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１ 東村山市立小中学校の児童・生徒数の変遷（３月１日の時点）

小学校

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度
（2月1日現在）

固定学級児童数 49人 49人 51人 47人 57人

学級数 7学級 7学級 8学級 7学級 9学級

在籍率 0.62% 0.62% 0.66% 0.61% 0.75%

通級指導学級
児童数 34人 31人 33人 38人 51人

学級数 3学級 3学級 3学級 3学級 5学級

在籍率 0.43% 0.39% 0.42% 0.49% 0.67%

通級指導学級
児童数 16人

学級数 1学級

在籍率 0.21%

全児童数 7,874人 7,943人 7,784人 7,710人 7,571人

中学校

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度
（2月1日現在）

固定学級生徒数 49人 44人 38人 42人 46人

学級数 7学級 6学級 6学級 6学級 7学級

在籍率 1.36% 1.22% 1.05% 1.14% 1.25%

通級指導学級生徒数 21人 22人 17人 17人 26人

学級数 2学級 1学級 2学級 2学級 2学級

在籍率 0.58% 0.61% 0.47% 0.46% 0.70％

全生徒数 3,610人 3,613人 3,617人 3,693人 3,705人

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 小計 学級数
在籍者数

合計

2人 6人 4人 3人 2人 0人 17人 2学級

1人 2人 2人 4人 1人 1人 11人 2学級

4人 2人 1人 1人 2人 2人 12人 2学級

3人 2人 6人 1人 1人 4人 17人 3学級

1人 4人 6人 6人 6人 6人 29人 3学級

2人 5人 6人 4人 3人 2人 22人 2学級

10人 1人 3人 1人 1人 0人 16人 1学級 16人

11人 9人 4人 24人 4学級

4人 11人 7人 22人 3学級

6人 3人 5人 14人 1学級

4人 7人 2人 13人 1学級

東村山第三中学校 情緒

東村山第四中学校 情緒

久米川小学校      情緒

萩山小学校       　情緒

萩山小学校　　  　 言語

東村山第一中学校

東村山第二中学校

27人

51人

情
緒

言
語

57人

46人

２　平成25年2月１日現在　　特別支援学級在籍者数

学校名

化成小学校

秋津小学校

八坂小学校

東萩山小学校



22年度入学 23年度入学 24年度入学

6施設 33施設 29施設

153枚 229枚 228枚

４　就学相談実施状況

21年度入学 22年度入学 23年度入学 24年度入学

37件 35件 32件 36件

17件 14件 33件 26件

54件 ４９件 65件 62件

５　転学相談実施状況

２１年度 ２２年度 ２３年度
２４年度

（2月15日現在）

件数 12件 4件 10件 5件

特別支援学級へ　９件 特別支援学級へ　９件 特別支援学級へ　５件

特別支援学校へ　３件 特別支援学校へ　１件 特別支援学校へ　０件

件数 7件 7件 7件 4件

特別支援学級へ　６件 特別支援学級へ　６件 特別支援学級へ　４件 特別支援学級へ　１件

特別支援学校へ　１件 特別支援学校へ　１件 特別支援学校へ　３件 特別支援学校へ　３件

件数 19件 11件 17件 9件

特別支援学級へ　１５件 特別支援学級へ　１３件 特別支援学級へ　６件

特別支援学校へ　４件 特別支援学校へ　４件 特別支援学校へ　３件

６　教育相談室　相談実施状況

２１年度 ２２年度 ２３年度

２９６件 ２９３件 ３０７件

５７８件 ５５９件 ６０８件

４，０５９回 ３，８９３回 ３，９８５回

７　教育相談室　主訴別相談件数（平成２３年度）

順位 件数（％）

1 214件(35.2%)

2 133件(21.9%)

3 36件( 5.9%)

4 31件( 5.1%)

5 26件( 4.3%)

6 25件( 4.1%)

20年度入学

新小学生 24件

新中学生 24件

３　就学支援シート実施状況

21年度入学

施設数 3施設

枚数 89枚

特別支援学級へ　8件
特別支援学校へ　2件
通常の学級へ　１件特別支援学校へ　４件

特別支援学校へ　３件

中学生
7件

内訳
特別支援学級へ　６件

特別支援学校へ　１件

合　　計 48件

※25年度入学予定者（2月15日現在　小42件、中24件）

２０年度

小学生
9件

内訳
特別支援学級へ　６件 特別支援学級へ　２件

特別支援学校へ　１件
通常の学級へ　１件

２０年度

新規受付ケース ２８７件

総ケース ５５５件

合　計
16件

内訳
特別支援学級へ　１２件

就学相談

知的障害の疑い

養育

相談延べ回数 ４，０６２回

主訴

発達障害（学習障害、広汎性発達障害、注意欠陥/多動性障害）の疑い

不登校とその傾向

検査依頼



８　東村山市特別支援教育運営委員会　組織構成

特別支援教育コーディネーター

９　東村山市特別支援教育運営委員会　理解啓発授業の変遷

年度

部会名 委員構成 活動内容

啓発部会

特別支援学級設置校学校長
理解啓発授業の実施

啓発活動の研究、実施
特別支援学級設置校教員

特別支援教育部会

特別支援学級設置校学校長 特別支援教育コーディネーター研修

情報の交換、情報の共有

協議、検討

17
久米川東小 東村山第二中学校や心身障害学級の理解を通して、中学校生活への見通しと交流

の心構えをもつ６学年

18
南台小

心身障害学級を学ぶ
６学年

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）担任教諭

事業の実施（合同作品展など）

情報の交換、情報の共有

教材等の研究

会場校 授業主題・ねらい

21
富士見小

目に見えない障害について（他者を理解する、思いやる、支援する）
６学年

22
大岱小

目に見えない困り感と、その支援に対する理解を深める
６学年

19
青葉小

他人を思いやる、支援する、理解するってどういうこと？
６学年

20
北山小 目に見えない障害について（他者を理解する、思いやる、支援をするってどういうこ

と？）６学年

※平成２３年度は、平成２４年度に通級指導学級が開設される萩山小学校を会場にし、開設時に
   最高学年になる５年生を対象に授業を行った。

23
萩山小

目に見えない困り感について考える（他者を理解する、思いやる、支援する）
５学年

24
回田小

目に見えない困り感について考える（他者を理解する、思いやる、支援する）
６学年



１０　特別支援教育専門家チーム巡回相談　実施状況

実施回数

62回

28回

7回

10回

6回

113回

小学校 中学校

37件 23件

4件 10件

15件 10件

9件 4件

8件 3件

１１　教員サポーター人数
20年度 21年度 22年度 23年度

7人 10人 13人 15人

11校 13校 13校 14校
3校 6校 6校 6校

１２　学生ボランティア人数

１３　副籍実施状況

小学校 中学校 小学校 中学校 中学校 小学校 中学校

28人 27人 27人 26人 25人 27人 23人

12人 6人 10人 5人 1人 12人 3人

43% 22% 37% 19% 4% 44% 13%

16人 9人 14人 11人 12人 10人 11人

7人 1人 6人 3人 2人 4人 4人

44% 11% 43% 27% 17% 40% 36%

1人 5人 2人 0人 0人 5人 0人

0人 3人 2人 0人 0人 2人 0人

0% 60% 100% － － 40% －

1人 3人 1人 2人 3人 1人 1人

1人 1人 0人 1人 1人 0人 0人

100% 33% 0% 50% 33% 0% 0%

20人 11人 18人 9人 4人 18人 7人

２３年度 ２４年度　１月１日現在

実施回数
観察対象児童・生徒数

（延べ人数）
観察対象児童・生徒数

（延べ人数）

小学校 60回 153人 196人

中学校 28回 83人 106人

授業観察及び児童・生徒の行動観察による実態把握、それに対する方法等の指導助言

医師相談会 7回

市教委（研修等） 13回

言語相談

合計 108回 236人 302人

平成２３年度巡回相談実施内容一覧

「個別指導計画」「個別の教育支援計画」の作成に関する指導・助言

校内の支援体制や校内委員会の機能に関する指導・助言

校内研修会や保護者向け講演会（講演内容：家庭での支援方法等の指導や助言、進路先
について）等の講師

その他

24年度

サポーター数 16人

配置校数
小学校 15校
中学校 7校

２２年度 ２３年度 ２４年度　１月１日現在

登録者数 52人 57人 58人

配置校数
小学校 9校 9校 13校

中学校 4校 6校 4校

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

小学校

清瀬特別支援学校

在籍人数 26人

希望人数 11人

利用率 42%

小平特別支援学校

在籍人数 13人

希望人数 5人

利用率 38%

村山特別支援学校

在籍人数 4人

希望人数 2人

利用率 50%

希望人数計 18人

立川ろう学校

在籍人数 0人

希望人数 0人

利用率 －



＜就学支援シート＞ 

 

 

 
 

 

平成２４年度  

就 学 支 援 シ ー ト 
 

 子どもには、さまざまな個性があり、豊かな可能性があります。 

 

小学校等への入学を迎え、幼稚園・保育園・療育機関や家庭などで今まで大切に

してきたことや、小学校等に引き継ぎたいことがあれば教えてください。 

一人一人のお子さんが、楽しく充実した学校生活を送ることができるよう、お子

さんに必要と思われる支援について、一緒に考えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市教育委員会 

保護者のみなさまへ 

◎ 「就学支援シート」は、お子さんの豊かで楽しい学校生活のために、保護者と就

学前機関（幼稚園・保育園・療育機関など）がともに作成するシートです。 

◎ 「就学支援シート」は、お子さん一人一人の成長・発達の歩みを大切にし、学校

生活へのスムーズな移行を支援していくために、以下のことを小学校等に引き継

ぎます。 

◇ お子さんの得意なこと、好きなこと、よいところ、伸ばしたいところなど 

◇ お子さんが意欲的に活動に取り組むことのできる働きかけのヒント、用具・

道具の工夫や声かけの工夫の仕方など 

◇ 就学後の学校生活の支援に関する保護者の意向等 

◇ 発達障害などの理由により、お子さんが苦手なこと（環境）や、学校生活で

必要な配慮や支援について 

 ◎ 裏面をよくお読みになり、ご記入ください。 

 ◎ この様式だけでは不十分な場合は、必要に応じて関係書類等を添付してくださ

い。 



＜就学支援シート＞

 重要　卒業時裁断処理

気になること、支援が必要なこと、配慮が必要なことについて、☑をつけてください。
必要に応じて具体的に行ってきた指導や支援の工夫なども併せてご記入ください。

※　成長・発達等に関すること
①　健康や日常生活面での配慮事項

□体の発達、身体の状況について □体の発達、身体の状況について

（ ） （ ）

□排泄に関すること（例：おもらし、後始末など） □排泄に関すること（例：おもらし、後始末など）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

□着替えについて（例：一人で着替えができないなど） □着替えについて（例：一人で着替えができない、時間がかかるなど）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

※　就学前機関記入欄

※　保護者の方から
就学後の学校生活の支援、目標など家庭の意向

　お子さんのお名前
平成　　年　　月　　日生　男・女　　

ご住所

　保護者のお名前

　就学前機関名

これまで行ってきた、指導や支援の工夫、配慮など

□その他

■具体的な指導や支援の工夫など ■具体的な指導や支援の工夫など
（気になることがない方は、ご記入しなくて結構です）

□その他

□食事について（例：食物アレルギー、極端な偏食、時間がかかるなど）□食事について（例：食物アレルギー、極端な偏食など）

　就学前機関名

保護者の方から

　記入者名

就学前機関記入欄

　平成２４年度　就学支援シート　（平成２５年４月入学予定児）

　記入者名

　就学予定小学校名 　　東村山市立　　　　　　　　　　　小学校



＜就学支援シート＞

②　人とのかかわり（コミュニケーション）での配慮事項

□他人とのかかわりについて □他人とのかかわりについて

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

□意思の疎通について（例：特別な方法があるなど） □意思の疎通について（例：特別な方法があるなど）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

③　興味や関心、行動について配慮事項

□遊びや活動の様子（例：一人遊び好きなど） □遊びや活動の様子（例：一人遊び好きなど）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

□行動の特徴について（例：落ち着きがない、迷子になりやすいなど） □行動の特徴について（例：落ち着きがない、迷子になりやすいなど）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

保護者の方から

□家族とのかかわりについて □集団活動について（例：集団に入りにくいなど）

□指示の理解について（例：一斉指示の理解など）

就学前機関記入欄

□指示の理解について

（気になることがない方は、ご記入しなくて結構です）

□好きなことなど（例：強いこだわりがあるなど） □好きなことなど（例：強いこだわりがあるなど）

□言葉について（例：話が苦手、集団の前での発表、吃音など）□言葉について（例：話が苦手、吃音など）

□性格の特徴（例：気持ちが沈みやすいなど）

□その他

（気になることがない方は、ご記入しなくて結構です）

保護者の方から 就学前機関記入欄

■具体的な指導や支援の工夫など ■具体的な指導や支援の工夫など

　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　私は、以上の内容を了解し、支援の目的に使用することについて同意いたします。

□その他

□性格の特徴（例：気持ちが沈みやすいなど）

□その他

□その他

■具体的な指導や支援の工夫など ■具体的な指導や支援の工夫など



＜就学支援シート＞ 

学校は、この「就学支援シート」をもとに、お子さん一人一人の教育活動の支援に

努めます。 

 

○ 学校は、保護者・お子さんの支援を行います。 

○ 学校は、幼稚園・保育園・療育機関との引き継ぎを行います。 

○ 学校は、「個別指導計画」※１を必要に応じて作成します。 

○ 学校は、クラスの担任や特別支援教育コーディネーターが相談を受けた時に使用

し、また、教育相談室の支援を受ける時の資料にいたします。 

 

「就学支援シート」は、学校長が管理し、クラスの担任等が関係機関（医療・福祉・

教育等）に相談する場合及び「支援の目的」※２以外には使用いたしません。 

また、小学校卒業時に裁断処分いたします。 

「就学支援シート」を作成希望の方は、以上のことを了解のうえ、提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．教育委員会が希望する次年度入学予定児に「就学支援シート」を 

配布します。 

       ↓ 

２．希望する保護者は「就学支援シート」に配慮等を記入します。 

       ↓ 

 ３．幼稚園・保育園等は提出された「就学支援シート」に指導内容・援助等を

記入します。記入した内容は、保護者にご確認いただきます。 

       ↓ 

 ４．教育委員会は、取りまとめをして該当の学校に届けます。 

       ↓  

 ５．学校は、必要に応じて保護者との個人面談及び幼稚園・保育園等との引き 

継ぎを実施し、個別指導計画を作成します。 

保護者は幼稚園・保育園等に提出（  月  日まで） 

希望する保護者に配布（幼稚園・保育園等を通じて） 

幼稚園・保育園等が教育委員会に提出 

※１「個別指導計画」とは 

「個別指導計画」は、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の一人一人の 

教育的ニーズを把握し、目標と指導内容・方法を明確にして、適切な指導・支援

と評価を行うため学校と保護者が連携して作成する指導計画のこと。 

就学支援シートの作成・活用の基本的な流れ 

※２「支援の目的」とは 

①学級編制 ②個別指導計画の作成 ③指導方法 ④教育相談等 



＜個別の教育支援計画（小学校用）＞

ふりがな 性別

氏　名

保護者 氏　名

在籍校

本 人

保護者

　必　要　と　思　わ　れ　る　支　援

支援機関 東村山市立　　　　　　小学校担当者：担任　　　　　　教諭

支援内容

支援機関 担当者：

支援内容

支援機関 担当者：

支援内容

支援機関 担当者：

支援内容

支援機関 担当者：

支援内容

支援機関 担当者：

支援内容

支援機関 担当者：

支援内容

《新規・更新（　　）回》

　　　　　　　　　作成担当

東村山市立　　　　小学校長

　　以上の内容を確認しました。

　　平成　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）　　　　氏名

　支　援　内　容　の　評　価　と　課　題

　支援会議の記録（予定も含む）
 協議内容・引継事項等

 日時：　平成 　年　　　　月　　　日（　）
 参加者：

 作成日：　平成 　年　　  月　　　日（　  ）

余暇
地域生活

連絡先          -       -

医療・健康
連絡先      -       -

連絡先    -    -

学校生活

連絡先 042-3   -

連絡先      -       -

連絡先          -       -

　（校外）

　家　庭　の　支　援　学　校　の　支　援

連絡先          -         -
公共機関

　生　年　月　日

平成　　　年　　　月　　　日生

個別の教育支援計画

児 童

　東村山市立　　　　　　小学校 　　　　学年　　　　組　

　現　在　・　将　来　に　つ　い　て　の　希　望

　支　援　の　目　標

　支　援　機　関　の　支　援

　（校内）



（表）

ふりがな 性　別 生年月日 　　　　歳

本人氏名 保護者氏名

電話番号

(緊急連絡先)

特記事項

学校名 1年　　　組

2年　　　組

3年　　　組

電話番号 ファクシミリ

前在籍校等 学級担任 電話番号

担当者 連絡先 備考

作成日

作成担当

在籍校

東村山市立東村山第○中学校　
学級
担任

支援内容の評価と課題　　　

支援会議の記録（予定も含む）　　＊裏面活用　　　

平成　　　年　　　月　　　日 氏名

確認欄

平成　 　年　　　月　　　　日 ＜新規・更新（　　回）＞

東村山市立東村山第○中学校長

私は、以上の内容を了解し確認しました。

担任
○○教諭

〔学校生活、家庭生活、医療・健康、余暇・地域生活等〕

支援機関 支援内容

東村山第○中学校
（在籍校）

将来を見通した支援

支　援　の　目　標

必 要 と 思 わ れ る 支
援

支　援　機　関　の　支　援

本　人

保護者

○○市立○○小学校

住　　所

〒

現在・将来についての希望

住　　所

＜個別の教育支援計画（中学校用）＞

個別の教育支援計画

本人
保護者

　　年　　　月　　　　日　生



年　月　日

支援機会議の記録と評価
参加者 協　議　内　容 引継ぎ事項等

個別の教育支援計画 （裏）

＜個別の教育支援計画（中学校用）＞



個別指導計画   年  組 氏名（                ）   作成年月日（H  .     .  ） 

保護者の願い 
 

 

担任の願い 
 

※無理に全ての項目を埋めようとせず、実態に応じて記入する。 

 観 点 実 態 目 標 支援・手立て 評 価 

生

活 

○整理整頓○寡黙 

○忘れ物  ○遅刻   

○こだわり ○食事 

○緊張感 ○着がえ 

○保健室への来室 

など 

    

学

習 

○特別な教科の関心・理解 

○意欲○全体的な発達  

○言葉の発達 

○立ち歩き○手遊び 

○集中力○おしゃべり 

○教師の指示 

○視覚的な理解 など 

    

社

会

性 

○友達関係○けんか 

○集団活動 

○自尊意識 

○感情・行動のコントロール 

○コミュニケーション

など 

    

 

〈
個
別
指
導
計
画
（
小
学
校
用
）
〉
 



項目                目標             指導・手だて                  成果・課題

学習面

生活面

社会性

運動
・動作

健康面

診断名・
検査結果等

　保護者の願い

　本人の願い

       個別指導計画    　　　　　　　　　　　                           　 （　　　）年（　　　）組　氏名（    　　      　　　　　　　　　　　　　　）　　　年　　　月　　　日

                                                                                                                     担任氏名（　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　 作成

　　　　　生徒の実態

〈
個

別
指

導
計

画
（中

学
校

用
）〉

 



№ 氏　名

1 八坂小学校長 三浦　英之(部長）

2 東村山第二中学校校長 岩尾　幸市（副部長）

3 秋津小学校 二木　一郎

4 青葉小学校 高野　知子

5 東村山第四中学校 小林　悦子

6 東萩山小学校 根本　光崇

7 東村山第一中学校 北見　和歌子

8 東村山第三中学校 山本　玲子

9 室　長 西郷　美穂子

10 相談員 堀井　晶子

11 私立幼稚園連絡協議会 麻の実幼稚園園長 當麻　祐子

12 都立村山特別支援学校副校長 鈴木　恵子

13 都立清瀬特別支援学校コーディネーター 植村　芳美

14 指導主事 小林　宏

15 指導室長補佐 高橋　功

16 学務課就学相談員 柳原　智子

17 庶務課施設係長 大森　裕登

18 母子保健事務担当主査 八丁　千鶴子

19 相談支援係長 高橋　靖子

20 保育係保健師 原田　紀子

21 第二保育園園長 吉田　恵美子

東京都立特別支援学校

子育て支援課

子ども育成課

東村山市特別支援教育推進検討部会名簿

東村山市教育委員会

校長会

特別支援学級運営委員会

特別支援学級担任会

幼児相談室

所　　　属



開催日等 内容

平成２４年６月８日 東村山市立学校支援員配置費用補助金対象者アンケート実施

平成２４年７月１４日 東村山第二中学校特別支援学級保護者会

平成２４年７月１７日 化成小学校特別支援学級保護者会

平成２４年７月２５日 第１回　特別支援教育推進検討部会　

平成２４年８月１０日 第２回　特別支援教育推進検討部会　

平成２４年８月２８日 第３回　特別支援教育推進検討部会　

平成２４年９月３日 東村山市立小・中学校４校　保護者アンケート実施

平成２４年９月１４日 第４回　特別支援教育推進検討部会　

平成２４年９月２７日 第５回　特別支援教育推進検討部会　

東村山市特別支援教育推進検討部会　実施状況



所属 氏名 備考

1 小学校校長会長 (委員長）浮須　勇人 化成小学校校長

2 中学校校長会長 （副委員長）田所　德雄 東村山第三中学校統括校長

3 専門家チーム委員 宮本　紀夫 特別支援教育サポートセンターつなぎ

4 都立清瀬特別支援学校 関口　高志 都立清瀬特別支援学校校長

5 教育部長 曽我　伸清

6 教育部次長 間野　雅之

7 指導室長 川合　一紀

8 副参事 村木　尚生

9 庶務課長 田中　宏幸

10 学務課長 平島　亨

11 子育て支援課長 木村　稔

12 子ども育成課長 高柳　剛

13 障害支援課長 花田　一幸

14 情報政策課長 山田　裕二

東村山市特別支援教育推進計画策定委員会　名簿



開催日等 内容

平成２４年１０月２２日 第１回　東村山市特別支援教育推進計画策定委員会

平成２４年１１月１２日 第２回　東村山市特別支援教育推進計画策定委員会

平成２４年１２月６日 第３回　東村山市特別支援教育推進計画策定委員会

平成２５年１月２８日 第４回　東村山市特別支援教育推進計画策定委員会

平成２５年２月４日 第５回　東村山市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



 

 

東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画 

平成２５年３月 
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