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はじめに 

 

 東村山においては、昭和４９年の東京都の養護学校希望者全員就学の実施に先駆けて、昭和３

８年４月、八坂小学校に心身障害学級を設置しました。その後も児童・生徒の教育の機会の確保

に努め、障害のある児童・生徒の教育の充実を推進してきたところです。 

しかし、近年、社会のノーマライゼーションの進展や、心身障害学級に在籍する児童・生徒の

障害の多様化、通級指導学級に在籍する児童・生徒の増加、通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨ

Ｄ、高機能自閉症等（「等」は、アスペルガー症候群を指す。以下「ＬＤ等を含め障害のある児

童・生徒」という）の児童・生徒への適切な指導及び支援等への対応が急務となってきました。 

 こうした中、国は、平成１３年１０月に「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」 

を設置し、平成１５年３月に「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」をとりまと

めました。この最終報告においては、障害の種類や程度に応じ特別な場で指導を行う従来の『特 

殊教育』から、ＬＤ等を含め障害のある幼児・児童・生徒の教育ニーズを把握して適切な教育的

支援を行う『特別支援教育』への転換を図るという基本的な方向が示されました。 

 また、東京都教育委員会は、「東京都心身障害教育改善検討委員会」がとりまとめた「これか

らの東京都の特別支援教育の在り方について（最終報告）」（平成１５年１２月）を踏まえ、障

害のある幼児・児童・生徒一人一人が輝く特別支援教育の創造を目指して、「東京都特別支援教

育推進計画」を策定しました。 

その後、平成１８年３月３１日には、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成１８ 

年文部科学省令第２２号）」が公布、平成１８年４月１日に施行され、平成１８年６月２１日に

は、「学校教育法等の一部を改正する法律」が公布、平成１９年４月１日から施行されて、特別

支援教育が本格実施する運びとなりました。 

そこで、東村山市教育委員会は、平成１８年１１月、本市における心身障害教育の現状と特別

支援教育の動向にかんがみ、本市における特別支援教育の方向性を示す「東村山市特別支援教育

推進計画」を策定するために、東村山市特別支援教育検討推進委員会（以下「推進委員会」）を

設置して調査・検討を依頼し、平成１９年２月にその内容をとりまとめた報告を得ることができ

ました。 

市教育委員会では、この協議と並行して、この推進委員会の設置以前から取り組んできた、本

市における心身障害教育の成果や課題の洗い出し、現状分析を行う作業を進めてまいりました。

そして、この度の推進委員会の報告を踏まえ、『東村山市特別支援教育推進計画』を策定するこ

ととなりました。 

東村山市特別支援教育推進計画は、幼稚園・保育園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、児童・生徒に対する指導の充実、学校の指導体制の充実等を

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。 

 これまでも市教育委員会は、東京都と連携・協力して障害のある児童・生徒の教育を推進して

きましたが、今後は学校教育関係者だけでなく、保健・医療、福祉、労働等の関係機関との密接

な連携やＬＤ等を含め障害のある幼児・児童・生徒やその保護者への乳幼児期から学枚卒業後ま

での一貫性のある支援体制を整備していくことが必要です。 

特別支援教育を推進するにあたっては、こうした関係者の取組や努力だけでは十分でなく、保

護者や市民の皆様の御理解と御支援をいただかなければなりません。 

東村山市教育委員会は、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

できる社会の実現に向けて努力を重ねてまいりますので、広く市民の皆様からの御理解と御協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

平成１９年３月                         東村山市教育委員会 
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第１章 

心身障害教育から特別支援教育へ 



第１章 心身障害教育から特別支援教育へ 
  平成１４年１２月に閣議決定された「障害者基本計画」や、平成１５年３月に示された「今

後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」、あるいは平成１６年６月に改正された「障

害者基本法」、また同年１１月に示された「東京都特別支援教育推進計画」は、障害の有無にか

かわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会（ノーマライゼーション社会）

の実現を目指した理念で貫かれています。 

さらに、平成１７年１２月の中央教育審議会答申「特別支援教育を推進するための制度の在

り方について」を踏まえ、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成１８年文部科学省

令第２２号）」（平成１８年３月３１日公布、平成１８年４月１日施行）や「学校教育法等の一

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）が示され、特別支

援教育にかかわる法令等の整備がほぼ整いました。 

 こうした中、特別支援教育の理念の実現に向けて学校教育が果たすべき役割は多大なものが

あります。その意味で、これからの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あることを共

通理解することが大切です。そして、心身障害教育の関係者のみならず、子どもたちの教育に

携わるすべての者や保護者、市民が自らの意識を改革し、新たな教育制度に向けて発想の転換

を図ることが必要となっています。 

 

１ これまでの心身障害教育 

   これまでの東村山市の心身障害教育は、障害のある児童・生徒一人一人の障害の種類や程度

に応じて、都立の盲・ろう・養護学校（養護学校等という。）での教育に加え、小・中学校の心

身障害学級において専門的な教育を行ってきました。 

  本市が設置する小・中学校の心身障害学級には、学習活動全般において特別な指導を必要と

する児童・生徒を対象とした「固定学級（知的障害）」と、通常の学級に在籍しながら学習活動

の一部において特別な指導を必要とする児童・生徒を対象とした「通級指導学級（情緒障害）」

があり、平成１９年２月現在、全体の１．３％程度の児童・生徒（小・中学校、通級指導学級

を含む）が心身障害学級で専門的な教育を受けています。 

 

２ 特別支援教育への転換 

  全国及び東京都において、障害のある児童・生徒等の教育をめぐっては、近年、障害の重度・

重複化や多様化が進んでおり、さらに養護学校や心身障害学級の在籍者が増加する傾向にあり

ます。 

  このことは市においても同様で、小・中学校における心身障害学級の在籍者の多様化の問題、

通級指導学級を希望する児童・生徒の増加への対応や通常の学級に在籍するＬＤ等を含め障害

のある児童・生徒への適切な教育的支援の実現という課題が生じています。 

特に、ＬＤ等を含め障害のある児童・生徒は、全般的な知的発達の遅れがないことから小・

中学校の通常の学級において教育を受けていますが、学習面や行動面で著しい困難を示し、学

習活動や対人関係の不適応を起こす場合もあることなどから、こうした児童・生徒に対する適

切な指導及び支援を行うことが課題となっています。 

 こうした状況にかんがみ、国は、「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」（平成

１５年３月）において、障害の種類や程度に応じ特別な場で指導を行う『特殊教育』から、Ｌ

Ｄ等を含め障害のある児童・生徒一人一人の教育ニーズに応じて適切な教育的支援を行う『特

別支援教育』への転換を図るという基本的な方向を示し、都においても『東京都特別支援教育



推進計画（平成１６年１１月）』が示されました。 

したがって、今後は、市においても、社会のノーマライゼーションの進展やこれまでの市に

おける心身障害教育の成果、東村山市特別支援教育検討推進委員会の報告等、都や国の動向等

を踏まえ、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等、特別な支援が必要な児童・生徒の教育や支援の

在り方など、特別支援教育の展望を明らかにしていく必要があります。 

 

 

 用語の説明 

 

※（１）特別支援教育 

特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、ＬＤ等を含めて障害のある児童・生徒の自立や

社会参加に向けて、その一人一人の教育ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善

又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものである。（文部科学省 平成１５年３月）

「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」 

 

※（２）心身障害教育 

特殊教育と同義。東京都では「心身障害教育」の名称で呼ぶ。平成１９年度から、特別支援教育の名称となる。 

 

※（３）都立盲・ろう・養護学校 

学校教育法に基づき、盲者、ろう者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者に対し、幼稚園、小学校、中学校又

は高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害に基づく種々の困難の改善等に関する指導を行うために都道府

県が設置する学校。盲・ろう・養護学校に就学すべき障害の程度は、学校教育法施行令第２２条の３に定めら

れていた。平成１９年度からは、学校教育法の改正により特別支援学校と名称の変更が行われる。特別支援学

校の対象者は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱を含む）であり、

幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克

服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている。 

 

※（４）心身障害学級 

特殊学級と同義。東京都では「心身障害学級」の名称で呼ぶ。平成１９年度から、特別支援学級の名称となる。 

 

※（５）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の形態。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・身体虚弱（院内学級）、情緒障害を対象とした学級がある。本市の固定学級は、知的障害を対象と

した学級である。 

 

※（６）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、障害の改善等に関する一部の学習について、小・中学校に設置された学

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

学級は、情緒障害を対象とした学級である。 

 

 

 

 



※（７）ＬＤ 

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち、特定のもの

の習得と使用に困難を示す様々な状態を指す。原因として、中枢神経に何らかの機能障害があると推定される

が、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。 

（文部省 平成１１年：「学習障害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調査研

究協力者会議」） 

 

※（８）ＡＤＨＤ 

 年齢あるいは発達に不釣合いな注意力、衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業に支

障をきたすものである。７歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があ

ると推定される。 

（文部科学省 平成１５年：「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」） 

 

※（９）高機能自閉症 

３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定の

ものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知能の遅れを伴わないものをいう。中枢神

経に何らかの要因による機能不全があると推定される。 

（文部科学省 平成１５年：「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

計画の性格 



第２章 計画の性格 
東村山市特別支援教育推進計画（以下「推進計画」という。）は、これまでの「心身障害教育」

から「特別支援教育」への転換にあたり、ＬＤ等を含め障害のある児童・生徒等の教育に対する

市民の期待にこたえるため、心身障害学級における課題の解決や、小・中学校の通常の学級にお

ける特別支援教育を充実するための支援の在り方など、これからの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総合的な計画です。 

 

１ 計画期間及び長期計画と実施計画 

（１）計画期間 

  計画の期間は、平成１９年度から平成２４年度の６年間とします。 

 

（２）長期計画と実施計画 

  この計画においては、東村山市における特別支援教育推進の基本的な方向を示すものとして、

６年間にわたる「長期計画」を定めます。 

  また、「長期計画」の実現に向け、当面の具体的な計画として、平成１９年度から平成２１年

度までの「第一次実施計画」を定めます。 

  なお、「第二次実施計画」については、対象となる児童・生徒数の推計や進路希望の動向、学 

 校の実態、社会の動向等を勘案しながら、平成２１年度には、委員会（平成１８年度に設置し

た「東村山市特別支援教育検討推進委員会」の延長線上に位置付ける委員会）を立ち上げ、後

期の３年計画の見直しを図ります。 

  計画の実施にあたっては、現行の制度を活用することにより、実現可能なものについては、

迅速に対応するとともに、中・長期的な見通しが必要なものについては、現状の体制を踏まえ、

実現に向けた手順を明らかにしていきます。 

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２１年度中に見直し 

 

（３）国や都の動向を踏まえた計画の推進 

  平成１６年１１月には、東京都教育委員会から「東京都特別支援教育推進計画」が既に示さ

れています。 

その後も、中央教育審議会において、特別支援教育を推進するための制度の在り方について

の調査・審議が行われ、平成１７年２月には、「特別支援教育を推進するための制度の在り方に

ついて」の答申が出されました。これらを踏まえて「学校教育法施行規則の一部を改正する省

令（平成１８年文部科学省令第２２号）」（平成１８年３月３１日公布、平成１８年４月１日施

行）や「学校教育法等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）が示されています。 

さらに、平成１８年１２月には、「特別支援教育支援員の配置に必要となる経費に係る地方財

政措置の予定について」の通知があり、具体的な対応については今後示される予定となってい

ます。そのような場合には、今後、推進計画の内容を一部変更することも考えられます。 

 

 

 

 



２ 東村山市の役割 

（１）東村山市教育委員会の役割 

   心身障害学級にある課題の解決及び小・中学校における特別支援教育の充実に向け、児童・

生徒等や保護者・市民のニーズ、在籍者数の動向、社会の動向、財政状況等を総合的に勘案

し、適時・適切な計画の策定と迅速な推進に努めます。 

ＬＤ等を含め障害のある児童・生徒に対する教育環境の整備の在り方については、国の動

向や、これまでの心身障害学級における教育の成果及び保護者の要望等を十分に踏まえ、予

算面での対応も含め、慎重に検討していく必要があります。 

   しかし、小・中学校における校内体制の整備、関係諸機関や専門家との連携によるネット

ワークの構築などについては、早期からの取組を積極的に進めることが可能です。 

   今後、市においては、児童・生徒や保護者のニーズ、地域の実情や本計画に示す趣旨を踏 

  まえ、都教育委員会や都立の盲・ろう・養護学校等と連携しつつ、特別支援教育推進体制の

整備計画を進めていきます。 

 

（２）各学校の役割 

   市内の小・中学校においては、本計画に示す趣旨及び方向を踏まえ、在籍する児童・生徒

等の教育内容・方法の充実や連携の在り方等、自校の改革・改善に向けた各種の事業に積極

的に取り組む必要があります。その際には、平成１８年度から全校に配置・指名をしている

校内委員会及び特別支援教育コーディネーターを中心に各種の取組を進めていくことが効果

的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

計画の基本的な考え方 



第３章 計画の基本的な考え方 
   この計画は、保護者や市民の期待にこたえるため、ＬＤ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

れからの本市における特別支援教育推進体制の充実について総合的な視点から計画化するもので

あり、児童・生徒等の将来の社会参加・自立に向けて、市教育委員会として全力を傾けてその推

進にあたるものです。 

１ 東村山市における心身障害教育の現状と課題 

（１）固定の心身障害学級にかかわる課題 

 現在、本市では、固定の知的障害学級を、小学校４校・中学校２校の計６校に設置してい

ます。市全体として児童・生徒数が増加する中で、小学校の固定の心身障害学級の児童数は

減少し、中学校の固定の心身障害学級の生徒数は、増加する傾向が見られます。 
課題としては、障害の多様化の傾向にどのように応じていくかということがあげられます。

今後は、固定学級の教師の専門性を生かした指導を求めるニ－ズが高まってくることが、十

分に予想されます。 
 
（２）通級指導学級（情緒障害）にかかわる課題 

近年の傾向として、わかたけ学級・みどり野学級へ通級する児童・生徒数の増加があげら

れます。国の法改正により、両学級の対象となる児童・生徒の障害の範囲や指導時間数の弾

力化が図られていることから、今後の通級指導学級としての在り方や学級の増設についても

検討することが課題となっています。 
 

（３）心身障害学級と通常の学級との連携協力について 

 心身障害学級設置校には、個別指導計画の作成と活用等、障害のある児童・生徒に対する

指導の在り方を他の場面に活用することが期待されています。本市における特別支援教育の

一層の充実を図るためには、現在の心身障害学級と通常の学級の連携・協力を進めていくこ

とが課題となっています。 

心身障害学級の担当者に対しては、心身障害教育に関する経験と専門性を発揮することや

児童・生徒の交流及び共同学習を推進していくための具体的な実践を積み重ねていくことが

求められています。 

 

（４）通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への対応 

   都教育委員会がすべての小・中学校を対象に行った平成１５年度の調査によると、通常の

学級に在籍する児童・生徒のうち４．４％が、特別な教育的支援を必要としていることが明

らかになりました。ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等をはじめとして、小・中学校の通常の

学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒の教育ニーズに適切に対応するためには、

平成１８年度から全校に設置・指名した校内委員会の充実や特別支援教育コーディネーター

の資質の向上等が求められています。加えて、校内体制の整備や個別指導計画・個別の教育

支援計画に基づくきめ細かな指導も必要です。 

   また、本市の実態や特色を踏まえた教育環境の整備について、バリアフリーへの対応や特

別支援教室の設置に向けた各学校の余裕教室等の活用可能なスペースの状況等について調査

を行い、市としての対応を明らかにしていくことが課題となっています。 

 

（５）小・中学校の教員の専門性の向上 

   平成１６年９月の調査によれば、本市の心身障害学級の教員の特殊教育教諭免許状の保有



率は２１％となっています。特別支援教育への移行にあたっては、現在の心身障害学級の教

員の専門性をより一層向上させることが課題となっています。 

２ 計画の基本理念及び指針 

【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。 

この理念を実現に向け、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。 

 

【指 針】 

（１）子どもの発達段階に応じ、関係諸機関の連携体制の充実を図ります。 

関係諸機関が連携を図り、子どものニーズや社会の変化に対応した一貫性のある指導を展

開します。将来の社会参加・自立に向け、子どもの可能性を最大限に伸長するための支援体

制を整備します。 

 

（２）相談体制の充実を図り、児童・生徒や保護者への支援を強化します。 

障害のある児童・生徒や保護者の支えとなるような相談体制を構築します。研修の充実を

図り、小・中学校の教員や特別支援教育コーディネーターの資質の向上を図るとともに、特

別支援教育コーディネーターを窓口として、小・中学校及び特別支援学校との連携を図りま

す。 

 

（３）特別支援教育の充実に向けて、学校への支援体制を充実します。 

   特別支援教育にかかわる校内委員会の進め方や個別指導計画・個別の教育支援計画の作成

の視点から学校の取組を支えます。これまでの実績を踏まえ、市の教育相談室の充実を図り、

専門的な視点にたった助言等を各学校の実態に応じて積極的に行います。 

また本市独自の取組である「顧問講師制度」を活用し、学校の支援体制づくりを進めます。 

 

（４）通常の学級における特別支援教育を推進するために指導体制の充実を図ります。 

   平成１８年度に小・中学校に対して配置している５名の教員サポーターを増員し、指導体

制の充実を図ります。学生教育ボランティア等からの協力を得る場合の留意事項を明らかに

し、指導の質的な向上を図ります。 

 

（５）特別支援教育について専門性の高い教員の育成を図り、質の高い教育を行う学校づくりを

進めます。 

   教育に対する熱意と使命感をもち、ＬＤ等を含め障害のある児童・生徒の教育に関する豊

かな知識と高い技能をもった教員を育て「学校の専門性」を高めます。固定の特別支援学級、

通級の特別支援学級の在り方について研究を進め、特別支援学級の充実を図ります。 

 

３ 推進計画の基本的な方向 

（１）特別支援教育の視点を踏まえた個に応じた教育内容の充実 

   児童・生徒等の障害の多様化の現状を踏まえ、特別支援教育運営委員会（平成１８年度ま

で「心身障害教育運営委員会」）の活動をとおして「個別の教育支援計画」の作成を推進し



ます。将来の社会参加と自立に向けた多様な進路希望にこたえるために、幼稚園・保育園・

小学校・中学校・特別支援学校との連携の充実を図ります。また、都立の特別支援学校や特

別支援学級に在籍する児童・生徒が地域とのつながりをもてるようにするための副籍制度の

導入・実施に向けた研究を進めます。 

   中でも、教育、保健・医療、福祉、労働等による新たな連携体制の整備に向け「特別支援

教育連絡協議会」の設置などの体制整備を進めていきます。 

また、特別支援教室の整備や副籍事業の実施に備え、教育環境等の整備に努めます。 

 

（２）通級指導学級の適正な規模と配置 

小学校と中学校の通級指導学級間の連携を図り指導の一貫性を確立し、巡回指導の在り方

について研究を進めます。また、通級指導学級において、今後も見込まれる児童数の増加へ

の対応を検討します。 

 

（３）教員及び特別支援教育コーディネーターの資質の向上 

教員の資質や専門性の向上等を目的として、特別支援教育の理解に関する研修や専門的な

研修及び特別支援教育コーディネーターの育成に関する研修を計画的に実施します。また、

顧問講師制度を活用したブロックごとの研修体制についても工夫が図られるようにします。 

 

（４）一人一人を大切にする教育を推進するための市民の理解啓発の充実 

   特別支援教育の動向を踏まえ、ＬＤ等を含め障害のある児童・生徒等の特別な教育的ニー

ズに対応した多様な教育を展開するためには、特別支援教育に関する市民の理解啓発を推し

進めることが不可欠です。 

   今後、特別支援教育に関する説明会の実施や交流及び共同学習にかかわる実践の公開等、

これまでに各学校が実施してきた理解啓発に関する取組をより一層充実させていきます。 

教育広報誌である「きょういく東村山」を通した、保護者や市民への情報発信を行い、全

市的な視点に立って特別支援教育に関する理解啓発活動をより一層充実します。 
 

 

 用語の説明 

 

※（１）特別支援教育コーディネーター 

   特別な支援を必要とする児童・生徒やその保護者のニーズに対する適切な支援を実施するために、学校内の教職

員及び学校外の関係機関・専門家等との連絡・調整を行う者（教員）。小・中学校及び特別支援学校において、

校長が指名する。 

 

※（２）特別支援教室 

特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に対し、個のニーズに応じた適切な教育を行うために小・中学校に設

置する教室のこと。「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」の中で、現在の心身障害学級に替わ

るものとして提言された。 

◎都においては、「これからの東京都の特別支援教育の在り方について（最終報告）」（平成１５年１２月）の

中で、Ａ・Ｂ・Ｃの 3つの特別支援教室のタイプについて提言している。 

 ①特別支援教室Ａ：固定的に配置された教員が週の相当時数、専門的な指導を行う拠点的な特別支援教室 

 ②特別支援教室Ｂ：専門的な施設・設備を備え、固定的な指導と巡回による指導を行う拠点的な特別支援教室 

 ③特別支援教室Ｃ：担当の教員が、週の必要な時間、巡回指導を行う特別支援教室 

◎国においては、「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」（平成１７年１２月）の中



で、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの３つの特別支援教室のタイプについて例示している。 

 ①特別支援教室Ⅰ：ほとんどの時間を特別支援教室で特別の指導を受ける形態。 

 ②特別支援教室Ⅱ：比較的多くの時間を通常の学級で指導を受けつつ、障害の状態に応じ、相当程度の時間を

特別支援教室で特別の指導を受ける形態。 

 ③特別支援教室Ⅲ：一部の時間のみ特別支援教室で特別の指導を受ける形態。 

   さらに、「学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（参議院文教科学委員会 平成１８

年４月）の中で、次のように述べている。 

  八、障害者基本法に基づき、障害のある子どもとない子どもの交流及び共同学習を更に積極的に進めること。

また、特別支援学級に関しては、対象となる子どもの増加、教育の困難性などに十分に配慮した施設設備に

努めるとともに、特別支援教室にできるだけ早く移行するよう十分に検討を行うこと。 

 

※（３）顧問講師制度 

 東村山市独自の事業である。保護者及び教員に対して心身障害教育及び特別支援教育にかかわる心理・言語等

の専門的指導を行う顧問講師を選任し派遣する取組である。（平成１８年４月１日制定 平成１９年度に向け

て、現在、実施要領の改正の準備を進めている。） 

 

※（４）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。平成１８年度は５名の教員サポーターを１４校に配置した。 

 

※（５）教育学生ボランティア 

 学生及び大学・短期大学を卒業し、教育にかかわる職種へ就業を目指している者が、東村山市内の小・中学校

等の教育活動に取り組む事業である。学生は、活動の中で社会体験を深めるとともに、次代を担う児童・生徒

の育成に貢献し、教育委員会及び学校は、学生に、教育に携わる者としての資質の向上を図る研修の場と社会

的な活動の機会を与えるとともに、児童・生徒を年齢の近い世代である学生ボランティアと触れ合わせること

により、近い将来における生き方を考えさせ、様々な活動に関する興味や関心を引き出し、意欲を高めること

をねらっている。 （平成１５年４月１日制定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


