
○特別支援教育の推進
・調布市特別支援教育全体計画【改定版】に基づき，通常の学級における特別支援教育に視点をあて，ユニバ
　ーサルデザインを取り入れた授業を推進する。そのために，専門家等を活用するとともに，研修会を充実さ
　せ，教員の指導力向上を図る。
○教育相談の充実
・年々増加する相談件数に対応するため，来所相談においては引き続き主訴の改善につながる効果的な面談に
　努め，就学相談では相談申込から答申までの流れを精査し，改善を図る。特に，在籍数の増加が著しい小学
　校の「特別支援教室」については，学校及び指導室と連携して適切な指導につながるよう調整を図る。
○いじめ，虐待，不登校等の把握と連携・支援
・いじめの撲滅，虐待の早期発見，不登校の未然防止を図るために，各委員会等における情報交換を密にし，
　各課題に対しての教員の資質・能力を向上させる。
・調布市いじめ防止対策委員会を設置し，いじめ事案が発生した場合に迅速に対応することができるよう，組
　織化を図る。

24 教育相談の充実 Ａ 継続

25 いじめ，虐待，不登校等の把握と連携・支援

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）
○特別支援教育の推進
・年5回の特別支援教育推進委員会及び夏季休業日中の特別支援教育に関わる研修会等において，主に通常の学級における特
　別な支援が必要な児童・生徒に対しての支援及び指導の工夫について充実を図ることができた。
・各学校に合理的配慮協力員や専門家等の派遣を推進するとともに，特別支援学校や調布市子ども発達センター等の関係機
　関との連携を図ることができた。また，保護者向けリーフレットを作成・配布し，理解啓発を図ることができた。
・通常の学級で使用する個別の教育支援計画及び個別指導計画の様式を改善することができた。
○教育相談の充実
・来所相談は，相談件数が過去最高の５４５件となったが，１０５件を主訴の改善等による終結につなげることができた。
・電話相談では，学校でのいじめや教員への苦情などについて，指導室や関係機関等と連携して対応したほか，子ども発達
　支援センターと連携して不安を抱える小学校１年生の保護者の個別相談（面談）を実施し，不安の解決につなげた。
・就学相談は，平成２６年度から１００件増の３５３件の相談を受けるとともに，相談の結果が就学後の指導に活かされる
　よう，学校との連携を強化した。また，情緒障害等通級指導学級が「特別支援教室」となったことに合わせ，小学校在籍
　児童の入級受付の方法を変更し，在籍校の特別支援教育コーディネーターと連携して対応した。
○いじめ，虐待，不登校等の把握と連携・支援
・調布市教育委員会いじめ防止対策基本方針の策定に基づき，学校いじめ防止対策基本方針が策定され，いじめの未然防
　止・早期発見・早期解決・重大事態への対処における，学校の組織体制の構築を図ることができた。
・学期に１回，指導室と教育支援コーディネーター室で協議する場を設けたことで，スクールソーシャルワーカー，すこや
　か等との連携が図られ，迅速に各学校の虐待・不登校等の対応に努めることができた。
・年２回のふれあい調査，年１回の問題行動調査等を通じて，いじめ，不登校等の実態把握と傾向分析をするとともに，年
　５回の不登校対策委員会及び年１０回の生活指導主任会等を開催し，いじめ，不登校の未然防止につなげることができ
　た。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

Ａ 継続

施策振返りシート

施策 7 個に応じた支援及び指導の充実 施策主管
課長

指導室長
神谷　出

23 特別支援教育の推進 Ａ

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）
　全ての児童・生徒が，自己の能力を発揮し，生き生きと学校生活を送ることができるよう，個に応
じた支援及び指導の充実を図る。

事業展開目標達成度
事業
番号

主要事業名

２　背景（ＰＬＡＮ）
１　特別支援教育
　平成２２年１１月，東京都教育委員会は，「東京都特別支援教育推進計画第３次実施計画」を策定した。こ
れに基づき，調布市では，「調布市特別支援教育全体計画」を平成２５年３月に策定し，子ども一人一人を本
当に大切にする教育の実現に向けて計画を推進している。
　また，通常の学級における特別な支援が必要な児童・生徒の数が増加しており，組織的な校内体制の充実や
人的支援，教員や保護者，地域への障害に対する理解啓発など，さらなる支援の充実が必要である。
２　不登校児童・生徒等への支援
　不登校状態にある児童・生徒数は，全国では横ばいから微増傾向にあるものの，調布市においては増加傾向
にあり，その要因や背景も多様化，複合化の傾向にある。不登校数を減らし，全ての児童・生徒が楽しい学校
生活を送るためには，不登校の「未然防止」と「初期対応」について，子ども一人一人の実状に合わせてきめ
細かな支援体制を構築する必要がある。

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

継続
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個に応じた支援及び指導の充実

主要事業評価シート

7

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
・通級指導学級に通っている児童・生徒の個別の教育支援計画，個別指導計画の作成枚数自体は増加している
　が，分母数が増えているため，作成率が下がっている。通級指導学級に通っていない，特別な支援を必要と
　する児童・生徒の数も増加しており，個別の教育支援計画及び個別指導計画の作成について，さらなる推進
　が必要である。
・個別の教育支援計画，個別指導計画を活用した，より組織的な支援体制を構築する必要がある。
・特別支援学級においても経験年数の浅い教員が増加しており，指導力の早期育成と充実が求められる。
・平成28年度から導入される特別支援教室専門員（都費）の派遣等を踏まえ，特別な支援を必要とする児童・
　生徒への効果的な支援体制の構築が必要である。

23

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○市立全小・中学校で特別支援教育を推進し，障害のある子ども一人一人に必要かつ適切な支援を行う。
○共生社会の形成に向けて，障害のある人も障害のない人も，可能な限り同じ場で共に学び合えることができる
　よう，支援のつながりを強化する。
○障害のある人の自立と社会参加に向けた支援が提供できるよう，通常学級，特別支援学級（知的障害学級），
　通級指導学級等の連続性のある「多様な学びの場」を整備する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○情緒障害等通級指導学級担任による巡回指導を実施するために必要な環境整備及びシステムの構築
○特別支援学級担任連絡会（特別支援学級主任教諭対象，年３回），特別支援教育担任研修会（特別支援学級全
　教員対象，年４回），特別支援教育推進委員会（特別支援教育コーディネーター対象，年5回）の実施
○調布市子ども発達センター，幼稚園・保育園と連携し，就学支援シートの活用を推進
○文部科学省委託インクルーシブ教育システム構築モデル事業（調和小学校）の推進及び調布市成果発表会の
　開催
○初任者研修及び２・３年次研修，副校長研修において，特別支援教育の研修を実施
○都立特別支援学校と連携した副籍事業，直接交流の推進
○日本語指導教室の実施
○障害児（者）親の会と連携し，保護者，児童・生徒のニーズに対応した特別支援教育の推進
○調布市特別支援教育全体計画【改定版】を策定
○調布市特別支援教室巡回指導実施要領，特別支援教室拠点校及び知的障害学級における教育課程編成のための
　ガイドラインを策定

・市立全小学校で，東京都により平成28年度から導入が決定している特別支援教室巡回指導を先行実施するこ
　とができた。また，各特別支援教室の環境整備を進め，共通する教材・教具を整えることができた。
・通級指導学級に通っている児童・生徒の個別の教育支援計画の作成率は，小学校が90.6％，中学校が100％
　であった。また，個別指導計画の作成率は，小学校が98.2％，中学校が100％であった。
・小学校に提出された就学支援シートは１60名分（全小学１年生の8.8％）となり，昨年度より1.2％増加し
　た。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

・特別な支援を必要とする児童・生徒の個別の教育支援計画及び個別指導計画の作成
　及び活用のための指導助言及び研修を実施し，さらなる推進を図る。
・指導主事の学校訪問等において，特別支援教育の視点を取り入れた授業について指
　導を行う。
・特別支援教育推進委員会において合理的配慮や校内委員会のあり方についての研修
　を実施し，より組織的な支援体制の構築を図る。
・特別支援学級において，指導教諭による模範授業への参加及びタブレット端末等を
　使った授業に関する研修を実施し，資質・能力の向上を図る。
・特別支援教室専門員，スクールサポーター，学級介助員への研修を実施し，資質・
　能力の向上を図る。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

特別支援教育の推進

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ．

教育相談の充実

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○来所相談：相談継続の期間や相談件数の推移を検証するとともに，主訴改善による
　終結（相談の終了）に向けて，適切かつ効果的な面談となるよう努める。
○電話相談：ＰＲや案内の機会を増やして認知を高め，相談しやすい環境を作る。
○就学相談：引き続き広報やＰＲに努め，１２月末までの答申となるよう進める。
　就学後の適応状況について，巡回相談員が状況を観察・報告する仕組みを作る。
○巡回相談：就学相談と連携するほか，巡回相談の対象となった保護者に対し，必要
　に応じて転学相談や来所相談を案内し，教育相談所につなげるよう連携を強化す
　る。
○相談員のスキルアップ研修の実施：相談員が研修会等へ参加する機会を創出する。
○保護者支援：保護者の集い参加者のアンケートからニーズを確認し，改善を図る。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
○来所相談：相談員数や相談室数が限られるため，相談者の増加により予約がとりにくいケースが生じている。
○電話相談：何かあれば電話できる，相談しやすい環境づくりや効果的な広報が必要。
○就学相談：引き続き，丁寧な相談をしつつ，１２月末までの答申となるよう進める。就学後の状況について
　は，巡回相談と連携して，適応状況の把握に努める。
○巡回相談：巡回相談が児童・生徒や学校の問題解決につながるような連携（来所相談，転学相談，継続相談）
　を図る必要がある。
○相談員のスキルアップ研修の実施：相談員が所外の研修会，講演会等へ参加する機会が少ない。
○保護者支援：学校に行きづらい子どもの保護者の集いの実施を継続しながら，より保護者のニーズに対応し
　た内容としていく必要がある。保護者が参加しやすい時間での開催を検討する。

24

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○教育相談（来所相談・電話相談・就学相談・巡回相談）の充実と関係機関との連携の強化
・各相談事業の周知・ＰＲに努め，相談者（児童・生徒及び保護者）が相談しやすい環境を作る。
・相談者の問題が解決するよう，必要な支援を行うとともに，関係機関と連携して対応する。
・就学相談については，学級編制時期を考慮して事業を進め，就学先の決定のみではなく，相談経過や意見が相
　談者（児童・生徒）の教育環境の整備に資するものとなるよう学務課や学校との連携を図る。
・相談者の問題解決のため，相談員のスキルアップを図る。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○来所相談：心理専門職による面接相談やプレイセラピーの実施（相談件数５４５件，延べ相談回数5,865
　回）
○電話相談：「教育相談所だより」等で周知を強化した。匿名での電話相談（相談件数１８８件　うち児童・
　生徒から１０件，父母１６４件，その他１４件）
○就学相談：説明会や広報等で「夏休み前の相談申込」をPRした。就学相談の実施及び関係機関と連携した
　「就学等検討委員会」の運営（就学相談３５３件，発達検査実施１３１回，就学等検討委員会開催４４回）
○巡回相談：巡回相談員連絡会を開催。専門家による巡回相談の実施（巡回数１０２回）
○相談員のスキルアップ研修の実施（所員研修会１回，事例検討会１０回，視察研修１回）
○保護者支援：学校に行きづらい子どもの保護者の集いの実施（３回　延べ参加人数５２人）

○来所相談：延べ相談回数は5,865回（前年比２１３回減）。丁寧な対応を継続し，「学校に行きづらい」，
  「集団不適応」等の主訴の改善による終結につなげた。
○電話相談：学校でのいじめや教員への苦情等について，関係機関等と連携して対応した。（１８８件中４８
　件）
○就学相談：学級編制等との連携のため，諮問・答申のスケジュールを調整した結果，相談件数に対する１２月
　末までの答申完了の割合が第一就学部会９５％・第二就学部会８３％となった。
○巡回相談：連絡会を開催してすべての相談員と面談し，現状把握や課題の抽出を行った。平成２８年度に特別
　支援教育の専門家２人を新たに相談員とするほか，報告書を来所相談・就学相談と共有できるよう整備した。
○保護者支援：学校に行きづらい子どもの保護者の集いは，情報共有や共感の場として参加者の評価が高い。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 個に応じた支援及び指導の充実

主要事業評価シート

7

事業主管課 教育相談所
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個に応じた支援及び指導の充実

主要事業評価シート

7

事業主管課 指導室

その他

ＮＯ．

②　課題
・不登校対策員を中心とした，学校組織体制の構築の徹底
・発達に障害等のある特別な支援が必要な児童・生徒への対応の仕方の検討
・学校いじめ防止基本方針を踏まえた，いじめの未然防止，早期発見，早期対応の取組の充実
・調布市教育委員会いじめ防止対策委員会の発足及び組織化が必要

25

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　いじめ，虐待，不登校については，スクールカウンセラーの活用や子どもを守る地域ネットワークとの連携等を通じて，
早期発見や予防を行うとともに，文部科学省の問題行動調査やふれあい月間等を通じて，実態把握・傾向分析を行い，関係
機関と連携し対応する。
　不登校児童・生徒に対して，小集団での学習・活動の場を通じて対人関係能力の伸長や自立支援のための集団適応指導を
行うとともに，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し，学校・家庭と連携を図りながら学校復帰に
向けた支援を進める。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○不登校児童・生徒の解消に向けた取組
・東京学芸大学と連携し，メンタルフレンドの派遣及びテラコヤスイッチ，不登校プロジェクトを実施した。
・適応指導教室「太陽の子」，通級指導学級「七中相談学級」への訪問及び家庭への支援が必要な案件に対して，スクール
　ソーシャルワーカーを派遣した。
・不登校対策委員会を新しく設置し，年５回，各学校の不登校対策についての情報交換及び研修会等を開いた。
○いじめの未然防止・早期発見・早期解決への取組
・小学校第５学年及び中学校第１学年の児童・生徒に対してのスクールカウンセラーによる全員面接を実施した。
・いじめ撲滅の手引き改訂版及びいじめ撲滅リーフレットを作成し配布するとともに，調布市人権教育指導資料を用いた校
　内研修を実施した。
・平成２７年度いじめ調査，平成２７年度問題行動調査により調布市の実態を把握した。調査の際は，文部科学省からの通
　知を受け，いじめの積極的認知を求めた。
・１２月の調布市立学校人権週間では，いじめに特化し，児童会・生徒会が中心となった取組（いじめ撲滅運動）を行っ
　た。また，その成果と課題を資料等にまとめ，学校に情報発信した。
○虐待の未然防止・早期発見に向けた取組
・調布市家庭支援センター（すこやか）等と連携し，虐待が疑われる事案についての連絡等の相談体制の充実に努めた。
○要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）との連携を図った。

○不登校児童・生徒の解消に向けた取組，いじめ・虐待の未然防止
・教育支援コーディネーター室をはじめとする相談機関が，不適応や不登校，親の養育不安などに関する保護者等の相談に
　対して，適切な支援をコーディネートした。
・不登校対策委員会で，各学校の効果的な不登校対策について，情報交換を密に行ったことで，各学校の不登校対策員の資
　質・能力の向上を図ることができた。
○学校いじめ防止対策基本方針の改訂
・都の方針を受けて方針を改訂したことで，各学校の組織体制が明確に位置付けられ，教員集団の意識の向上が図られた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

○不登校対策員を中心とした，学校組織体制を構築する。
・「新たな不登校児童・生徒を生まない」ための取組の検討
○いじめの未然防止，早期発見，早期対応における校内推進体制を構築する。
・児童・生徒自らが，いじめについて主体的に考え，学び，活動する取組の実施
・学校相談体制の充実
・学校いじめ防止対策委員会の取組の充実とスクールカウンセラーや教育相談所との
　連携の充実
〇調布市教育委員会いじめ防止対策委員会を立ち上げて，いじめに関する重大な事案
　が発生した際に，即時に対応できる組織を構築する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． いじめ，虐待，不登校等の

把握と連携・支援

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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