
                                                  調布市特別支援教育推進計画（素案）に対するパブリック・コメントの実施結果

【パブリック・コメント手続きの実施概要】

１　意見募集の概要
  (1)　意見の募集期間　平成３１年１月２８日（月）～２月２８日（木）
  (2)　周知方法　　　　   平成３１年１月２０日号，２月５日号，２月２０日号の市報及びホームページ
  (3)　資料の閲覧場所　指導室，公文書資料室，神代出張所，各図書館，各公民館，各地域福祉センター（染地，菊野台除く），
                                 みんなの広場（たづくり１１階），市民活動支援センター（市民プラザあくろす２階），調布市教育会館１階
  (4)　意見の提出方法　氏名，住所，御意見を記入し，直接または郵送，ＦＡＸ，Ｅメールで調布市教育委員会指導室まで提出

２　意見募集の結果概要
  (1)　意見提出件数：３５件（３０人）
  ＜提出意見の内訳＞
　  全般に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件
　  第１章「計画策定と背景と調布市特別支援教育推進基本理念及び方向性」に対する意見・・・・・１０件
　  第２章「計画の主な取組」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２件
　  第３章「資料」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件
 (2)　意見の概要と意見に対する市の考え方　以下のとおり
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     ３　意見の概要と意見に対する調布市教育委員会の考え方　　　　　　　　　※御意見は，原則，いただいた原文を基に掲載しています。

NO 構成（素案） 項目 御意見の概要 調布市教育委員会の考え方

1 全般

「調布市特別支援教育全体計
画【改訂版】素案に対する意
見について～（前回の特別支
援教育についてのパブリック
コメント）から

　「地域の人材を活用して学校の教育活動を支援していく事が重要である。特にボランティアとしての学校が必要と
しているのは，特別な配慮を要する子供たちに寄り添って関わっていく学級支援や学習支援②教育支援コーディネー
ター室がボランティアの窓口になって面談をして，学校と連携を図る。学校支援地域本部の設置，学校支援コーディ
ネーターが地域の人材と連携をはかりながら，特別な配慮を要する児童の学級支援や学習支援を推進，充実してい
く。」～～場ができませんでした。ネットワーク化ができませんでした。【他の自治体での活動】事例集が出て各地
でボランティア活動は推進しています。
　取り組まなければならない課題と対策：「見えにくい，分かりにくい」「学級支援ボランティアのプログラムの解
明と理解」
学習プログラムを「地域医療」「福祉」と連携しての取り組み：「意識の壁」「情報の壁」「制度の壁」「人材の
壁」「活動資金の壁」「活動拠点の壁」
１　学校に配置している特別支援教育コーディネーターは「コーディネーター」としての理解不足，役割を認識して
いるようには，見えません。関係職員はスクールサポーター，カウンセラー，養護の先生方を配置，巡回指導にあ
たっている。与えられている課題を解決していくには，スタッフをどうまとめていくかです。組織運営ができていな
い。タテ組織の弊害による問題。解決できない場合は，ボランティアを補助として，チームの一員として，コーディ
ネーターをアシスタントとして活用していく。学校ボランティアは子どもたちに接しています。コーディネーターは
構想力が大事です。
２　ボランティアの位置づけ，活用・役割を明確にしていく。②市が協定している医療機関との連携，指導の下で取
り組みをしていく。ボランティアは「問題児」について日々の行動について記録を取り指導計画に基づいて活動す
る。④学びの場が大事です。

　調布市では，平成３３年度（２０２１年度）を目途として市内全小・中学校に「地域学校協働本部」（旧学
校支援地域本部）の設置を目指しています。特に，既に配置されている小学校８校，中学校全校においては，
学校支援コーディネーターが中心となり，学校長をはじめ教職員と連携し，活動の推進に取り組んでおりま
す。児童・生徒の学習の補助として，「学習支援員」を中心とした取り出し授業等や，児童・生徒の身体的支
援・介助や学校行事等の支援等を目的とした「ボランティア」等を学校支援コーディネーターが学校に繋ぎ，
学校と共に児童・生徒の健全な育成を目指して取り組んでいます。
　また，各校の学校支援コーディネーターの業務の負担軽減や情報網の拡充のため，調布市教育委員会では，
平成３１年度（２０１９年度）から教育委員会経営研究室に「統括コーディネーター」を設置いたします。
　今後地域と学校が協力し合い，児童・生徒への教育活動の充実を目指し共に活動を推進していけるように，
教育委員会として支援していきます。

2 全般
学校支援コーディネーターに
ついて

　「昨今の日本は，教育，福祉，医療などの諸分野において多くの課題に直面している。改革の必要性が叫ばれてい
る。特別支援教育は障害のあるなしで分けるのではなく，すべての子は同じ尊い存在であるという考えに立ってい
る。現在，現場は少なからず「混乱と困惑」の状態にある。理由は普通教育しか経験していない。「特別支援教育」
はすべての障害を考えての教育であり，すべての教育の場で実施されるものである。また，教育・支援のなかには，
教育だけでなく，医療，福祉，労働など専門機関との連携を視野に入れてサポートしていくことが含まれている。」
「特別支援教育」～はじめに（筑波大学藤田和弘教授「特別支援教育読本」より）
　学校の領域内に地域・ボランティアの活動の連携～制度化～システム化
　子どもを軸に，学校を核をした　　　地域に広げたまちづくり
　特別支援教育を支える基盤強化　　　遅れている地域の体制
～推進を阻害する障壁～　「意識の壁」「情報の壁」「制度の壁」「人材の壁」「活動資金の壁」「活動拠点の壁」
まちづくり推進プロセス，出口戦略の方向性が示されていない。「新しい公共」～委嘱されたコーディネー
ター・・・教育環境を整備するためにはコーディネーターの存在が欠かせません。コーディネーターについての理
解，研修を通じて資質を高めていく事が重要になります。コーディネーターの役割は裏方であり，ボランティアが活
動しやすくするために社会のニーズに合ったプログラムを作ることです。
　「見えにくい，分かりにくい」学級支援ボランティアの解明・・・ボランティアの視点：①通常学級の発達障害の
グレーゾーンと発達障害のない愛着障害のグレーゾーン
　複数の目で子供たちのも守りを，学びの場の設定：①コーディネーターの役割は裏方であり，ボランティアが活動
しやすくするために社会のニーズに合ったプログラムを作ることです。②ボランティア活動活動は成熟した市民社会
を築きます。そのためには「教育環境の充実」「地域教育ネットワークの構築」「学校コーディネーター・学校ボラ
ンティア」の教育・学校支援などの「学び」の推進が重要になります。実施するかしないか検討段階ではありませ
ん。新しい領域，新しい公共，時間が懸かります。

　調布市では，平成３３年度（２０２１年度）を目途として市内全小・中学校に「地域学校協働本部」（旧学
校支援地域本部）の設置を目指しています。特に，既に配置されている小学校８校，中学校全校においては，
学校支援コーディネーターが中心となり，学校長をはじめ教職員と連携し，活動の推進に取り組んでおりま
す。児童・生徒の学習の補助として，「学習支援員」を中心とした取り出し授業等や，児童・生徒の身体的支
援・介助や学校行事等の支援等を目的とした「ボランティア」等を学校支援コーディネーターが学校に繋ぎ，
学校と共に児童・生徒の健全な育成を目指して取り組んでいます。
　また，各校の学校支援コーディネーターの業務の負担軽減や情報網の拡充のため，調布市教育委員会では，
平成３１年度（２０１９年度）から教育委員会経営研究室に「統括コーディネーター」を設置いたします。
　今後地域と学校が協力し合い，児童・生徒への教育活動の充実を目指し共に活動を推進していけるように，
教育委員会として支援していきます。

3 全般
知的障害学級間のレベル・質
の違いについて

　この度，調布市特別支援教育への取り組みをされてきたこと，今後されようとしていることはよく分かりました。
しかし残念ながらこれまでの活動に関しましては，率直に，「どんな研修をしてそれがどんな風に教師から生徒達に
生かされているんだろう？？」と疑問に思ってしまう程に,まるで効果を感じられません。
　支援の必要な生徒に対する教育において，専門的な知識をつけていただきたいのはもちろんのことですが，学校間
での教育のレベル・質の違いが発生しないよう，支援学級間での先生方の情報共有・勉強会・事業参観等も是非行っ
て頂きたいところです。合同学習は発表会を見て頂くとお分かりだと思うのですが，市内小学校○○知的障害学級と
他の学級との生徒数が圧倒的に違います。いろいろな面において（教師の質・人間性等も）市内小学校○○知的障害
学級が親御さんから嫌われていて，わざわざ学区内にも関わらず，越境してまでも生徒が他の学校流れているという
実態があるのです。（もう２年間，新一年生が入って来ていません。）それを単にそういう事実として見過ごすので
はなく，それが何故なのかというところまで気がついて見てもらえたら，と思います。
　また，市内小学校○○知的障害学級に通わせている親たちの間でも，教師の質（教え方・人間性）に不満がある者
が多く，そういった率直な意見を知る機会として，支援学級に通わせている親たちにアンケートを取って，教育委員
会としても実態把握する手立てを講じてもらえたらと思います。
　特に市内小学校○○知的障害学級は生徒数が少ない分，手厚く丁寧に教育してもらえると期待したいところなので
すが，それが全くもって叶っていない，というのは誠に残念でどうにかならないものだろうかと日々感じておりま
す。

　知的障害学級では，学校が，知的障害学級及び児童・生徒の実態等を踏まえ，小・中学校の学習指導要領を
基本としながら，特別支援学校の学習指導要領を参考にした教育課程を編成することとなっており，公教育と
して一定の水準を保つ必要があるととらえています。
　調布市教育委員会は，学習指導要領を踏まえた，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
を策定し，平成３０年度に改訂したところですが，新学習指導要領本格実施を見据え，改めて，全ての学級が
一定の水準の指導が行えるよう，改善していきます。
　具体的には，今後，新学習指導要領に基づき「調布市立学校知的障害学級ガイドライン」（仮称）を策定
し，すべての知的障害学級が，ガイドラインに沿った教育課程の適正な編成・実施ができるよう，各学級の主
任による連絡会で周知・徹底するとともに，教員の研修の充実を図り，全ての知的障害学級担任の資質・能力
の向上を図ります。

4
第１章「計画策定の背景と調布
市特別支援教育推進計画の基本
理念及び方向性」

１　調布市の特別支援教育に
係る取組状況等と今後の課題
（１）調布市の特別支援教育
に係るこれまでの主な取組状
況と成果
　　　　　（４ページ）

【取組５　特別支援教育のおける相談体制】
　学校が発達の専門家である臨床発達心理士（スクールカウンセラー）と連携するのはとても良いことだと思う。
　特別な支援を必要とする児童・生徒の暴言，暴力，こだわりなどのいわゆる問題行動は，その子どもが感じている
不安・嫌悪感・苦痛に対する原始反射的な対処方法である。それはその子が持つ発達のつまずき（過敏さ，誤認知，
身体認知の未発達等）から生ずるものであるが，子どもにとってそれを「困難さ」と認識できるのは，かなり年齢を
重ねてからのことである。したがって，子どもの持つ困難さは，心理検査の結果や行動観察，家庭での様子から推測
する必要がある。そして，学校における指導は，この「困難さ」を正確に理解した上で行うことが重要である。子ど
もの「困難さ」の正確な把握のために，ぜひ学校とスクールカウンセラーとの連携をすすめてほしい。

　調布市教育委員会は，小・中学校全校に都費及び市費のスクール・カウンセラーを派遣するとともに，心理
士等による巡回相談においても，都費及び市費の心理士等を派遣する体制を構築しております。今後も，校内
体制を強化して，児童・生徒の学習または生活上の困難及びその背景・要因を踏まえた支援ができるよう努め
ます。
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5
第１章　「計画策定の背景と調
布市特別支援教育推進計画の基
本理念及び方向性」

１　調布市の特別支援教育に
係る取組状況等と今後の課題
（１）調布市の特別支援教育
に係るこれまでの主な取組状
況と成果
　　　　　（５ページ）

【取組７　個別の教育支援計画及び個別指導計画の作成と活用】
　通級では毎年詳細な指導計画を立て学期ごとに保護者との振り返りがあるが，通常級においては，夏休み前に担任
から保護者に指導計画が渡され，振り返りの機会もなくその学年が終わるのが現状だ。保護者も通級の詳細な指導計
画があるので，通常級の指導計画に期待をしていないところもある。しかし，児童・生徒の学校生活の中心は通常級
である。通級を退級した後で通常級だけの指導に保護者と担任双方が不安にならないよう，通常級の個別指導計画は
具体的な支援策まで落とし込んで作成してほしい。担任は学級運営のプロであるが発達障害への対応のプロではない
ことは，保護者も承知している。だからこそ，市教委は，スクールカウンセラーや専門家の助言を受けられる体制を
作り，その助言を指導計画や児童・生徒への対応に生かしていただきたい。
　また，保護者に対する個別指導計画の説明は，学校によって対応に相違がある。校長，担任，特別支援コーディ
ネーターと保護者で話し合う学校もあれば，子どもに封筒に入れた個別支援計画を持たせて，保護者に電話で「これ
でよければ押印をお願いします」と連絡してくる学校もある。このあたりは，ガイドラインに明文化して，学校によ
る対応の差が生じないようするべきではないか。

　個別指導計画の作成については，通常の学級の教員と，通級による指導の教員が連携して内容を確認しなが
ら作成し，本人及び保護者等と共有して活用できるようにします。また，校内委員会を活用しスクールカウン
セラーや巡回相談員等の専門家の助言を踏まえながら，一人一人の状況に応じた支援が進められるよう努めま
す。さらに，個別指導計画の作成及び活用方法等については，推進計画の取組内容にある校内委員会ハンド
ブック（仮称）に記載し，同一の対応が進められるようにします。

6
第１章　「計画策定の背景と調
布市特別支援教育推進計画の基
本理念及び方向性」

１　調布市の特別支援教育に
係る取組状況等と今後の課題
（１）調布市の特別支援教育
に係るこれまでの主な取組状
況と成果
　　　　　（５ページ）

【取組１１　通常の学級における教員等の資質・能力の向上】
　保護者が在籍校の特別支援教育コーディネーターが誰なのか知らないことが多い。学校は，新年度に配布する学校
通信での教職員紹介で周知しているというが，それだけでは十分とは言えない。特別支援教育コーディネーター本人
が，各学年の保護者会の場で，その仕事内容や連絡の取り方等を説明する機会を設ける等して，保護者と特別支援教
育コーディネーターがつながることが必要ではないか。

　特別支援教育コーディネーターの紹介については，各校における特別支援教育コーディネーターの配置状況
を踏まえた創意工夫により，保護者との関係構築がより一層図られるよう，指導します。

7
第１章　「計画策定の背景と調
布市特別支援教育推進計画の基
本理念及び方向性」

１　調布市の特別支援教育に
係る取組状況等と今後の課題
（１）調布市の特別支援教育
に係るこれまでの主な取組状
況と成果
　　　　　（５ページ）

【取組１１　通常の学級における教員等の資質・能力の向上】
　特別支援の必要な児童在籍するクラスの児童に対して，「困っているクラスメートを受け入れる心をもつ，対応を
する」といった基本的な指導ができていない部分がある。心無い言葉をかけたり，無視したりするような状況があ
り，それが「困っているクラスメート」が教室に入れなくなったり，登校できなくなったりする状況を助長している
のではないか。

　障害者理解は，人権教育としても大変重要な課題であり，全校で取り組むよう進めているところです。特
に，特別支援教育を推進するためには，一人一人のニーズに応じた支援及び指導を推進するとともに，一人一
人が大切にされる学級経営を行うことが前提となります。今後も，全ての学校において人権教育の推進を図
り，一人一人が大切にされる学級経営のあり方等，教員の研修等を推進します。
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第１章　「計画策定の背景と調
布市特別支援教育推進計画の基
本理念及び方向性」

１　調布市の特別支援教育に
係る取組状況等と今後の課題
（１）調布市の特別支援教育
に係るこれまでの主な取組状
況と成果
　　　　　（６ページ）

【取組１３　スクールサポーター，介助員及び特別支援教室専門員の資質・能力の向上】
　特別支援が必要な児童が急速に増えているにも関わらず，スクールサポーターの一が少なすぎる。大規模校でも一
人しかいないなど。資質・能力うんぬん以前に数が足りていない。
調布市は，線路跡地を膨大な金額で買い取るなど無駄使いも多く，予算がないはずない。
親が仕事を短時間勤務にしたり，辞めることを求められ，結果的にスクールサポーター的な『業務』を強いられてい
る状況もあり，市の学校側への支援・対応が不十分。親にそのような役割をもとめるのであれば，代用教員扱いとし
ての相応の待遇（雇用・賃金）が必要ではないか。

　調布市においては，東京都から配置される校内通級教室（特別支援教室）専門員と，児童・生徒の個別の支
援を行うスクール・サポーターを，各校に配置しております。また，東京都教育委員会によるスクール・サ
ポート・スタッフ配置支援事業等の活用や，学生ボランティアを含めた地域学校協働本部による地域力の活用
及び校内体制の充実を図ることで，体制整備を更に進めます。また，児童・生徒が，必要な支援と合理的配慮
のもとに学校生活を送ることができるよう，保護者の方との合意形成にも一層努めます。
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第１章　「計画策定の背景と調
布市特別支援教育推進計画の基
本理念及び方向性」

１　調布市の特別支援教育に
係る取組状況等と今後の課題
（１）調布市の特別支援教育
に係るこれまでの主な取組状
況と成果
　　　　　（５ページ）

【取組15　インクルーシブ教育システム構築モデル事業の活用】
　「合理的配慮」の実践事例を収集し，調布市小中学校で生かすことはぜひ進めてほしいが，「実践事例にないか
ら」を理由に保護者からの合理的配慮の要望を却下しないでほしい。特に学習障害の児童・生徒のICT機器の活用に
ついて，断られるケースが多い。

　合理的配慮の提供は，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり，その検討の
前提として，児童・生徒の興味・関心，学習上又は生活上の困難，健康状態等の把握を行う必要があるととら
えております。また，可能な限り合意形成を図った上で決定し，提供されることが望ましいと考えておりま
す。
　教育委員会としては，実践事例や先行事例の有無に関係なく，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応
じて決定するよう，校長会や特別支援教育推進委員会等で周知・徹底を図ります。また，合理的配慮の検討を
十分にできるよう，各学校へ実践事例の情報提供等をいたします。
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第１章　「計画策定の背景と調
布市特別支援教育推進計画の基
本理念及び方向性」

2　国，東京都の動向とこれら
を踏まえた計画の必要性
（１）国，東京都の動向
　　　　　（１２ページ）

　この度，調布市特別支援教育推進計画素案を拝見させていただきました。大変素晴らしい取り組みであると思いま
す。が，中には全くと尊守されていない項目があります。P12平成２５年８月学校教育法施行令の一部を改正する政
令が就学先の決定に関して，本人・保護者の意見を最大限尊重しと書いてありますが，一部の教師からの就学先の押
しつけなどをよく耳にします。レベルが低いから特別支援学校に行くべき等の発言などこの政令が守られるように現
場への徹底した周知と違反した場合などの指導を考えてほしいです。先に決まっている施行令でも，理解がないのか
守られていないので，計画されていることを施行してよろしくお願いします。

　調布市教育委員会としては，学校教育施行令の一部改正を踏まえて，「障害のある子どもの就学について
は，市町村教育委員会が，本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ，本人・保護者の意見を最大限尊重し，
本人・保護者と市町村教育委員会，学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則と
し，最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である」という考えのもと，就学先を決定していま
す。
　各学校においても，この考えに基づいて児童・生徒への支援を相談・検討できるよう，設置校長会や知的障
害学級主任連絡会，特別支援教育推進委員会等で支援体制の周知・徹底を図るとともに，就学決定後も，継続
的な支援体制の充実に努めます。
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第１章　「計画策定の背景と調
布市特別支援教育推進計画の基
本理念及び方向性」

３　調布市特別支援教育推進
計画における特別支援教育の
基本理念と施策の方向性
（１）特別支援教育の基本理
念

　　（１８ページ）

【視点１】児童・生徒の深い理解に基づいた指導・支援の充実
　特別な支援が必要な児童生徒の支援について責任を負っているのは，あくまでも学級担任などであり，その補助す
ることが，特別支援教育員の基本的な役割です。それを補助するのが，学校支援ボランティアの存在です。
～子どもたちを複数の目で見守っていく地域・ボランティアの活用・支援の実施。～【ボランティアの支援活動】：
要望が多い低学年の学級ボランティア活動プログラム。
①活動「領域」：学級クラス②「距離感」：立ち位置「困難児」「クラス全体」の見守りを担任の指示で③接し方
「見守り」「声かけ」「聞く」「助っ人」親代わり④「生活指導補助」「担任の補助」「安全基地」。⑤「困難児」
が問題行動を起こした場合，担任と相談して「安全基地」に連れてクールダウンし他跡教室に連れて戻る。
【愛着障がいへの対応】特別な支援が必要な児童生徒に対する適切で丁寧な対応が必要・学習上，生活上の困難が増
大し，二次障害を引き起こすこともあります。【ボランティアの視点】：「怒られる恐怖」「子どもの怒り」「満た
されない甘え」から（慈恵医科大学第三病院）「考察」図式「気になる子」（愛着障害がメイン）→担任が変わる→
二次障害（暴力，自尊心の低下）→いじめ・疎外・不登校→社会的脱落
【新入学時の取り組み】１，学校からの要望が多い「低学年のボランティア学級支援活動」４月入学時より，一定の
期間に学級支援ボランティアを各学級に一人を配置していく。
【コーディネーター】は学校から委嘱されたコーディネーターは子供たちのために参画しております。コーディネー
ターは裏方の活動です。教育環境が整備されない中での活動は負担が大きい。コーディネーターを育てていく責任が
あります。
【学校応援団】を組織して理解のある活動者を中心に組織して体制づくり，運営していく活動資金の問題がありま
す。【協働】学校は地域と連携した制度に対して取り組んでいく姿勢が大切です。学校は地域に対して学校支援ボラ
ンティアの取り組みを「学校だより」に説明が必要です。地域に理解が必要になります。

　調布市では，平成３３年度（２０２１年度）を目途として市内全小・中学校に「地域学校協働本部」（旧学
校支援地域本部）の設置を目指しています。特に，既に配置されている小学校８校，中学校全校においては，
学校支援コーディネーターが中心となり，学校長をはじめ教職員と連携し，活動の推進に取り組んでおりま
す。児童・生徒の学習の補助として，「学習支援員」を中心とした取り出し授業等や，児童・生徒の身体的支
援・介助や学校行事等の支援等を目的とした「ボランティア」等を学校支援コーディネーターが学校に繋ぎ，
学校と共に児童・生徒の健全な育成を目指して取り組んでいます。
　また，各校の学校支援コーディネーターの業務の負担軽減や情報網の拡充のため，調布市教育委員会では，
平成３１年度（２０１９年度）から教育委員会経営研究室に「統括コーディネーター」を設置いたします。
　今後地域と学校が協力し合い，児童・生徒への教育活動の充実を目指し共に活動を推進していけるように，
教育委員会として支援していきます。
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第１章　「計画策定の背景と調
布市特別支援教育推進計画の基
本理念及び方向性」

３　調布市特別支援教育推進
計画における特別支援教育の
基本理念と施策の方向性
（１）特別支援教育の基本理
念

　　（１８ページ）

【視点２】多様な「学び場」の整備
①委嘱したコーディネーターの存在，継続していくにも大切にして育てたい。
②設置している学校は「ミッション」「ビジョン」，ボランティアの位置づけを明確に。
③コーディネーターに何を期待してなどコミュニケーションは必要です。④愛着障がいの学習。
⑤学校は地域と連携した制度に対して学校長がリーダーシップの姿勢が大切です。それによってコーディネーターは
活動し，地域は動いていきます。⑥取り組んでいる事案，起きている事実は継続して地域に発信していく必要があり
ます。

　調布市では，平成３３年度（２０２１年度）を目途として市内全小・中学校に「地域学校協働本部」（旧学
校支援地域本部）の設置を目指しています。特に，既に配置されている小学校８校，中学校全校においては，
学校支援コーディネーターが中心となり，学校長をはじめ教職員と連携し，活動の推進に取り組んでおりま
す。児童・生徒の学習の補助として，「学習支援員」を中心とした取り出し授業等や，児童・生徒の身体的支
援・介助や学校行事等の支援等を目的とした「ボランティア」等を学校支援コーディネーターが学校に繋ぎ，
学校と共に児童・生徒の健全な育成を目指して取り組んでいます。
　また，各校の学校支援コーディネーターの業務の負担軽減や情報網の拡充のため，調布市教育委員会では，
平成３１年度（２０１９年度）から教育委員会経営研究室に「統括コーディネーター」を設置いたします。
　今後地域と学校が協力し合い，児童・生徒への教育活動の充実を目指し共に活動を推進していけるように，
教育委員会として支援していきます。
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３　調布市特別支援教育推進
計画における特別支援教育の
基本理念と施策の方向性
（１）特別支援教育の基本理
念

　　（１８ページ）

【視点３】推進体制の充実
１地域活動を継続するために組織・体制づくりがすべて「ルール」が必要になります。「ミッション」「ビジョン」
は欠かせません。ただし，在職期間中での学校長の考えは「バリュー」として掲げて，変更する場合はコーディネー
ター・地域と話し合いで決めていきます。混乱を避ける意味でも欠かせません。「ミッション」「ビジョン」は会の
誕生とともにつくります。
２ボランティア活動は成熟した市民社会を築きますそのためには「教育環境の充実」「地域教育ネットワークの構
築」「学校コーディネーター・学校ボランティア」の教育・学校支援などの「学び」の場は重要になります。
３「学校支援地域本部制度」「地域学校協働推進事業」の設置による「地域ぐるみの学校づくり」「人，こと，金」
①運営問題，継続するための事務局，運営スタッフ要員は欠かせません。②特に事務局関係は，活動資金など運営に
関して問題があります。③地元のCSRの連携していくアプローチは必要になります。④広報誌の発行：保護者は孤立
しており正しい選択が出来ていない。子どものこと教育のことについて不安である。真実を伝えていく。考えること
を成熟化していくことが重要である。⑤【学校運営協議会】【地域学校運営協働推進事業】にかかわる健全育成・学
校開放・自治会はどこまで理解していくための土俵ができていません。事前に場づくりは必要です。⑥教育支援コー
ディネーター室でのトータル・コーディネーターの配置。ボランティアに対しての面談・面接をおこなって学校との
連携。コーディネーター室の見直しが必要。⑦保護者，PTA，地域及び地縁団体とのコミュニケーションづくり。⑧
チーム学校としてのボランティアを仲間に

　調布市では，平成３３年度（２０２１年度）を目途として市内全小・中学校に「地域学校協働本部」（旧学
校支援地域本部）の設置を目指しています。特に，既に配置されている小学校８校，中学校全校においては，
学校支援コーディネーターが中心となり，学校長をはじめ教職員と連携し，活動の推進に取り組んでおりま
す。児童・生徒の学習の補助として，「学習支援員」を中心とした取り出し授業等や，児童・生徒の身体的支
援・介助や学校行事等の支援等を目的とした「ボランティア」等を学校支援コーディネーターが学校に繋ぎ，
学校と共に児童・生徒の健全な育成を目指して取り組んでいます。
　また，各校の学校支援コーディネーターの業務の負担軽減や情報網の拡充のため，調布市教育委員会では，
平成３１年度（２０１９年度）から教育委員会経営研究室に「統括コーディネーター」を設置いたします。
　今後地域と学校が協力し合い，児童・生徒への教育活動の充実を目指し共に活動を推進していけるように，
教育委員会として支援していきます。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性１　小・中学校にお
ける特別支援教育の充実」
（１）通常の学級における特
別な支援を必要とする児童・
生徒の指導の充実
　　　　（22ページ～）

　学校や教師が対応に困った際に，専門機関と連携し，現状の問題点について何が真の原因なのかを分析し，対応策
（解決策）を考え実行していけるような仕組みの構築・運用が急務ではないか。（現在は，学校内部だけで，『対応
策がわからない，何もできない』と対応放棄状態になっている）
　我が子の場合，このような状態が２年間続いており，これは，「PDCAサイクルが回っている」とは言えない。
（筆者は仕事でQCについて講義することもあるが，民間企業ではこんな状況では顧客から許されず，企業存立の危
機に瀕する）

　市内各校の校内委員会においては，児童・生徒の長所を伸ばすことを大切にするとともに，児童・生徒の学
習及び生活上の課題の背景・要因を踏まえることを重視するように努めます。また，決定した支援方針につい
ては，校内の全教職員で共有し，組織的・計画的に取り組むとともに，関係機関や専門家，校内通級教室の教
員等と連携した組織体制を構築するよう指導します。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性１　小・中学校にお
ける特別支援教育の充実」
（１）通常の学級における特
別な支援を必要とする児童・
生徒の指導の充実
　　　　（2５ページ）

②課題
　通常の学級，通級による指導，本人及び保護者等と連携した，個別の教育支援計画並びに個別指導計画の作成及び
活用について
通常級での個別の教育支援計画及び個別指導計画の作成には

　通常級での個別の教育支援計画及び個別指導計画の活用について

が同席してほしい

担任，特別教育支援コーディネーター，保護者と相談してさらに児童・生徒の実態に合ったものにしてほしい

　個別の教育支援計画や，通常の学級及び通級による指導の個別指導計画の作成，活用については，今回お寄
せいただいた御意見を検討・協議し，一人一人の児童・生徒の実態に応じ特別支援教育の充実を目指した「校
内委員会ハンドブック（仮称）」を作成します。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性１　小・中学校にお
ける特別支援教育の充実」
（１）通常の学級における特
別な支援を必要とする児童・
生徒の指導の充実
　　　　（2５ページ）

校内委員会のさらなる充実について
　校内委員会が児童・生徒の深い理解に基づいた指導・支援方針を立てる場であるならば，校内通級教室の教員だけ
でなく，臨床発達心理士等の専門家も参加する体制を作っていただきたい。

　調布市立学校には，現在，都と市が採用した２名のスクールカウンセラーが週１日ずつ勤務しております。
スクールカウンセラーについては，臨床心理士の資格を有しております。校内委員会の構成メンバーとして，
スクールカウンセラーを入れて実施している校内体制の学校が多くありますので，今後もその体制整備に努め
ます。

4
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性１　小・中学校にお
ける特別支援教育の充実」
（２）知的障害学級における
指導の充実
　　　　（2７ページ）

・②課題
　「新学習指導要領」への言及があるが，今回の学習指導要領改訂，ポイントをどのようにとらえ，どの部分をどの
ような手立てで強化していくのかということがわかるようにすべきではないかと思う。今回の学習指導要領では，通
常の学級特別支援学級，特別支援学校とも「社会に開かれた教育課程」で，「主体的，対話的に学び」これからの変
化の大きい時代に自分の意思をもって「生きる力」をつけるキャリア教育，18才成人を見据えた主権者教育などが
ポイントだと思うが，ほとんど触れられていないのが，残念。「充実する」「～する必要がある」ばかりで具体的な
手立てがほとんど書かれていない。
・「学びの連続性」について
　現状の特別支援学級の指導は，その年ごとの学級の事情に左右され，一貫性や最低限身につく力のガイドラインが
明確でない。特につみあげ教科に顕著。個別の支援計画，個別の指導計画などを毎年積み上げて共有し，一人の子に
ついて未学習や誤学習を防ぐ連続性のある指導方法を確立してほしい。また，「切れ目ない支援」の観点で，下から
三行目「小学校から中学校への接続も含めた」とあるが，そうでなく高等部まで，さらには卒後の接続までを踏まえ
て指導であるべきではないか。具体的には，府中けやきの森学園など小中高等部までつながった大きなセンター校が
あるので，ぜひ引き継ぎの手法など学んでほしい，現在はけやきの森学園とほとんど連携が取れていないように見受
けられる。
・「自立活動」の追加項目について
　自立活動の6区分26項目に「健康の保持～障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること」が追加され，27項
目になり，自己理解の力を育てることが大事である。ということが示されている。これは，障害のある児童生徒が将
来，地域で働き，自立して生きていくために大変重要な観点だと思う。平成28年に施行された障害者差別解消法で
は，合理的配慮の提供は当事者からの意思の表明に基づくものとされている。障害のある子に「合理的配慮」は自分
たちの権利であることを教え，自己理解を進め，権利である「合理的配慮」を自ら訴えられるようにすること。肯定
的な「自己理解」と適切に助けを求められる力（援助要求）を育てる教育が求められる。この観点をぜひ入れていた
だきたい。特別支援学校高等部では就労，特に一般企業への就労を推奨する指導が行われているが，現実には，雇用
現場はまだまだ障害者理解が不十分なところの方が多い。上から言われたことを断れなかったり，期待に応えようと
頑張りすぎた結果，体や気持ちが壊れてしまう，職場の人間関係がうまくいかない，いじめにあう→求職→引きこ
もってしまう・・・などの事例は枚挙に暇がない。そのようなことにつながらないためには，学齢期のうちに，自己
理解（できないことは悪ではない）と適切に援助を求める力（できないことはどうやったらできるようになるかを周
囲に伝える）を付けておくことが非常に重要と考える。

　新学習指導要領は，子どもたちに求められる資質・能力を明確にし，社会と共有していくという「社会に開
かれた教育課程」を実現していくこと，現行学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で。知識の理解の
質を更に高め，確かな学力を育成すること，変化の激しい社会にも対応できる知・徳・体のバランスの取れた
力，すなわち生きる力を確実に育成していくこと等が改訂の趣旨であるととらえています。そして，子どもた
ちが「何ができるようになるか」を明確にしながら，「何を学ぶか」という学習内容と「どのように学ぶか」
という学びの過程を組み立て，「主体的・対話的で深い学びの実現」を図るとともに，カリキュラム・マネジ
メントに取り組み，教育活動の質の向上を図っていくことがポイントとしています。
　特別支援教育推進計画の実施に当たっては，上記の改訂の趣旨やポイントを十分に踏まえた教育活動に取り
組むことが重要であるととらえております。その上で，特に新学習指導要領総則や各教科で示された，「児
童・生徒の障害の状態等に応じた指導の工夫」「個別の教育支援計画や個別の指導の作成と活用」及び「学習
活動を行う場合に生じる困難に応じた指導内容や指導方法の工夫」等に正対した，具体的な取組を行っていき
ます。

　「学びの連続性」について，新学習指導要領では，児童・生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等
を十分考慮することが示されています。そして，発達期における知的機能の障害が，同一学年であっても，個
人差が大きく，学力や学習状況が異なることから，小・中学校の各教科等の目標や内容等について段階ごとの
目標が新たに示されています。
　教育委員会では，新学習指導要領を受け，児童・生徒の学力や学習状況に対応した指導を行えるよう，個別
指導計画の作成及び引継ぎを行い，指導の連続性，関連性をもたせる指導体制を構築していきます。そして，
幼稚園・保育園から小学校・中学校を経て，高等学校，就労までを見据えた切れ目ない支援を行っていきま
す。特に，知的障害学級の生徒の中学校から高等学校への進学に当たっては，都立府中けやきの森学園に進学
する生徒が多い状況を踏まえ，中学校と都立府中けやきの森学園の連携の充実を図ります。

　調布市教育委員会では，新学習指導要領の改訂に伴い，自立活動の内容を含め，改訂された内容の理解を目
的に，研修を実施しています。自立活動の内容として新たに追加された「１　健康の保持　（４）障害の特性
の理解と生活環境の調整に関すること」についても，学校がその趣旨を理解し， 児童・生徒の障害の状況に応
じ，学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するための具体的な指導ができるよう，引き続き周知・徹
底いたします。

・障害種の記載について
課題の上から4行目に「自閉症の特性を踏まえた」とあるが，自閉症だけだろうか。ダウン症や脳性麻痺などその他
の障害種についても，特性を踏まえた指導がされているとはいいがたい現状ではないか。それぞれの障害特性に応じ
た，とすべきではないか。
・「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善について
実際に特別支援学級に子供を通わせている保護者の実感として感じるのが，①学級により指導内容や質の差がありす
ぎる。②旧態依然とした指導方法の先生がまだまだ多い，ということ。指導方法の具体的な事例でいうと①特別支援
学級でありながら，書字や読字など個別の困難さを全く考慮しない，膨大な量を「ひたすら書いて覚えなさい」的な
指導②膨大な量の無意味な丸暗記（なんのためになぜやるのかの動機付け，楽しく覚えさせる仕掛け等も皆無）③と
にかく団体行動，たとえわかっていなくても黙って座っておればよい，というような指導④できないこと，うまくい
かないことばかりをあげつらい，「どうすればできるようになるか」と視点が皆無の指導「障害のある子は，先生
（上の人）の言うことを（たとえ理解や納得ができなくても）黙って聞き，従っていればよい」という歪んだ障害児
教育観を感じてはならない。先に触れたような「社会で生きる力（自ら考え，適切に援助を求める力）はこのような
指導からは消して育たないと思う。教員研修などをやっているのはわかるのだが，根本的に教員の意識改革が必要の
ように感じる。何か具体的な手立てをお示しいただきたい。

　小・中学校知的障害学級には，知的な遅れを伴った自閉症やダウン症等，様々な状況の児童・生徒が在籍し
ております。教育委員会としては，知的障害学級が，児童・生徒の一人一人の状況や障害の特性に応じた指導
の充実をより一層図れるよう，指導します。
　一方で，自閉症の児童・生徒については，一人一人の障害の特性に幅があることを踏まえ，都立知的障害特
別支援学校においては自閉症の教育課程を策定し，指導の充実を図っております。また，特別支援学級として
自閉症・情緒障害固定学級を設置している地域がございます。本市においても，市内知的障害学級の児童・生
徒の障害の状況や，都及び他地区の取組状況から，自閉症の特性を踏まえた指導内容・方法の改善が急務であ
るととらえています。調布市立学校知的障害学級ガイドライン（仮称）を策定を通して，知的障害学級におい
て，自閉症を含め，様々な児童の状況や特性に合わせた指導ができるよう，教育課程及び指導の改善を図って
いきたいと考えております。

【御意見を踏まえて，「（２）　知的障害学級における指導の充実」に追記修正します。】

　調布市教育委員会では，知的障害学級の教員を対象にした研修の充実として，東京都の事業である「知的障
害学級の専門性向上事業に向けた支援事業」を活用し，都立特別支援学校のノウハウや指導方法，教材・教具
の工夫等について，すべての知的障害学級と共有を図ります。また，新学習指導要領を踏まえ，指導内容・方
法を含めた教育課程に係る具体の検討をするために，平成３１年度（２０１９年度）に「調布私立学校知的障
害学級教育課程検討委員会」を設置することとしております。この委員会において，各知的障害学級の教育課
程及び指導の現状と課題について協議し，切れ目ない系統立てた指導の実現のために必要な教育課程のガイド
ラインとして，「調布市立学校知的障害学級ガイドライン」を策定し，各知的障害学級の教育課程の改善を図
ります。これらの取組により，知的障害学級の指導の改善に努めていきます。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性１　小・中学校にお
ける特別支援教育の充実」
（２）知的障害学級における
指導の充実
　　　　（2７ページ～）

（４）言語障害通級指導学
級・難聴通級指導学級におけ
る指導の充実
　　　　（３４ページ～）

①知的障害学級における指導の充実について
　課題として「系統だてた切れ目のない教育活動の展開が困難」とあります。
　各学級において，創意工夫いただいているとは思いますが，来年度から教科となる道徳，あるいは外国語活動な
ど，学級によって内容や指導の有無まで差があるのが実態のように思います。切れ目のない指導もお願いしたい事項
ですが，児童の実態に依らず，学級によって学習内容に差が生じることのないよう，標準化をお願いします。

②知的障害学級の体制の確立について
　児童・生徒が安全に登下校することができるように～とあります。小学校は北部地域にない～とあります。西部地
域にもありません。人口増を考えたときに，知的障害学級増の対象とはならないとは思いますが，武蔵野の森スポー
ツプラザができたことで，西部地域からのバス通学はますます保護者にとり不安定なものとなっています。通学の安
全確保の面で，同様なご配慮をお願いします。

③言語障害通級指導学級における指導の充実
　課題として，校内通級教室での指導の可能性検討と一層の連携とあります。
知的障害学級において，構音，吃音障害のある児童は，けっして珍しくありません。連携の対象として，知的障害学
級も考慮いただきますようお願いします。

①道徳科については，小学校では平成３０年度から先行実施をしており，中学校では平成３１年度（２０１９
年度）から先行実施をする見込みです。知的障害学級においても同様の計画で，児童・生徒の実態に応じて指
導内容や方法を工夫し，計画的に実施することとしています。外国語活動については，特別支援学校指導要領
を参考にして指導内容を選定し，先行的に実施している学級がございます。今後，調布市立学校知的障害学級
ガイドラインを策定し，すべての知的障害学級が，道徳科や外国語活動・英語を含め，ガイドラインに沿った
教育課程の適正な編成・実施ができるようにしていきます。

②全ての地域において，児童・生徒が安全に登下校することができる環境を整えることが重要であると考えま
す。知的障害学級の体制について，今後も特別支援教育検討委員会において検討します。

③校内通級教室は，児童のニーズに応じ，言語障害通級指導学級及び難聴通級指導学級と連携しながら教育活
動を行っています。制度上，通級による指導の一形態である校内通級教室と，言語障害通級指導学級または難
聴通級指導学級との併用は認められておりませんが，両方面において課題のある児童のニーズに対応するため
に，今後も連携を図ります。また，知的障害学級においても同様に，児童・生徒のニーズに応じて連携を図り
ます。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性１　小・中学校にお
ける特別支援教育の充実」
（３）校内通級教室における
指導の充実
　　　　（３０ページ）

校内通級教室専門員について
　校内通級教室専門員の働き方に学校による差異が感じられる。連絡調整といった事務的な仕事をしている専門員も
いれば，児童・生徒と関わりながら行動観察をしている専門員のいる。「専門員」の専門性について明確にしていた
だきたい。

　校内通級教室専門員とは，「①教員免許状を有している」「②教員免許状を勤務開始までに取得見込み」
「③臨床発達心理士の資格をもち，学校での児童・生徒の支援の経験を有する」「④採用日現在公立学校等で
特別支援教育支援員等の経験を２年以上有する」といういずれかの資格満たす方が勤務しております。また，
業務については，「①時間割等の調整」「②担任間の連絡・調整」「③教室や教材及び教具の調整」「④観察
記録および指導の記録の作成・報告」「⑤指導補助及び個別的な学習指導」が主なものとなっております。校
内通級教室専門員の実際の業務については，各学校の特別支援教育の組織体制により若干の違いがあります
が，今後も，校内通級教室専門員の専門性の向上や適正な業務遂行とともに，校内通級教室担当教員と保護
者，校内通級教室担当教員及び関係機関との円滑な連携体制の構築に努めます。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性１　小・中学校にお
ける特別支援教育の充実」
（３）校内通級教室における
指導の充実
　　　　（３０ページ～）

中学校校内通級教室の整備について
　中学生になると，学習面，友人中心真っただ中で親に何でも話さなくなるので，子どもの抱える問題がわかるまで
時間がかかることがある。通級が校内通級教室に変わることで，通級の教員が生徒の学校での様子を把握しやすくな
ると思うので，これまで以上に個々の生徒のニーズに応じた指導をお願いしたい。

　平成３１年度（２０１９年度）から中学校全校で校内通級教室を設置し，巡回指導体制を推進します。これ
により，校内通級教室担当教員による指導対象生徒の通常の学級における状況把握が容易になり，通常の学級
への適応を踏まえた指導・支援について取り組みやすくなることが，メリットの１つであるととらえていま
す。このメリットを最大限に生かすことができる体制の充実を進めます。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性１　小・中学校にお
ける特別支援教育の充実」
（３）校内通級教室における
指導の充実
　　　　（３０ページ～）

●校内通級教室を利用する児童・生徒数の学年別の数字を示すこと

●校内通級教室を利用する児童数が年々増加しているが，その理由はどこにあるのか？入学前の早期発見によるもの
か，それとも普通教育で管理できないからか，それとも通級教室が整ってなかったためか？
　いずれにせよ，増加に対する教職員等のリソースを用意することが必要であるが，できるのか？

●校内通級教室を利用する中学校生徒の数が，小学校児童に比べて圧倒的に少ないが，なぜか？６年生の次は中学１
年生だが，ニーズがあるのに校内通級教室が整ってないのか？

●必要な教員数は足りているか？

●できるだけインクルーシブ教育をめざすべきで，そうすると，１学級の児童・生徒数を減らすとか，教職員数を増
やすなどの施策をすべきである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

●平成３０年5月現在の校内通級教室を利用する児童・生徒数について，以下のとおりです。

【御意見を踏まえて，「第３章　資料」に追記します。】

●校内通級教室を利用する児童数が年々増加している背景は，特別支援教育の推進や校内通級教室の整備に取
り組み，教職員，保護者，地域の皆様の理解が進んだことに伴うものであると考えています。
　校内通級教室で指導する教員は，対象となる児童・生徒数に応じて都から配置されますので，教員不足によ
り指導が受けられないという状況は現在はございません。。

●校内通級教室を利用する生徒数が児童数より少ないのは，本人の成長や校内通級教室での指導を受けて課題
の克服，改善が図られ，校内通級教室を退級した子どもがいることが要因の１つであると捉えております。
　しかしながら，中学校生徒にも校内通級教室での指導を必要とする生徒のための環境整備が必要であると考
えています。調布市では，平成３１年度から全中学校に校内通級教室を設置し，巡回指導体制を確立するとと
もに，特別支援教育コーディネーターを中心とした校内委員会の充実を図ってまいります。

●校内通級教室で指導する教員は，対象となる児童・生徒数に応じて都から配置されますので，教員不足によ
り指導が受けられないという状況は現在はございません。

●１学級の児童・生徒数や教職員数に関わる事項は，国や都が取り扱っております。調布市としては，教育の
充実を図るため，これらの状況について改善が図られるよう，国や都に要望していきます。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性１　小・中学校にお
ける特別支援教育の充実」
（３）校内通級教室における
指導の充実
　　　　（３０ページ～）

　校内通級教室の数が少なすぎる。拠点校・巡回校といった形ではなく，全校に校内通級教室を設けるべき。特別支
援が必要な児童が急速に増えているのに，対応できていないのではないか。例えば神奈川県では，全校に特別支援学
級などが存在している自治体が普通であり，調布市の対応のスピードが遅すぎる。
　『東京都特別支援教育推進計画　第三次実施計画（2010』では，全校に特別支援教室を設置する旨が既に表明さ
れている模様だが，調布市はどのように対応していく計画なのか。すでに約10年が過ぎている。

　校内通級教室については，小学校は平成２７年度に全校に設置しており，校内通級教室担当教員が配置され
ている拠点校は８校設置されております。中学校においては，平成３１年度（２０１９年度）より全校に校内
通級教室を設置し，拠点校を２校設置していきます。今後は，対象児童・生徒の数の増加傾向を踏まえ，市の
特別支援教育検討委員会において，拠点校増設の成果と課題を明らかにするとともに，更なる環境整備の在り
方を検討していきます。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性２　特別支援教育を
推進する体制の整備・充実」
（１）教職員の専門性の向上
　　　　（３８ページ～）

教職員の専門性の向上について
　特別支援教育コーディネーターの資質・能力向上は最重要課題である。保護者における特別支援教育コーディネー
ターの認知度は，学校によって差がある。この「差」は，特別支援教育コーディネーターとしての児童・生徒，保護
者との関わりが実施できているかどうかということだと思う。特別支援教育コーディネーターが児童・生徒の支援方
針の立案・実施及び評価，合理的配慮の提供を担っているのであれば，保護者とはしっかりした信頼関係を築く必要
がある。
　保護者と特別支援教育コーディネーターは，定期的に面談をする体制を作るべきだ。また，特別支援教育コーディ
ネーターの資質向上のためにも，研修レベルではなく，日常的に作業療法士や発達臨床心理士などの専門家に相談で
きる組織作りをしてほしい。

　特別支援教育コーディネーターが保護者と信頼関係を築くことは大切であると認識しております。そのため
に，各学校にて特別支援教育コーディネーターの周知を徹底し，明確な支援方針を立てて保護者等に説明し，
業務に取り組むことが必要だと考えております。また，特別支援教育コーディネーターの専門性としては，校
内通級教室担当教員，スクールカウンセラー及び関係機関等との連携体制の推進が図られるよう，研修の充実
に努めます。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性２　特別支援教育を
推進する体制の整備・充実」
（１）教職員の専門性の向上
　　　　（３８ページ～）

　調布でも通級指導を受ける児童生徒数はすでに急増している状況で，現場では専門知識のない教員が担当せざるを
得ない状況があるだろうと思っています。わが子の通級担当教員もベテランの先生から若くてあまり慣れていないと
思われる先生に担当変更となりました。親との面談では中堅と思われる先生が同席されましたが，調布ではそういっ
た教員に対し，現在どのような研修や指導等をしているのでしょうか。国や東京都の方針もあるでしょうが，市独自
でもぜひ計画的に取り組んでいただきたいと思います。

　調布市教育委員会が平成３０年度に市独自で取り組んだ研修については，１年目から３年目までの若手教員
等を対象した若手研修及び，全ての校内通級教室担当教員を対象にした全体研修を，合わせて５回実施しまし
た。全体研修においては，経験のある教員と経験年数が低い教員を同じグループにして，経験年数が低い教員
が助言を受ける場をつくる等の工夫をしております。また，各校内通級教室拠点校の取組としては，巡回校の
担当について，できる限り経験のある教員と経験年数が低い教員をペアにすることによって，OJT（On-the-
Job Training）のシステムによる指導が進められる手立てをとっています。今後は，平成３０年度に実施した
研修の取組実績を踏まえ，経験年数に応じた研修を計画的に実施します。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性２　特別支援教育を
推進する体制の整備・充実」
（２）就学相談機能の整備・
充実
　　　　　（４１ページ～）

校内通級教室の退級について

を示してほしい。

　校内通級教室においては，指導目標の設定の際に，指導終了の見込みや退級目標を定めることが望ましいと
されています。また，入級及び退級については，専門家の助言を受けながら，本人，保護者，在籍学級担任，
特別支援教育コーディネーター及び校内通級教室担当教員等との合意形成が必要であるととらえています。こ
のことについては，平成３０年度に策定した「調布市立学校校内通級教室ガイドライン」に校内通級教室に示
して周知しておりますが，今後も，校長会や校内通級教室主任連絡会を通して周知及び徹底を図ります。

6
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性２　特別支援教育を
推進する体制の整備・充実」
（２）就学相談機能の整備・
充実
　　　　　（４１ページ～）

　就学相談に関して，不明点があったので電話で問い合わせたところ，待つことなく，すぐに回答してくださったの
で助かりました。（電話対応されている職員の方だと，折り返し連絡など待つことが多いため）すぐ回答していただ
けることで，安心感がありました。

　就学相談に関しては，今後も教育相談所，学務課及び指導室が，児童・生徒及び保護者等との相談等の機会
を重視するとともに，必要な情報を迅速に提供できるようにします。

27
第２章　「計画の主な取組」

「方向性２　特別支援教育を
推進する体制の整備・充実」
（２）就学相談機能の整備・
充実
　　　　　（４１ページ～）

現在市内の通常級に在籍し，校内通級教室小学校４年の保護者
　息子は，発達遅滞がありますが，IQの数値では，ボーダーぎりぎりのため，通常級在籍となっております。しか
し，支援は必要ですので，就学前から小学校には相談させて頂いておりました。特別支援教育全体的の意見として，
息子のように支援学級に在籍していない障害のある児童は困難を抱えていると感じております。今は，インクルーシ
ブ教育によって，健常者と障害者が同じ教室で学ぶことが，一人一人の児童・生徒のニーズに応じた支援，合理的配
慮が担任の先生一人で行えるとは思えません。通常級の学級に在籍する支援を必要とする児童・生徒の在籍率が
13.3％即ち，一割を越える児童が何らかの支援が必要とされているのに，一人の先生だけで対応しきれるのか疑問を
感じます。それに加え，今息子の小学校の４年生は昨年のクラス替えから１クラス40人体制で担任の先生の手がゆ
く届いているようには思えません。３年生の時はクラスが崩壊し，特別支援だけでなくクラスのお友達とのトラブル
（息子はいじめと認識しています）も解決しないままでした。
　今年度校内通級教室の退級を勧められていましたが，来年度も１クラス４０人体制である限り，担任の先生への支
援の相談は難しいと考え，退級を見送って頂きました。校内通級教室は今いかに在籍級にいられるか，またいられる
様な指導をしなくてはいけないということで，退級は避けられないのでしょうか。退級＝障害がなくなった訳ではな
いので，そうなると在籍級での支援が必要となってまいります。就学前に場合によっては，支援員をお願いしたいと
いう旨を小学校に相談したところ，支援員も毎時間付くわけではないので，というお話でした。担任の先生が忙しす
ぎると支援を頼みにくい，また頼んでも受けてもらえないという越えもあります。
　以前とあるテレビ番組小学校の通常級の先生が障害のある保護者の方からうちの子はこのような障害がありますと
書籍を2,3冊渡され読むよう促されたそうですが，実際は一人の子にそんな時間をかける余裕がなく本も読めなかっ
たそうです。先生の経験や力量にもよるかと思いますが，実際お忙しい先生方が多いと感じます。一人一人の児童・
生徒のニーズに対応した支援は，まだまだ難しいのだなと実感しております。

　校内通級教室の退級の基準については，東京都の特別支援教室の導入ガイドラインでは「校内・外の人的資
源を活用することにより，児童・生徒が抱えている困難への対応が可能と思われる程度」と示されています。
　今後，就学検討委員会において，上記のガイドラインを参照した入室及び退室の可否ができるようにしてい
きます。また，校内通級教室での状況や通常の学級において適応ができている状況等の実態を踏まえたシステ
ムの構築については，特別支援教育検討委員会で検討するとともに，退級後の校内通級教室の教員等による支
援体制の整備を進めます。
　さらに，通常の学級における教員等の資質・能力の向上が図られるよう，各校の特別支援教育コーディネー
ターが中心となった校内委員会を運営し，児童・生徒の学習上又は生活上の課題の原因・背景に基づいた支援
方針を決定し，組織的な支援が一人一人の児童・生徒に行えるように努めます。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性２　特別支援教育を
推進する体制の整備・充実」
（２）就学相談機能の整備・
充実
　　　　　（４２ページ）

　計画案のP４２に，東京都の「発達障害のある児童・生徒への支援のレベル」を参照し，入室の可否を決定する，
校内通級教室等における入退級システムを構築するとあります。レベル的に軽い段階にいる子どもでも，通級での具
体的な指導と，担任の先生との丁寧な連携により，高い成果がでるのではないかと思います。通級での本人への直接
指導なく，担任の先生が助言等に沿って対応するだけでは大きな伸びが期待できないのではないでしょうか。希望す
る子どもは全員が通級に通うことができるよう，十分な体制整備をお願いします。

　特別な支援を必要とする児童・生徒の学習または生活上の困難については，本人の障害の特性だけでなく，
例えば，教室の状況等の物的環境の他，周りの人々による関わり方を含めた人的環境等，環境調整の不足によ
る課題が背景・要因の１つである可能性がございます。児童・生徒を取り巻く環境の調整を図ることで，困難
が軽減された事例も多くございます。児童・生徒の支援方針の立案に当たっては，専門家の助言を受けなが
ら，本人，保護者，在籍学級担任，特別支援教育コーディネーター及び校内通級教室担当教員等が，児童・生
徒の困難とその背景・要因について共通理解をし，必要な支援や指導について合意形成を図ることが必要であ
るととらえています。その際に，「発達障害のある児童・生徒への支援のレベル」を参照し，児童・生徒に
とって必要な学びの場の選択を，適切に検討することが重要であると考えています。教育委員会としては，上
記の組織体制の構築ができるよう，学校に対して指導するとともに，就学支援委員会における入退級システム
の構築を図ります。
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第２章　「計画の主な取組」

「方向性２　特別支援教育を
推進する体制の整備・充実」
（３）児童・生徒の社会的自
立を目指した支援の整備
　　　　　（４３ページ～）

市教育は大学入試センター試験や都立高校入試における，発達障害に関する配慮事項をご存知だろうか。
独立行政法人大学入試センターは，医師の診断書と状況報告書の提出によって以下の配慮を認めている。
・試験時間の延長（1.3倍）
・チェック解答
・拡大文字問題冊子（14ポイント）の配布
・拡大文字問題冊子（22ポイント）の配布
・注意事項等の文書による伝達
・別室の設定
・試験室入り口までの付き添い者の同伴
・リスニングにおける配慮
また，東京都教育委員会は，障害のある志願者が都立高校を受検する場合の制度として，ホームページ上で
「学力検査，小論文又は作文，面接等において，検査方法，検査時間及び検査会場等についての特別な措置を申請す
ることが可能です。志願者の障害の特性等を考慮した上で，問題用紙・解答用紙の拡大，英語リスニングテストでの
座席の配慮，別室受検，検査時間の延長，記号選択式での受検，介助者（代筆者や音読者などを含む。）の同行，
ICT機器の使用などが認められます。 」
と明記している。
　こうした国や都の対応に比べて，調布市内の小中学校での対応はいかがであろうか。教室における座席の配慮は広
く実施されてるが，学習障害の児童・生徒に対する教科書や配布プリント，テスト用紙の文字の拡大については，学
校や担任によって対応が異なる。また，ICT機器は学習障害の児童・生徒の学習支援として有用であり，医師の診断
があるにも関わらず，担任に「導入事例がないので無理」との理由で授業への持ち込みを断られるケースが多発して
いる。市のICT環境整備まで待てない。児童・生徒がデジカメやi-pad等で板書を撮影したり，文字入力をして授業に
参加することを認めてほしい。受検で配慮を受けられるかどうかは，在籍校での実績による。実績がなければ，配慮
が受けられないのだ。調布市は，国や都の動向を踏まえ，困っている児童・生徒が一日でも早く学習に参加できるよ
う国・都との同レベルの配慮を実施してほしい。

　大学入試センター試験等における合理的配慮の提供については，教育委員会として把握しております。都立
高校入試については，調布市立中学校の生徒が，合理的配慮の提供を受けた事例がございます。
　教育委員会としては，実践事例や先行事例の有無に関係なく，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応
じて決定するよう，校長会や特別支援教育推進委員会等で周知・徹底を図ります。また，ＩＣＴ機器の利用に
ついて，合理的配慮の検討を十分にできるよう，各学校へ実践事例の情報提供等をいたします。
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「方向性２　特別支援教育を
推進する体制の整備・充実」
（３）児童・生徒の社会的自
立を目指した支援の整備
　　　　　（４３ページ～）

ICT環境の整備について
　ICT機器の利用は，知的障害学級だけでなく通常級に在籍する学習障害の児童・生徒の学習支援になる。電子黒板
が整備されなくても，手持ちのデジカメやカメラ付情報端末等での撮影を許可してもらえたら，児童・生徒自身が学
習用のアプリを使って授業に参加することができる。しかし現状では，主治医や療育機関で授業に使えるアプリを紹
介してもらっても，学校で「先行事例がない」ということを理由に拒否されている。自宅では学習ができるのに学校
では環境が整わないために授業に参加できず，周囲から低くみられて自己肯定感を下げている児童・生徒がいること
を知っていいただきたい。一日の大半を過ごす学校が，自己肯定感を下げる場になっているのがつらく，学校に行き
たがらない児童もいる。学習障害の児童・生徒にとってICT機器は，眼鏡をかけるのと同じ生活支援ツールなのであ
る。学校での学習に不必要なアプリは入れない，，インターネットへの接続は不可にする等使い方のガイドラインを
策定する必要があるが，ICT機器の利用は都立高校受検にも認められている配慮であるから，一日も早く学校での使
用を許可してほしい。

　教育委員会では，学習障害を含む，障害のあるお子さんに対して，その一人一人のニーズに対応した合理的
配慮を行い，他の子どもたちとともに十分に学べるように環境を整備するよう指導しています。
　ＩＣＴ機器の利用について，現在調布市では合理的配慮のために児童・生徒に貸与できるタブレット端末等
はありませんが，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて児童・生徒がタブレット端末等を持参する
ことについては禁止しておりません。
　教育委員会としては，実践事例や先行事例の有無に関係なく，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応
じて決定するよう，校長会や特別支援教育推進委員会等で周知・徹底を図ってまいります。また，合理的配慮
の検討を十分にできるよう，各学校へ実践事例の情報提供等を進めます。
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31
第２章　「計画の主な取組」

「方向性２　特別支援教育を
推進する体制の整備・充実」
（３）児童・生徒の社会的自
立を目指した支援の整備
　　　　　（４３ページ～）

　タブレット端末導入したとのことで，必要に応じてすぐに使用できるような整備はとてもありがたいです。
通常学級でもニーズがあれば，対応していただきたいと思います。

　通常の学級における特別な支援を必要とする児童・生徒に対しても，合理的配慮の提供を明確にした上で，
ICT機器の有効活用としてタブレット端末の使用について検討していきます。

32
第２章　「計画の主な取組」

「方向性３　保護者等，地域
及び関係機関との連携の充
実」
（２）学校等及び関係機関と
の連携の充実
　　　　　（４８ページ～）

　学校，教育委員会，すこやかなどの支援施設との連携がなさすぎる。
情報・状況も共有できておらず，親は同じ事を各所に説明し，相談し対応を求めなければならない手間や無駄が生じ
ている。病院等専門機関との連携含め，特別支援が必要な児童・生徒の親への支援体制の構築・運用が急務ではない
か。現状は，困っている児童・生徒・保護者に『支援』ができていない状態である。相談しても各所が連携しておら
ず，意味がない状態。

【全体を通してのコメント】
東京都の他市町村・２３区との対応レベルを比較し，調布市としてどこが足りないのか，問題なのか，劣っているの
か，優れているのか等をきちんと検証・現状分析したうえで対応策を考えることが重要。

　学校は関係機関と連携し，一人一人の児童・生徒の状況に応じた支援を推進しています。一方で，教職員間
との情報共有や関係機関との連携は，一層進める必要があります。
　教育委員会としては，各校の特別支援教育コーディネーターの育成や，校内委員会の充実のための研修及び
指導を通し，支援体制の改善を図るとともに，個別の教育支援計画を活用し，合意形成が得られた各機関にお
いて情報の共有化を図っていきます。
　また，今後も近隣地区の支援体制の状況を注視し，研究しながら，調布市の特別支援教育の在り方を検討し
ていきます。

33
第２章　「計画の主な取組」

「方向性３　保護者等，地域
及び関係機関との連携の充
実」
（２）学校等及び関係機関と
の連携の充実
　　　　　（４８ページ～）

　調布市内の公立小学校で実施されているユーフォー（放課後活動）で当学校に在籍している特別支援学級の児童を
預けられる体制が整っていない。ユーフォーのスタッフに福祉専門職の配置等を充実させて，保護者も在籍校である
ユーフォーに安心して預けられる体制を整えてほしい。健常児（普通学級）の在籍児童がそのまま学級に残り放課後
活動ができることが大半なので，障害児に対する差別であると共に，学校側の在籍児童全体（普通学級，特別支援学
級）を指導する責任感が感じられない。特別支援学級の児童は，下校後は放課後等デイサービスを利用することが大
半であるのが現状であり，学校側が体制を整えて，放課後も普通学級と特別支援学級の児童が共生することの推進を
希望します。そうすると，放課後等デイサービスは調布市内の公立中学校の特別支援学級と都立の小・中・高の特別
支援学校を預かることになり，サービスの質の向上や利用者一人一人の障害の特性理解と個人尊厳を念頭に置きなが
らの支援ができると思う。

　特別な支援を必要とするすべての児童・生徒が，学校生活，家庭生活，社会生活の充実を図れるよう，切れ
目ない一貫した支援を受けられるようにする体制づくりが必要であるととらえています。放課後子供教室事業
「ユーフォー」を利用する児童についても，個のニーズに応じた支援が受けられるようにするために，ユー
フォーを管轄している子ども生活部児童青少年課との連携の在り方を引き続き検討します。

【御意見を踏まえて，「（２）　学校等及び関係機関との連携の充実」に追記修正します。】

34
第２章　「計画の主な取組」

「方向性３　保護者等，地域
及び関係機関との連携の充
実」
（２）学校等及び関係機関と
の連携の充実
　　　　　（４８ページ～）

　H31年度４月より，支援級在籍で学童を使わせていただくのですが，学童面談の前に，在籍している保育園へ時間
をかけて様子を見に来ていただいたこと（見に行ってよいか聞かれました），学童面談の際に支援級と情報交換をし
てもよいかと尋ねられました。親には，集団の中での子どもの様子は見えにくいので，保育園と学童，小学校と学童
が情報共有してくれることはありがたいです。よい関係を築いていただきたいと思います。

　関係機関との連携については，特別な支援を必要とするすべての児童・生徒が，学校生活，家庭生活，社会
生活の充実を図れるよう，切れ目ない一貫した支援を受けられるようにする体制づくりが必要であるととらえ
ています。学童を利用する児童についても，今後，個のニーズに応じたよりよい支援が受けられるようにする
ために，学童を管轄している子ども生活部（子ども保育課・児童青少年課）との連携の充実が図れるよう進め
ていきます。

【御意見を踏まえて，「（２）　学校等及び関係機関との連携の充実」に追記修正します。】

35
第２章　「計画の主な取組」

「方向性３　保護者等，地域
及び関係機関との連携の充
実」
（２）学校等及び関係機関と
の連携の充実
　　　　　（４８ページ～）

・都立特別支援学校のセンター校機能の活用
　調布市特別支援学校だけでなく府中けやきの森学園とも連携すべきと思います。特にキャリア教育，主権者教育の
観点が調布の特別支援学級は欠けていますので，そこをぜひ強化していただきたい。
・発達センター及び障害福祉課との連携，放課後等デイサービスとの連携
　学校現場の状況を見ると，発達センターにかかっていない，就学支援シートを出していない課題のある児童生徒も
多く，特に問題がこじれやすいように思う。そういう児童生徒をどうスクリーニングしていくかの観点も必要ではな
いか。たとえば乳幼児検診，就学前検診の未受診者情報などの共有，幼稚園保育園にM-CHAT，PARS-TRなどの
発達障害に特化したスクリーニングテストなどの専門知識の研修や派遣をするなどをぜひ検討してほしい。また，通
常学級にいる場合は，放課後等デイではなく学童を利用する子がほとんどであり，実際に現場では発達課題のある子
の対応に苦慮しているという話もよく聞く。障害福祉だけではなく，子ども生活部との連携も入れるべきではない
か。

　特別支援学級において，社会的自立や就労を見据えたキャリア教育や主権者教育の取組の推進は大切である
ととらえています。
　東京都では，「エリア・ネットワーク」構想に基づき，都立特別支援学校がセンター的な役割を果たし，幼
稚園，小・中学校，高等学校等との連携を強化し，学習内容や方法についての情報共有を進めてきました。調
布市では，近隣の狛江市，三鷹市とともに，都立調布特別支援学校がセンター校としてエリアネットワークを
構築しており，連携を強化して研修を実施するなどしてきました。教育委員会としては，市内知的障害学級に
おける教職員の専門性向上が課題の１つであることを踏まえて，都立調布特別支援学校のセンター的機能のさ
らなる活用を図ります。
　また，キャリア教育等の取組の推進に当たっては，調布市立中学校特別支援学級を卒業する生徒の多くが府
中けやきの森学園に進学する実態も踏まえ，「調布市立学校知的障害学級の教育課程編成ガイドライン（仮
称）」を策定する中で，府中けやきの森学園との連携を進めます。

【御意見を踏まえて，「（２）　学校等及び関係機関との連携の充実」に追記修正します。】

　特別な支援を必要とする児童・生徒への支援については，本人及び保護者の理解が不可欠であるととらえて
います。スクリーニングテストを実施している自治体については把握しておりますが，支援の必要性を検討す
る際は，児童・生徒本人の様子を丁寧に把握し，それに基づいて本人及び保護者と相談を進めたいと考えてい
ます。健康診断の受診状況については，必要に応じて関係機関と情報共有を行っています。
　特別な支援を必要とするすべての児童・生徒が，学校生活，家庭生活，社会生活の充実を図れるよう，切れ
目ない一貫した支援を受けられるようにする体制づくりが必要であるととらえています。学童を利用する児童
についても，個のニーズに応じた支援が受けられるようにするために，学童を管轄している子ども生活部（子
ども保育課・児童青少年課）との連携体制の具体的取組を検討します。
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