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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、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６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。 

 今後の展望を示すため、平成２４年７月には、市立小・中学校教員をはじめ特別支援教育

に携わる機関の関係者による、東村山市特別支援教育推進検討部会（以下「検討部会」）を

設置し、保護者へのアンケート調査や第二次実施計画の検証を行い、東村山市における特別

支援教育の現状や課題を検討し、１０月にその報告をまとめました。 

 また、平成２４年１０月には、特別支援教育専門家チーム委員や市立小・中学校校長など

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、検討部会の報告を基に『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」）』の策定へ向けて検討

を致しました。 

 第三次実施計画は、平成２８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、児童・生徒の実態や、学校をはじめ児童・生徒を取り巻く周囲の環境、また国や東京都

の動向を勘案し、特別支援教育の一層の推進に向けて新たな展望を示しました。 

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の推進してまいりましたが、今後も一層、保護者をはじめ、

関係機関との連携を強め、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２５年３月                         

東村山市教育委員会 
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１ 計画の目的 

 この計画は、発達障害*1 等を含め障害のある児童･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、これまでの特別支援教育推進の状況を踏

まえ、これからの本市における特別支援教育*2推進体制の充実について総合的な視点から計画するも

のであり、児童・生徒等の将来の社会参加・自立に向けて、その推進にあたるものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

（１） この計画は、「学校教育法の一部を改正する法律」（平成１８年６月２１日公布、平成１９年

４月１日施行）に基づき通知のあった「特別支援教育の推進について」（平成１９年４月１日

付、１９文科初第１２５号通知）を受け、東村山市における特別支援教育の推進に関する展

望を明らかにするものです。 

（２） 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）」に基

づき、平成２５年度からの計画について策定したものです。 

（３） この計画は、「東村山市第４次総合計画」の基本目標にある「みんなが楽しく学び、豊かな心

を育むまち」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」の目標にある「自立に向け学習基盤の育成」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三次実施計画」を実現するための計画として位

置づけます。 

 

３ 計画の期間 

 計画の期間は、東京都特別支援教育推進計画が第三次実施計画を策定するにあたって、長期計画

の期間を平成２８年度まで延長したことを受けて、平成１９年度から平成２４年度としていた長期

計画の期間を平成２８年度まで延長し、平成２５年度から平成２８年度について「第三次実施計画」

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 

 

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ものです。 

第１章 計画の基本的な考え方 
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この理念の実現に向け、障害のある児童・生徒等の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、ノーマライゼーション社会の実現に寄与

します。（「東村山市特別支援教育推進計画（第一次実施計画）」） 

 

【用語の説明】 

＊１ 発達障害 

 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに

類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして発達障害者支援法で定めるものをい

う。 

 

＊２ 特別支援教育 

  特別支援教育は、障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、

幼児・児童・生徒の一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服する

ため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけで

なく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒が在籍する全ての学校において

実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児・児童・生徒への教育にとどまらず、障害の有無や

その他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国

の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。（「特別支援教育の推進について（通知）（平成 19 年 4 月 1日

付 19文科初第 125号）」） 
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※ ◇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 

◇ 特別支援教育運営委員会特別支援教育部会において、学校現場で直面している課題について

特別支援教育コーディネーター間で意見交換を行い、個別指導計画*3 策定など具体的な研究や

小・中連携の在り方など情報共有を行うことができた。啓発部会では、市内小学校での理解啓

発授業の実施により、児童が障害について理解を深めることができ、さらに啓発部会で作成し

た指導案を各学校に示すことにより、市立小・中学校において啓発授業実施のきっかけを作る

ことができた。特別支援学級担任会においては、合同作品展などの行事を通して、特別支援学

級の理解啓発を進めることができた。 

◇ 特別支援教育連絡協議会*4 で作成した就学支援シート*5 について、平成２３年度より本格的に

実施することができた。幼稚園・保育所と小学校の連携ツールとして徐々に定着し、小学校に

おいても学級編制など具体的な活用を進めることができた。 

◇ 平成２２年度に特別支援教育運営委員会において、「個別の教育支援計画*6」の共通様式を作成

し、尐しずつではあるが活用が始まり、関係機関同士の連携を形にすることができた。 

◆ 特別支援教育運営委員会で協議されたことが各学校でどのように生かされ、活用されているの

か確認し、活用されていない場合の課題について検証が必要である。 

◆ 特別支援学級担任会の事業について、役割を明確にするため実施内容及び方法等の検証が必要

である。 

◆ 特別支援教育連絡協議会について、構成メンバーや開催方法の整理が必要である。 

◆ 個別の教育支援計画や個別指導計画における、データの貯蓄については個人情報保護の観点よ

り多くの人で共有することは難しいが、支援の具体例などについては多くの人で共有できるツー

ルが必要である。 

 

２ 保護者等に対する相談体制の充実に向けて 

◇ 就学相談*7・転学相談について、就学相談員が中心となり、他機関との連携を積極的に行い、

よりよい支援につながった。 

◇ 就学時健康診断*8において、保護者と面談し、学校はいつでも相談ができる体制であることを

伝え、その後の就学相談や教育相談につながった事例があった。 

◇ 教員の資質向上のため、初任者及び２年次研修で、特別支援学級及び東京都立特別支援学校*9

の現状や課題について理解を深めた。 

また、教員を対象とした教育相談研修において、発達障害への理解や特別な教育的支援を必

要とする児童・生徒の指導について理解を深めた。 

◇ 校内委員会*10 を中心に校内研修を企画し、状況に応じて専門家チーム委員を講師に招き、自

校の課題に対応した研修会や保護者に向けた研修会を実施し、学校全体の理解を深めた。 

第２章 第二次実施計画の成果と課題 
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◇ 個別指導計画をはじめ特別支援教育推進に必要な様式等について、教育ネットワーク*11 を利

用し、各学校で共通様式の活用を図った。 

◇ 東京都立特別支援学校と連携し、特別支援教育コーディネーター*12 が専門家チーム委員とな

り市立小・中学校への巡回相談を行い、具体的な指導・助言を頂いた。また、幼稚園・保育所

へも巡回相談を行い、子どもの様子を把握し、スムーズな就学へつなげた。 

◇ 平成２３年度より、市立小・中学校の保護者に向けて「特別支援教育リーフレット」を配布

し、特別支援教育の理解のきっかけを作ることができた。 

◇ 平成２４年度に開級した通級指導学級について、「きょういく東村山」や市報において周知を

図り、通級指導学級*13への理解きっかけをつくることができた。 

◆ 就学相談において、年々件数が増加しているため実施方法について検討が必要である。 

◆ 各学校における校内委員会の役割と運営の充実を図り、年度替わりや学校間における情報の

共有と確実な引き継ぎの徹底が必要である。 

◆ 副籍制度*14 は東京都の制度であるため、特別支援学級在籍者の交流については、趣旨を継承

しながらも実施方法の検討が必要である。 

◆ 保護者や一般市民に向けた特別支援教育の理解啓発授業等の方法について、さらなる推進が

必要である。 

 

３ 学校に対する支援体制の充実に向けて 

◇ 平成２３年度に特別支援教育専門家チーム*15 を設置し、市立小・中学校に特別支援学級専門

家チーム委員による巡回相談を行った。巡回相談では児童・生徒の実態把握をし、学校に対し

て具体的な指導・助言を行い、指導体制を整えることにつながった。 

◆ 学校の状況に応じた専門家チーム委員の派遣や、継続的な派遣が行えるよう、実施方法や運

営方法について検討が必要である。 

 

４ 学校の指導体制の充実に向けて 

◇ 教員サポーター*16の派遣について、年々人数の拡充を図り、特別な教育的ニーズのある児童・

生徒への支援を行った。 

◇ 学校に教育学生ボランティアを派遣し、学級担任や教科指導者の支援を行うことにより、よ

り良い教育環境を整えるなどの成果を挙げることができた。 

◆ 今後、学校からの要望に合った教員サポーターの拡充を図る必要がある。 また、教員サポー

ターの質的な向上が必要である。 

◆ 教員養成大学への協力依頼により、学生ボランティアの人数の確保と質的な向上を図るため

に勉強会の開催の検討が必要である。 

 

５ 特別支援学級の充実に向けて 

◇ 通級指導学級のニーズの高まりを受け、平成２２年度・２３年度において、通級指導学級開

設準備委員会を設置し、平成２４年度には小学校と中学校１校ずつ情緒障害等通級指導学級を

開設した。 
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また、市内で初めて言語障害通級指導学級「ことばの教室」を開設した。 

◇ 特別支援学級の担任が自校内にとどまらず、隣接した学校において、障害理解や特別支援学

級についての出前授業を実施し、特別支援教育の理解啓発を行うことができた。 

◇ 通級指導学級の担任教員が、在籍校を訪問するなど通級指導学級と在籍校との連携を図りな

がら指導を進めることができた。 

◇ 通級指導学級の行事に在籍校の教員を招き、通級指導学級における児童・生徒の様子を見て

もらい、その後の支援に役立てることができた。 

◆ 人員と時間の確保が難しい状況ではあるが特別支援学級担任教員の専門性を生かす方法の検

討が必要である。 

◆ 通級指導学級において、入級判定と退級判定のガイドライン等を作成し、入級・退級の基準

を明確化が必要である。 

◆ 通級指導学級担任教員の専門性をより高め、さらに通常の学級への支援が必要である。 

 

６ 教育環境の整備に向けて 

◇ 登下校の安全性からスクールバスを利用していた場合でも、学年進行に合わせ一人通学に切

り替え、中学校進学を視野に社会的な自立を進めることができた。 

◇ 学校内における施設整備において、スロープの設置等について学校と施設管理担当者におい

て協議し、必要に応じ整備を行い、肢体不自由児童・生徒の学校生活の安全性と利便性を高め

ることができた。 

◇ 支援員配置費用補助金*17 について、平成２２年度の制定以降、平成２３年度まで毎年３名の

方に交付を行い、保護者の負担を軽減することができた。 

 ◆ スクールバスについて、利用基準が明確でないため、整備が必要である。 

◆ 市立小・中学校に施設面で支援を要する児童・生徒が就学する場合において対応策が求めら

れるが、大規模なバリアフリー化は難しい状況にある。 

◆ 支援員配置費用補助金について、さらに利用の促進が必要である。 

 

【用語の説明】 

＊３ 個別指導計画 

 特別な教育的ニーズのある児童・生徒の実態を把握し、目標と指導内容・方法を明確にして、適切な指導や支援と評

価を行なうため作成するものである。障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行えるよう、学校における教育課程や指

導計画、当該児童・生徒の「個別の教育支援計画」等を踏まえて、より具体的に児童・生徒一人一人の教育的ニーズに

対応して指導目標や指導内容、方法等を盛り込んだもので、学校と保護者が連携して作成する。 

 

＊４ 特別支援教育連絡協議会 

  困り感のある幼児・児童・生徒や保護者に対して総合的な支援を行うため、地域性と専門性を備えたシステム。幼児・

児童・生徒等の乳幼児期から学校卒業後への円滑な移行を図ることを目的とした相談支援体制のことをいう。 

  構成メンバー＞ 東村山市教育委員会、特別支援教育専門家チーム、市立小・中学校、市内公立・私立保育園、市内

私立幼稚園・都立特別支援学校（センター校）、市役所福祉関係、幼児相談室、医療機関、保護者 
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＊５ 就学支援シート 

すべての子どもが豊かで楽しい学校生活を送ることができるよう、幼稚園・保育所等と保護者が作成するシートの

ことをいう。幼稚園や保育所等での生活の様子や進めてきた指導について小学校へ引き継いでいく。小学校では個別

指導計画など就学後の指導や支援に役立てる。 

 

＊６ 個別の教育支援計画 

 特別な教育的ニーズのある幼児・児童・生徒の一人一人のニーズを正確に把握し適切に対応していくという考え方

の下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な支援を行うことを目的として作成する。 

 この作成には、教育のみならず、保健・医療、福祉、労働等の様々な側面からの取り組みを含め、関係機関、関係

部局の密接な連携協力を確保することが不可欠である。 

 

＊７ 就学相談 

障害のある幼児・児童の可能性を最大限に伸長し、自立し、社会参加するための基礎となる生きる力を培うことと、

児童・生徒一人一人の特別な教育的ニーズに応じた適切な教育を保障する必要があるため、教育・医学・心理学等の

観点から総合的かつ慎重な判断を行い、ライフステージを見通した相談を行い就学先を保護者とともに決定していく

こと。 

 

＊８ 就学時健康診断 

   学校保健安全法に基づき実施が定められている就学前の健康診断のこと。健康状態の把握と適切な教育を行うため

に実施する。 

 

＊９ 東京都立特別支援学校 

   学校教育法の一部改正により、これまでの盲・ろう・養護学校は、平成 19年 4月から特別支援学校になった。特別

支援学校の対象となる障害は、これまでの盲・ろう・養護学校の対象であった５種類の障害種別（視覚障害・聴覚障

害・知的障害・肢体不自由・病弱）及びこれらの重複障害である。 

 

＊１０ 校内委員会 

  学校内におかれた特別な教育的ニーズのある児童・生徒の実態把握及び支援の在り方等について検討を行う委員会。

本市においては全ての小・中学校に設置されている。 

 

＊１１ 教育ネットワーク 

   東村山市立小・中学校２３校、東村山市役所（教育委員会、情報政策課）をネットワーク拠点に接続し、学校間の

イントラネットを構築するとともに、インターネットに接続しているネットワークである。 

 

＊１２ 特別支援教育コーディネーター 

   学校長の任命により、学校内の関係者や外部の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓口として、校内

における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う。 



 

8 

 

 

＊１３ 通級指導学級 

 教育活動の一部において特別な指導を必要とする児童・生徒を対象として設置されている学級の形態。児童・生徒

は通常の学級に在籍しながら、障害等による学習上又は生活上の困難の改善・克服するため、小・中学校に設置され

た学級に通級して指導を受ける。都内には、弱視、難聴、言語障害、情緒障害等を対象とした学級がある。本市の通

級指導学級は、情緒障害等を対象とした学級を小学校２校、中学校２校に設置している。 

また、言語障害を対象とした学級えお小学校１校に設置している。 

 

＊１４ 副籍制度 

都立特別支援学校の小・中学部に在籍する、原則として希望する児童・生徒全員が、居住する地域の区市町村立小・

中学校に副次的な籍をもち、直接的な交流や間接的な交流を通じて、居住する地域とのつながりの維持・継続を図る

制度である。 

  ○間接的な交流（学校・学級だよりの交換等）  

 ○直接的な交流（学校・地域行事等における交流、教科等の学習交流等） 

 

＊１５ 特別支援教育専門家チーム 

 障害等の理由により、特別な教育的ニーズのある児童・生徒に対して望ましい教育的対応を行うため平成２３年度

に設置された。医師、臨床心理士、言語聴覚士、特別支援教育の専門家等で構成され、小・中学校への巡回相談を中

心に医師による相談会の実施や研修会等を実施している。 

 

＊１６ 教員サポーター 

 特別な教育的支援を必要とする児童・生徒が在籍する通常の学級に人材を派遣し、教員が行う教育活動を補助する。 

 

＊１７ 支援員配置費用補助金 

   「東村山市立学校支援員配置費用の補助に関する規則」に基づき、身体的な理由により、教室移動などの生活的支

援を受けているお子さんの保護者の方に対して、費用の一部を補助する制度。 
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第二部 

 

 

第三次実施計画の具体的な展開 
 

 

 

 

  第１章 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 

 

  第２章 保護者等に対する相談体制の充実に向けて 

 

  第３章 学校に対する支援体制の充実に向けて 

 

  第４章 学校の指導体制の充実に向けて 

 

  第５章 特別支援学級の充実に向けて 

 

  第６章 教育環境の整備に向けて 
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１ 幼稚園・保育所への支援体制の充実 

 子どもたちの困り感を早期に発見し、早期に支援していくためには、幼稚園・保育所において子

どもの実態を正しく把握し、小学校就学を見据えた具体的な支援を進めていくことと同時に正しい

情報の提供を行っていくことが大切です。 

 専門的な視点から子どもの困り感に気付き、適切な支援が行えるように幼稚園・保育所への支援

を充実させます。 

 

① 幼稚園・保育所へ東村山市特別支援教育専門家チーム委員の巡回相談を実施します。 

② 幼稚園・保育所に対して困り感のある子どもの理解や支援方法、特別支援教育に関する研修を

実施します。 

③ 子育て支援課、子ども育成課との連携を強化し、幼稚園・保育所に対する支援体制を整えます。 

 

 

１ 幼稚園・保育所への支援体制の充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

幼稚園・保育所へ特別支

援教育専門家チーム巡

回相談の実施 

特別支援教育専門家チ

ームと子育て支援課、子

ども育成課、幼児相談室

との連携による巡回相

談の検討 

特別支援教育専門家チ

ームと子育て支援課、子

ども育成課、幼児相談室

との連携による巡回相

談の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 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 
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２ 就学支援シート、就学時健康診断の活用 

 就学支援シートからわかる子ども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

らわかる子どもの様子など、就学予定の子どもの困り感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。 

 就学支援シートや就学時健康診断の内容や実施方法の充実を図り、豊かで楽しい小学校生活を迎

えることができるように活用を進めます。 

 

① 幼稚園・保育所及びその保護者に対して、説明会を開催するなど就学支援シートについて正し

い情報を提供し、活用を推進します。 

② 就学時健康診断において見取ることのできた、困り感のある児童について、早期に保護者や関

係機関との連携を図り、就学後の支援につなげます。 

③ 就学支援シート及び入学準備検査結果と入学後の児童の様子との整合性の検証を行います。 

④ 検証の結果を踏まえて、就学支援シート、入学準備検査の内容の検討を行います。 

 

 

２ 就学支援シート、就学時健康診断の活用 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

保護者向け就学支援シ

ート説明会の実施 

 

  

幼稚園・保育所向け就学

支援シート説明会の実

施 

 

  

就学支援シートの有効

活用 

就学支援シートの記載

内容と入学後の児童の

様子との検証 

就学支援シート内容の

検討 

就学支援シート内容の

修正 

就学時健康診断時にお

ける校内連携体制及び

相談受付体制の充実 

就学時健康診断準備検

査結果と入学後の児童

の様子との検証 

就学時健康診断準備検

査の内容の検討 

就学時健康診断準備検

査の内容の充実 
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３ 特別支援教育連絡協議会の活用による連携システムの構築 

 幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校への支援の充実や有効な連携を行うために、就学

支援シートや幼児指導要録、児童保育要録などの引継ぎだけでなく、特別支援教育コーディネータ

ーや就学支援の担当者による授業参観や連絡会の実施、さらには小・中学校卒業後の進路について

の情報の共有など、特別支援教育連絡協議会において具体的な方法について検討を行い、連携シス

テムの構築を進めます。 

 

① 乳幼児から学校卒業後への円滑な移行を図ることを目的とし、地域性と専門性を備えた連携 

システム構築のために組織の拡充を図ります。 

② 授業参観や連絡会を活用し、幼稚園・保育所と小学校、小学校と中学校の相互理解の機会の充

実を図ります。 

③ 義務教育期間終了後の進学先や就労先など、卒業後の進路について地域の情報提供の充実を図

ります。 

 

 

３ 特別支援教育連絡協議会の活用による連携システムの構築 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

教育委員会組織の見直

し 
      

連携システム構築のた

め、特別支援教育連絡協

議会の連携方法の検討 

 

 
    

個別の教育支援計画及

び個別指導計画を活用

した連携システムの整

備 

小・中学校での情報交換

会及び見学会の実施 

 

 

  

小学校及び幼稚園・保育

所の情報交換会及び見

学会の実施 

   

 

  



 

13 

 

 

 

 

１ 就学相談制度の充実 

 就学相談は障害等の理由により、就学後に支援の必要な幼児・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支援について考えていくものです。 

また、幼児期を含め早期から、就学相談や就学先についての正しい情報の提供を行うことも必要

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ります。 

 

① 申込み人数の増加や、国や東京都の動向に伴い、実施方法や内容の検討を行います。 

② 幼稚園・保育所及び療育機関や保護者に対して、説明会の実施など就学前の早期から、就学相

談や特別支援学級（固定学級*18・通級指導学級）や特別支援学校について正しい情報の提供を

行い、円滑な就学相談につなげます。 

③ 就学相談の際に、将来を見据えた相談をすすめるため、中学校卒業後の進路や就労についての

情報の提供を行います。 

④ 就学相談前に研修を実施し、相談員の資質の向上を図るとともに、行動観察の方法や面接の方

法についてマニュアルを作成し、わかりやすい就学相談を実施します。 

 

 

１ 就学相談制度の充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

就学相談の実施方法、相

談内容について検討・見

直し 

      

就学相談担当者研修の

実施 

行動観察・面接マニュア

ルの作成 

行動観察・面接マニュア

ルの活用 
  

東京都就学相談担当者

研修会（小・中学校、幼

稚園・保育所ほか担当者

向け）の活用 

      

第２章 保護者等に対する相談体制の充実に向けて 
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幼稚園・保育所に対して

就学相談制度について

の案内配布及び説明会

の実施 

 

 
    

就学前の保護者へ情報

提供方法の検討 

就学前の保護者へ情報

提供実施 

 

 

 

   

 

 

東村山市における特別支援教育の連携体制 
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２ 転学相談、入級相談の在り方の明確化 

 通常の学級から固定学級への転学相談や通級指導学級への入級相談は、近年増加しています。 

また、固定学級から通常の学級への転学相談に対応するためにも、児童・生徒本人にとって教育

の適時性を踏まえ、併せて学年や学期の区切りを考慮することは極めて重要です。よりよい指導に

つなげるためには、保護者や在籍する学校に正しい情報の提供をしてまいります。 

さらに、通級指導学級の役割や指導内容について正しい理解を深め、適切な指導につなげるため

にも入級・退級についてのガイドラインの構築を進めます。 

 

① 通級指導学級への入級・退級についてガイドラインを作成し、基準の明確化を図り、通級によ

る指導の必要性を判断します。このことに伴い通級指導学級の役割や手続きについて周知を図

ります。 

② 適切な転学相談や入級相談を進めるためにも、通常の学級において児童・生徒の正しい実態把

握を行うことができるよう、発達検査結果の活用や児童・生徒の行動観察力の向上などのアセ

スメント実施能力の向上を図ります。 

 

 

２ 転学相談、入級相談の在り方の明確化 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

通級指導学級への入・退

級判定について、ガイド

ラインの検討・作成 

ガイドラインに則り入

級・退級判定の試行・見

直し 

ガイドラインに則り入

級・退級判定の実施 
  

  
夏季研修等において、ア

セスメント研修を実施 

 

 
  

東京都のアセスメント

研修の活用 
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３ 相談機関の機能・連携の充実 

 教育相談室では、子どもの発達・心理にかかわる相談を保護者の方や児童・生徒本人と行ってい

ます。相談内容によっては、即座に解決策が見出されるものばかりではないため、保護者の了解を

得ながら、関係機関との連携を行っております。近年、相談室では、発達障害に関する相談が増加

しています。件数増加や相談内容の多様化が顕著になっています。教育相談室と各校校内委員会、

就学相談担当、特別支援教育専門家チームとの連携を強化します。 

 

① 心理発達検査の実施と本人や保護者に対するフィードバックの充実及び保護者の了解を得て

学校への情報の伝達など教育相談室における相談体制の充実を図ります。 

② 教育相談室、子育て支援課、子ども育成課、各校校内委員会との連携の充実を図ります。 

③ 就学相談員が就学相談・転学相談・入級相談を円滑に行うため、教育相談室、在籍校、特別支

援学級（固定学級・通級指導学級）、東京都立特別支援学校等の連携をコーディネートします。 

 

 

３ 相談機関の機能・連携の充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

教育相談室における心

理発達検査を活用した

相談体制の充実 

 

 
    

就学相談員の役割の見

直し 

就学相談員の資質の向

上 
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４ 広報活動の充実 

 特別支援教育の推進には、発達や障害、特別支援教育の取り組み等について、保護者をはじめ周

囲の理解が必要です。 

 理解を得るために、リーフレットの配布や講演会の開催など、多くの方に活用いただけるよう、

学校を通じた広報の在り方や保護者の方々の状況に沿った実施方法を工夫するとともに、教育委員

会、小・中学校、幼稚園・保育所、教育相談室や幼児相談室などの相談機関が適切な時期に正確な

情報を提供する広報活動の充実を図ります。 

 

① 教育委員会において啓発リーフレットの作成や市ホームページを活用し、東村山市における

特別支援教育制度、相談機関、特別支援学級、個別の教育支援計画の作成、個別指導計画の

作成について理解啓発を進めます。 

② 幼稚園・保育所、小・中学校から保護者に向け、保護者会等を利用し幼稚園・保育所や小・

中学校で取り組んでいる支援体制や発達や障害の理解について、資料提供や説明を行います。 

③ 特別支援教育制度や障害に対する理解啓発のための講演会や説明会を実施します。 

 

４ 広報活動の充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

特別支援教育啓発リー

フレット作成・市ホーム

ページへの掲載 

特別支援教育啓発リー

フレット・市ホームペー

ジの充実 

    

小・中学校における取り

組みの把握 

小・中学校における先進

事例の紹介 

小・中学校における取り

組みの充実 
  

幼稚園・保育所における

取り組みの把握 
  

幼稚園・保育所における

先進事例の紹介 

幼稚園・保育所における

取り組みの充実 

理解啓発講演会の実施   
 

  

 

【用語の説明】 

＊１８ 固定学級 

 教育活動全般において特別な指導を必要とする児童・生徒を対象として設置されている学級。児童・生徒は、学習活

動の全部を小・中学校に設置された学級に在籍し指導を受ける。都内には、知的障害、肢体不自由、病弱、自閉症・情

緒障害を対象とした学級がある。本市において固定学級は、知的障害を対象とした学級を小学校４校、中学校２校に設

置している。 



 

18 

 

 

 

 

 

１ 特別支援教育運営委員会の充実 

 特別支援教育運営委員会は、「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。 

○特別支援教育専門家チームによる巡回相談での助言や校内委員会での検討の結果、困り感の 

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につい

て、市内小・中学校で情報の共有を図ることができるように実践例をまとめます。 

○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。 

 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。 

  ○特別支援学級未設置校における理解啓発授業の実施について、特別支援学級担任会と連携を

図り、理解啓発授業の研究を進めます。 

  ○市立小・中学校の教員や子育て担当所管などの関係機関に向けて、特別支援教育制度や障害 

   の理解に関する正しい情報提供の方法を研究し、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）の担任の教員で構成されています。 

  ○これまでの理解啓発授業や交流学習での経験を活かし、啓発部会と連携して特別支援学級未 

   設置校における理解啓発授業の研究を進めます。 

○特別支援学級担任会の事業である東村山市特別支援学級小・中合同作品展等の在り方につい 

て検討を行います。 

 

１ 特別支援教育運営委員会の充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

≪特別支援教育部会≫                         

有効な支援や指導、教室

環境の整備について実

践例の情報交換・協議 

具体的な実践事例集約 

特別支援教育専門家チ

ームと連携し、実践事例

集を監修 

  

第３章 学校に対する支援体制の充実に向けて 
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≪啓発部会≫                 

理解啓発授業の実施（秋

津東小学校） 

理解啓発授業の実施（野

火止小学校） 

理解啓発授業用指導案

の周知 

 

 

≪啓発部会≫                 

小・中学校教員に向けて

のリーフレットの作成 

     

≪特別支援学級 

担任会≫ 

特別支援教育部会・啓発

部会との連携を図る 

 

 
  

≪特別支援学級 

担任会≫ 

合同作品展等諸行事の

検証 

 

合同作品展等諸行事の

改善 

 

 

 

  

特別支援学級合同作品展 
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２ 特別支援教育専門家チームの充実 

 特別支援教育専門家チームは、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。平成２３年度から実施している市立小・中学校への巡回相談においては、校内研修や困

り感のある児童・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

が図られ効果が現れています。 

 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図ります。 

 

① 市立小・中学校への巡回相談について、巡回相談を受けた学校における効果や評価をまとめ

ます。 

② 市立小・中学校への巡回相談についてさらに効果のあるものにするため、複数委員の派遣な

ど委員の派遣方法や派遣回数について検討を行います。 

③ 適宜、委員の拡充を図ります。 

④ 特別支援教育専門家チーム連絡会での意見や提案について、特別支援教育運営委員会等で活

用するとともに、市立小・中学校への周知を図ります。 

 

 

２ 特別支援教育専門家チームの充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

巡回相談の充実 
 

 
    

特別支援教育専門家チ

ーム連絡会において巡

回相談効果の検証 

特別支援教育専門家チ

ーム連絡会の内容見直

し 
 

  

 

  



 

21 

 

 

３ 教員サポーター制度の充実 

 教員サポーターは、特別な配慮を要する児童・生徒が在籍する場合に、学級担任等を補助するサ

ポーターを学校へ派遣する制度です。現在、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伴い学校か

らの派遣要望も増加しています。 

 これらに対応するため、人数の増加を図るとともに、有効な派遣方法の検討、教員サポーターの

資質の向上を図ります。 

 

① 計画的に人数の増員を図るとともに、教員サポーターの資質の向上も図り、対象となる児童・

生徒の増加や多様化に対応します。 

② 特別な教育的ニーズのある児童・生徒の状況に応じて、派遣方法や運用方法について検討を行

います。 

 

 

３ 教員サポーター制度の充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

教員サポーターの派遣

の拡充 
      

教員サポーター資質向

上 
      

教員サポーター制度の

評価 

 

 
  

 

  



 

22 

 

 

４ ボランティア等の活用と充実 

 教育学生ボランティアなど、学校の教育活動におけるボランティアの活用はなくてはならないも

のです。その中でも特別な支援が必要な児童・生徒への関わりが強く求められています。ボランテ

ィアを拡充する方法を検討するとともに、活用上の留意点を明確にします。 

 

① 教員養成系大学への周知を図るとともに、ボランティアを希望する学生の人数と質の確保を図

り、各学校の要請に対応します。 

② 校内委員会等において、教育学生ボランティアの活動について共通理解を図るとともに効果的

な活用を推進します。 

 

 

４ ボランティア等の活用と充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

教員養成系大学との連

携 

 

 

 
  

ボランティアの人員の

確保と資質の向上 
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１ 校内委員会の充実 

 市立小・中学校において、校内委員会の機能を充実させることにより特別支援教育の推進を図る

ことができると考えます。児童・生徒に対する指導体制の強化、指導の連続性の確保や保護者への

啓発活動など校内委員会には多くの役割があり、その機能の充実が具体的な支援に直結しています。 

 校内委員会の在り方について方向性を示し各校での取り組みの充実を進めます。 

 

① 校内委員会の役割や機能について、継続的に体制を整えるために、具体的な在り方を示します。 

② 特別支援教育専門家チームの巡回相談などを活用して校内研修を実施し、学校全体の特別支援

教育に関する認識を高め成果を検証します。 

③ 保護者や児童・生徒に対して特別支援教育制度や障害について理解啓発活動を進めます。 

 

 

１ 校内委員会の充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

特別支援教育コーディ

ネーター、校内委員会の

状況調査 

特別支援教育コーディ

ネーターの役割と校内

委員会の機能の見直し 

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 

  

特別支援教育に関わる

校内研修の充実 

 

  

 

  

第４章 学校の指導体制の充実に向けて 
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２、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」の作成については、共通様式の利用だけでなく、各校の

実態に合ったものを作成するなど、活用が進んでいます。 

 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 

に示すことで保護者の理解を得ていくことが大切です。 

また、作成したことで満足するのではなく、評価や進級、進学に際しての連携の基盤として活用

の充実も進めます。 

 

① 校内委員会で「個別の教育支援計画」「個別指導計画」の作成を推進するとともに、活用の成

果を検証します。 

② 「個別の教育支援計画」「個別指導計画」の活用の成果について、本人や保護者へ伝え、継続

的な支援を行います。 

③ 作成にあたっては本人、保護者、学校だけでなく、特別支援教育専門家チームや主治医などの

意見も参考にし、就学支援シート、就学支援ファイルとの整合性も図ります。 

④ 作成した「個別の教育支援計画」「個別指導計画」は、進級や進学の際に継続的な支援のため

の連携ツールとして活用します。 

 

 

２ 個別の教育支援計画・個別指導計画の作成 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

個別の教育支援計画及

び個別指導計画の有効

活用 
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３ 教員・特別支援教育コーディネーターの資質の向上 

 困り感がある児童・生徒への指導や支援を実践することは、対象となる児童・生徒を取り囲む学

級全体の運営、保護者との信頼関係による協力体制の構築、様々な制度の活用など、教員一人一人

が総合的な力をつけていく必要があります。 

 また、特別支援教育コーディネーターには、他機関との連携窓口となることに併せて校内の取り

組みを充実させる役割があります。 

 教員及び特別支援教育コーディネーターの資質向上のため、研修の内容の充実を図り、継続性の

ある人材育成に取り組みます。 

 

① 特別支援教育の考え方や本市の特別支援教育の取り組みについて説明会を実施し、市立小・中

学校全教員の共通理解を図ります。 

② 障害理解、授業や教室環境の改善、校内体制の在り方等について、経験や職層に合わせた研修

を実施し、困り感がある児童・生徒への指導に対し教員の資質の向上を図ります。 

③ 特別支援教育運営委員会を活用し、特別支援教育コーディネーターの資質の向上を図ります。 

④ 特別支援教育コーディネーターについて、校内委員会における役割、保護者や関係機関との連

携窓口としての役割について継続性を確保するため、複数任命及び適した人材の任命と育成を

図ります。 

⑤ 実施した研修について、実施の報告や成果の検証を行います。 

 

３ 教員・特別支援教育コーディネーターの資質の向上 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

≪全教員対象≫                 

特別支援教育推進計画

第三次実施計画につい

て周知 

 

 

 
  

≪全教員対象≫                 

市及び東京都教員研修

の活用 

 

 
    

≪ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ対象≫ 

特別支援教育運営委員

会において研修の実施 

・発達障害の理解と支援

方法・個別指導計画の作

成・校内委員会の運営 
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４ 副籍制度の充実 

 副籍制度については、直接的な交流を通じて地域とのつながりを維持、継続していくことに効果

がみられる一方で、地域指定校によって制度理解に差がある実態が見られます。 

 また、保護者の地域指定校先の希望についても広がりが見られます。 

さらに、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、地

域との交流を深めていくことができる制度の整理が必要です。 

 

① 副籍事業の実施にあたり、他校での事例を参考に地域指定校において、実施前に協議を行い、

当該児童・生徒の状況及び交流活動について、教職員が理解を図り、円滑に行事や授業への参

加を実施します。 

② 地域指定校の児童・生徒や保護者に対して交流活動を通じて、副籍制度の主旨や障害がある児

童・生徒に対する周知を行い効果的な実施を図ります。 

③ 地域指定校の指定については、副籍制度の趣旨の範囲内で柔軟に対応します。 

 

 

４ 副籍制度の充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

間接交流・直接交流の事

例集約 
実施方法の見直し 副籍制度の充実 
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１ 特別支援学級の教員の資質の向上 

 特別支援学級（固定学級・通級指導学級）については、これまでも個々の教育的ニーズに沿った

指導を行ってきた実績があります。特別支援学級で実践してきた指導方法、教材・教具、学習環境

の工夫などを市立小・中学校へ伝えます。 

また、「交流及び共同学習」を推進するとともに、特別支援学級担任の教員の資質の向上を図りま

す。 

 

① 特別支援学級（固定学級・通級指導学級）に在籍又は通級する児童・生徒について、人数の増

加や障害の多様化に対応するため特別支援教育専門家チームの巡回相談の活用や、研修会等へ

積極的に参加し特別支援学級担任の教員の資質を向上します。 

② 通級指導学級において、在籍校との連携を通してより一層、指導方法等の共有化を図ります。 

③ 固定学級において、通常の学級との交流及び共同学習をすすめるため、理解啓発授業の実施や

授業公開を実施します。 

④ 特別支援学級（固定学級・通級指導学級）において実践されている、個に応じた指導方法や有

効な教材・教具について、特別支援学級設置校がそれぞれ担当するエリアを定め、近隣の市立

小・中学校に対して具体的に伝える方法を検討します。 

⑤ 特別支援学級（固定学級・通級指導学級）の特性を生かすために、転学等による年度途中の在

籍児童・生徒の増加に対して、特別支援学級への支援体制を検討します。 

 

１ 特別支援学級の教員の資質向上 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

担任を対象とした研修

会の充実 

 

 
    

交流及び共同学習を通

した指導力の向上 

 

  

近隣の未設置校に対す

る指導力の向上 
  

 
  

 

  

第５章 特別支援学級の充実に向けて 
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２ 東京都立特別支援学校との連携 

 特別支援教育を推進するにあたり、東村山市のセンター校は東京都立清瀬特別支援学校です。専

門性の高い東京都立特別支援学校との連携を図り、特別支援学級（固定学級・通級指導学級）の教

員の資質の向上や、進学や就労を見据えた連携を図ります。 

 

①東京都立特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが参加する特別支援教育専門家チーム 

の巡回相談において障害のある児童・生徒への指導方法等の助言を受け、資質を向上します。 

 ②東京都立知的障害特別支援学校高等部在籍者の７０％程度は、公立中学校の特別支援学級や通 

常の学級の卒業生が占めていることから（東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画より）、進 

路相談や卒業後の進路について、東京都立特別支援学校高等部とのより一層の連携の充実を図りま

す。 

 

 

２ 東京都立特別支援学校との連携 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

特別支援学校教員との

連携・協力 

 

 
    

東京都立学校との情報

交換（進学・就労） 
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３ 特別支援教室の検討 

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画において、全ての小・中学校に特別支援教室を設置

する「特別支援教室構想*19」が示されています。 

平成２６年度には東京都がガイドライン等を作成するとしています。東京都のガイドライン等モ

デル事業の実施内容を踏まえて本市における特別支援教室の在り方や実施方法の検討を進めます。 

 

① 特別支援教室構想について東京都より示される予定のガイドラインの内容を踏まえ、対象と

なる児童・生徒、指導内容、人員配置、施設等について検討を進めます。 

② 検討した内容を踏まえて、通常の学級に在籍する児童・生徒に対する指導の在り方について、

更に研究を進めます。 

 

 

３ 特別支援教室の検討 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

東京都モデル事業につ

いて情報収集 

 

ガイドラインに基づき

特別支援教室設置の検

討 

  

 

 

【用語の説明】 

＊１９ 特別支援教室構想 

 東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に示されている施策。 

  特別な教育的ニーズのある児童・生徒が全ての学校・学級に在籍していることを前提とし、全ての学校に設置し、従

来の通級指導学級のような「子供が動く」システムから「教員が動く｣(巡回指導)システムへの転換を図るとしている。 

 東京都は平成２４年度よりモデル事業を実施している。 

  モデル事業実施自治体  目黒区・北区・狛江市・羽村市 
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１ 施設・設備の整備 

 障害がある児童・生徒の学習環境の整備や副籍事業を推進するためには、施設・設備等の整備を

行うことは重要です。在籍する児童・生徒だけでなく、周囲への配慮も含めて可能な部分から整備

に着手し、順次改善を図ります。 

 

① 障害がある児童・生徒が在籍する学校において、在籍校と協議のうえ、必要に応じて個々の整

備を行います。 

② 大規模な改修については、平成２６年度に策定予定の公共施設再生計画との整合性を図りなが

ら、施設・整備の老朽化対策に取り組みます。 

 

１ 施設・設備の整備 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

順次施設・設備の改修       

 

  

第６章 教育環境の整備に向けて 

東村山第四中学校 おおぞら学級学習室 
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２ 教材・教具の充実 

 特別な教育的ニーズのある児童・生徒への有効な教材が様々開発されています。一人一人のニー

ズにあった教材を活用することで、有効な授業実施や、将来の就労を見据えた支援が行えると考え

ます。ＩＣＴを含む教材・教具の活用について具体的に研究を進めます。 

 

① 特別支援教育に関する様々な教材について、特別支援学級担任会と連携し、研究を進めます。 

② ＩＣＴなどの有効活用等について、指導の有効性の検証を行います。 

 

２ 教材・教具の充実 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

ＩＣＴの有効活用     
 

教材・教具の整備  
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３ 一人通学の推進 

 地域の人とのかかわりの中で、将来の社会的な自立に向け一人通学を推奨します。小学校低学年

の児童であっても保護者の送迎だけでなく、スクールバスを利用することからはじめ、高学年には

一人通学へ移行していきます。 

また、そのための施策を図ります。 

 

① 一人通学を進めるために、通学区域の弾力的運用を図ります。 

② 一人通学への円滑な移行のために、スクールバス利用基準を明確にします。 

③ 就学援助費により通学費を補助します。 

 

 

 

 

 

 

  

３ 一人通学の推進 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

スクールバス利用基準

の作成   
  

通学費の補助 
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４ 支援員配置費用補助金の整備 

 市立小・中学校に在籍し、身体的理由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設置された補助金について、利用方法や内容について順次整備を行っていき

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条にある支援員の紹介について、制度の充実を図ります。 

② これまでの経過や実績を踏まえて、利用方法や内容の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 支援員配置費用補助金の整備 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

利用方法について見直し 
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化成小学校 

（★青葉学級） 

東村山第二中学校 

（★８組） 

北山小学校 

東村山第一中学校 

（★１組） 

南台小学校 

大岱小学校 

東村山第三中学校 

萩山分校 

秋津小学校 

(★青葉学級) 

秋津東小学校 

東萩山小学校 

（★青葉学級） 

回田小学校 

久米川駅 

八坂駅 

萩山駅 

東
村
山
駅 

新秋津駅 

市役所 

いきいきプラザ 

西武園駅 

駅 

東村山消防署 

本町出張所 

東村山消防署 

北山公園 

東村山中央公園 

東村山運動公園 

東村山消防署秋津出張所 

東村山第五中学校 

スポーツセンター 

東村山警察署 

正福寺 

空堀川 

空堀川 

至所沢 至東所沢 

至国分寺 

西
武
国
分
寺
線 

 

西
武
多
摩
湖
線 

 

西武西武園線 

ＪＲ武蔵野線 

至西武新宿 

東村山郵便局 

富士見小学校 

東村山第七中学校 

東村山第六中学校 

青葉小学校 

久米川東小学校 

野火止小学校 

東村山第三中学校 

（☆みどり野学級） 

八坂小学校 

（★青葉学級） 

★印は、特別支援学級（固定学級） 

☆印は、特別支援学級（通級指導学級） 

久米川小学校 

（☆わかたけ学級） 

東村山第四中学校 

（☆おおぞら学級） 

萩山小学校 

（☆きりの木学級） 

（☆ことばの教室） 


