る等、個に応じたＩＣＴ機

器の使用についても検討を進めていきます。 

① 様々工夫された教材・教具の活用事例を共有し、各校での活用を進めます。 

② 読みや書きに困難さがある児童・生徒に対して、必要に応じてＩＣＴ機器の活用を進めます。 

 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

様々工夫された教材・教具の活用事例の共

有 

実施    

読み書きに困難さがある児童・生徒へのＩＣ

Ｔ機器の活用 

実施    
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第 5章 教育環境の整備に向けて 

施策３ 一人通学の推進 

【現状と課題】 

 通学時に、特別支援学級（固定学級）に在籍する４年生までの児童を対象に、安全確保のため、

通常の通学区域より遠方の児童に対し特別支援学級児童送迎バスを運行しています。 

また、特別支援学級に在籍している児童・生徒が、通学に際し公共機関（路線バス・電車等）を利

用した場合には、就学援助費により通学費を補助しています。 

 今後も児童・生徒一人一人の将来の社会的な自立に向けて一人通学を進めることが必要です。その

ためにも、福祉と教育の連携や、通学区域の弾力的運用を継続する必要があります。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 児童の自立・発達を促すためにも、高学年の一人通学に向けて、中学年以降は安全に配慮し、学校

と連携しながら一人通学を順次進めていきます。 

① 一人通学の実現につなげるため、通学区域の弾力的運用を引き続き継続します。 

② 就学援助費により通学費を補助します。 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

通学区域の弾力的運用 実施    

通学費の補助 実施    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         スクールゾーン 
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第 5章 教育環境の整備に向けて 

施策４ 支援員配置制度の整備 

【現状と課題】 

現在、市立小・中学校の通常の学級に在籍し、身体的理由により学校等で生活的支援が必要な

児童・生徒について、自立及び保護者の負担軽減を目的に年間２０万円を限度とした東村山市立学

校支援員配置費用に関する補助金を支給しております。 

今後、保護者が主体となって支援員を配置する制度から、今後市が人材を配置する等利用しやすい

制度の構築が必要です。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

 「東村山市立学校支援員配置費用に関する補助金」については、より利用しやすい制度にむけて検

討します。 

① 東村山市立学校支援員配置費用の補助に関する規則（平成２２年教育委員会規則第３６

号）第１５条にある支援員について、制度の見直しを検討します。 

 

 

【第四次実施計画における施策】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 

利用しやすい制度の構築 検討  実施  
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第１章　相談支援体制の充実に向けて

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

検討 実施

実施

実施

検討 実施

実施

実施

実施

実施

検討 実施

検討 実施

実施

実施

第２章　幼稚園・保育所等と小学校との連携及び小・中学校の連携の充実に向けて

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

実施

検討 実施

実施

検討 実施

実施

検討 実施

実施

検討 実施

実施

施策２　就学支援シート、就

学時健康診断の活用

就学支援シートの配布や引継の方法、

記載内容等の検討

特別支援教育運営委員会等を活用し

た小学校と中学校の連携

小学校就学時の移行支援体制の確立

就学相談の実施方法、就学相談ガイダ

ンスの内容の検討

就学相談担当者研修の実施

子ども相談室機能を活用した就学前保

護者及び関係機関への分かりやすい情

報提供

実施事業・内容

施策１　幼稚園・保育所等

への支援体制の充実

関係機関と連携した研修の実施

保護者、関係機関向け就学支援シート

説明会の実施

小学校における就学支援シートの統一

的な活用

就学時健康診断入学準備検査結果に

基づく相談体制の充実

施策３　保幼小・小中連携

システムの推進

保・幼・小連絡会を活用した幼稚園・保

育所等と小学校の連携

施策４　広報活動の充実

特別支援教育リーフレットの作成・充実、

分かりやすいホームページの作成

東村山市特別支援教育推進計画第四次実施計画の実施事業・内容一覧

施策項目

施策項目 実施事業・内容

訪問相談の実施

関係機関と連携した相談機能の充実

子ども相談室利用者のアンケートの実施

啓発活動への支援及び各学校での実践

的な取り組み

子ども相談室における適切な情報提供

特別支援教育に関する講演会等の実施

施策１　子ども相談室やその

他相談機関の機能・連携の

充実

子ども相談員の資質向上

施策２　就学相談制度の充

実

施策３　転学相談・入級相

談制度の充実

柔軟な転学相談の実施

小学校特別支援教室利用に関する情

報提供



35 

 

 

 

第３章　小・中学校の指導や支援体制の充実に向けて

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

検討 実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

施策２　校内委員会の充実

在籍校におけるアセスメント能力の向上

施策５　副籍制度の充実

地域指定校の教員への制度・交流事例

の周知

副籍児童・生徒に応じた地域指定校の

環境整備

特別支援学級在籍児童・生徒の地域

交流の充実

個別の教育支援計画・個別指導計画の

様式の検討

施策１　特別支援教育運営

委員会・特別支援教育専門

家チーム・教員サポーター制

度の充実

教員サポーターの資質向上及び有効活

用

≪特別支援学級担任会≫特別支援学

級担任の資質向上・理解啓発の実施

特別支援教育専門家チームの効果的な

巡回相談の実施

施策項目 実施事業・内容

施策４　教職員・特別支援

教育コーディネーターの資質の

向上

≪特別支援教育部会≫校内支援体制、

合理的配慮についての研修・情報交換

による特別支援教育コーディネーターの資

質向上

≪啓発部会≫教員に向けた指導や支援

に関する情報提供

特別支援教室の導入を踏まえた特別な

指導や支援を必要とする児童・生徒の支

援体制の充実

施策３　個別の教育支援計

画・個別指導計画の作成

個別の教育支援計画・個別指導計画の

周知及び有効活用

全教職員対象に東村山市特別支援教

育推進計画第四次実施計画について

周知

特別な教育的ニーズのある児童・生徒へ

の具体的な指導や支援に対する研修の

実施

特別支援教育コーディネーターの複数指

名及び人材育成

専門家を活用した指導体制の検討、校

内研修の充実
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第４章　特別支援学級の充実に向けて

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

実施

検討 実施

実施

実施

実施

実施

検討 実施

調査 検討

開設に

向けた

準備

第５章　教育環境の整備に向けて

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

実施

実施

実施

実施

実施

実施

検討 実施

施策３　特別支援教室の開

設

中学校における特別支援教室の開設

実施事業・内容

施策１　特別支援学級の教

員の資質の向上

特別支援学級教員の有する専門性の

発信

施策４　支援員配置制度の

整備
利用しやすい制度の構築

施策２　教材・教具の充実

様々工夫された教材・教具の活用事例

の共有

読み書きに困難さがある児童・生徒への

ＩＣＴ機器の活用

通学区域の弾力的運用

施策３　一人通学の推進

通学費の補助

東京都内の自閉症・情緒障害特別支

援学級（固定学級）について研究・検

討及び開設に向けた準備

実施事業・内容

施策１　施設・設備・環境の

整備

障害の状況に応じた施設・設備の整備

都立特別支援学校との情報交換や研

修会の実施

ユニバーサルデザインの実施

施策２　都立特別支援学校

との連携

都立特別支援学校特別支援教育コー

ディネーターによる巡回相談の活用

小学校における特別支援教室の開設

施策項目

施策４　自閉症・情緒障害

特別支援学級（固定学

級）開設の検討

特別支援学級教員を対象とした研修会

の充実

交流及び共同学習等の事例検討

施策項目
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東村山市特別支援教育推進計画策定委員会委員名簿

（敬称略）

№ 所　　　属 氏　　名 備　　考

1 特別支援教育サポートセンター　つなぎ 宮本　紀夫 専門家チーム委員

2 秋津小学校長 矢部　崇

3 八坂小学校長 常岡　誠

4 東村山第二中学校長 松本　康夫

5 都立清瀬特別支援学校長 市川　裕二

6 まりあ幼稚園長 谷崎　新一郎

7 つばさ保育園長 徳木 眞美子

8 PTA連合協議会 神野 晃子

9 保護者 大澤　裕子

10 保護者 澤　文子

（市職員）

11 教育部長 曽我　伸清

12 教育部次長 肥沼　卓磨

13 教育部次長 青木　由美子

14 統括指導主事 小林　宏

15 庶務課長 清水　高志

16 子ども・教育支援課長 大西　弥生

17 障害支援課長 花田　一幸 健康福祉部

特別支援教育運営委員会副会長

東村山市教育委員会
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日時 議題

・計画策定の進め方

・第四次実施計画策定への流れ　国・東京都の動向等

・第三次実施計画の総括（進捗状況確認）及び評価

・第四次実施計画骨子の検討

・第四次実施計画骨子の検討

・第四次実施計画素案について

・パブリックコメントへの回答（案）

・第四次実施計画最終（案）

特別支援教育推進計画策定委員会

東村山市特別支援教育推進計画策定委員会実施状況

第１回 平成28年7月19日（火）

第5回 平成29年2月16日（木）

第4回 平成29年1月13日（金）

第2回 平成28年10月１4日（金）

第3回 平成28年11月18日（金）


