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第２期川崎市特別支援教育推進計画（案）に対する 

パブリックコメント手続の実施結果について 

１ 概要 

平成２７年度から概ね１０年間を対象期間とする、本市の特別支援教育の方向性を示した第２期川崎

市特別支援教育推進計画の策定にあたり、広く市民の皆様の御意見を募集いたしました。 

  その結果、21通（意見総数 66件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容及び御意見に対す

る本市の考え方を次のとおり公表いたします。 

２ 意見募集の概要 

題名 第２期川崎市特別支援教育推進計画（案）に対する意見募集について 

意見の募集期間 平成 27 年１月８日（木）～平成 27年２月６日（金）（30 日間） 

意見の提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参 

意見募集の周知方法 ・本市ホームページへの掲載 

・市政だより（１月１日号）への掲載 

・紙資料の設置 

・各区役所 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・教育文化会館、各市民館・市民館分館 

・各図書館・図書館分館 

・教育委員会事務局学校教育部指導課（明治安田生命川崎ビル４階） 

結果の公表方法 ・本市ホームページへの掲載 

・紙資料の設置 

・各区役所 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・教育文化会館、各市民館・市民館分館 

・各図書館・図書館分館 

・教育委員会事務局学校教育部指導課（明治安田生命川崎ビル４階） 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） 21 通(66 件) 

内訳 

電子メール 13 通(23 件) 

ＦＡＸ ５通(19 件) 

郵送 ２通(23 件) 

持参 １通(１件) 

資料１ 
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４ 御意見の内容と対応 

   パブリックコメント手続の結果、「第２期川崎市特別支援教育推進計画（案）」の趣旨に沿った御

意見、今後の取組を推進する中で参考とさせていただく御意見のほか、計画に反映させることでより

分かりやすくなる御意見があったことから、一部の御意見を反映させて「第２期川崎市特別支援教育

推進計画」を策定いたします。 

【御意見に対する市の考え方の区分】 

Ａ 御意見の趣旨を踏まえ、計画に反映させるもの 

Ｂ 御意見の趣旨が、既に計画に反映されているもの 

Ｃ 御意見の趣旨を踏まえ、今後検討するもの 

Ｄ 計画に対する質問・要望であり、計画の内容を説明・確認するもの 

Ｅ その他 

【御意見の件数と対応区分】 

項      目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）「計画（案）」全般に関すること １ ３ ２ １  ７ 

（２）共生社会の形成をめざした支援教育の推進に 

向けたインクルーシブ教育システムの構築に 

関すること

 ６ ３ ３  12 

（３）教育的ニーズに応じた多様な学びの場の整備に

関すること
２ ２ 10 ６  20 

（４）小・中・高等学校における支援体制整備と 

学校支援ネットワークの充実に関すること 
  ４ ６  10 

（５）教職員の専門性の向上に関すること  ４ ３   ７ 

（６）相談や保護者支援の充実に関すること １ ２ ３   ６ 

（７）その他    １ ３ ４ 

合      計 ４ 17 25 17 ３ 66 

※具体的な御意見の内容とそれに対する本市の考え方の詳細については、次ページ以降をご参照ください。 
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具体的な御意見の内容と本市の考え方【詳細】 

（１）「計画（案）」全般に関すること（７件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 

計画はなぜ教育委員会のホームページに

アップされていないのか。重要性が低いと

の判断なのか。また、支援教育と特別支援

教育の概念図について、かわさき教育プラ

ンのように、この計画も分かりやすく工夫

してアップしてほしい。 

より多くの方に閲覧していただくため、

川崎市のホームページにアップしておりま

すが、御意見を踏まえ、すみやかに教育委

員会のホームページからご覧いただけるよ

うに、掲載いたしました。また、支援教育

と特別支援教育の概念につきましては、追

記いたしました。 

⇒資料３ Ｐ45「共生社会の形成をめざし

た支援教育の推進とインクルーシブ教育シ

ステム」を掲載いたしました。

Ａ 

２ 

この計画が終了する１０年後くらいに

は、障害があっても地域の学校で学びたい

子は、必ず地域の学校で学べるようにして

ほしい。それまでの間は障害のある子も通

常の学校で学べる環境を保証してほしい。

小・中・高等学校において基礎的環境整

備・合理的配慮について検討を進めるとと

もに、通常の学級の児童生徒や教職員の理

解・啓発を推進することで、障害のある子

も可能な限り地域の学校で学べるように取

り組んでまいります。 

Ｃ 

３ 

本計画（案）はすごく素晴らしい内容で

した。一方でどれくらいの方が理解し、行

動するのだろうかとも感じました。本計画

（案）を読み込んでいる際に難しいなと感

じる部分もありました。もっとイラスト・

写真・図解があると、これからやろうとし

ていることのイメージもしやすいですし、

自分も参加してみようかなと当事者意識も

持てると思います。 

計画の周知にあたっては、多くの市民に

理解され、協力を得られるようわかりやす

い文章表現や視覚的な資料を活用したパン

フレット等の作成について検討してまいり

ます。 Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

４ 

（障害のある子どもに）積極的に関わり

を持ってくださる方、意識の高い方に仕事

が集中し忙しくなったり、疎外感を感じて

しまったり、予算がなくてチャレンジでき

ないということに陥らないように、しっか

り支えてくださるとよいなと思います。専

門家・有識者・管理職以外にも普通の保護

者・先生・企業など、誰もが共有し、参加

する「川崎市特別支援教育推進計画」であ

って欲しいと願います。 

資料３のＰ46「小・中・高等学校におけ

る校内支援体制」の図にありますとおり、

学校では特別支援教育コーディネーターが

核となり、組織として実態把握や支援を行

う「チーム力」を活かした支援の実践に努

めてまいります。 

 また、共生社会の形成に向けた取組とし

て、障害のある子どもが地域社会の中で積

極的に活動し、その一員として豊かに生き

ることができるよう地域での生活基盤を形

成することが求められておりますので、支

援に直接かかわる方だけでなく、障害のあ

る子どもが育つ地域の方々にも、この計画

を理解していただくことは重要であると認

識しております。ホームページへの掲載の

他にも周知の工夫に努めてまいります。 

Ｂ 

５ 

「支援教育と特別支援教育の概念図」で

は、「特別支援教育」が「支援教育」に包

含されることを明示しています。きわめて

明快な表現・説明だと思います。 

支援教育の推進と共に特別支援教育のさ

らなる充実を図ってまいります。 
Ｂ 

６ 

第２期川崎市特別支援教育推進計画

（案）」を「川崎市支援教育推進計画（案）

とする。 

（支援教育という）新たな概念のもとに取

組むことを明示するためには、「第２期」

という表現も相応しない。 

本計画（案）は、「支援教育」の中の「特

別支援教育」に関する推進計画をまとめた

ものですので、「第２期川崎市特別支援教

育推進計画（案）」という名称になってお

ります。 

Ｄ 

７ 

全体によく練られ、10 年前の第１期計画

とは隔世の感があります。様々な取組が提

示されていますが、主眼はあくまでも児童

生徒一人ひとりの成長においていただきた

いです。子どもは一人ひとり違い、その成

長・育ちは一般化できるものではありませ

ん。目の前にいる子どもを先入観なしに見

て、大人の都合ではなく、子どもの成長発

達を最優先に考えて対応していただきたい

です。 

 計画の実施にあたっては、子どもの実態

とそれを取り巻く学校や地域社会の現状に

即して、一人ひとりの子どもがその能力や

可能性を最大限に伸ばすことができるよう

に、必要な指導及び支援を行えるよう取組

んでまいります。 
Ｂ 
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（２）共生社会の形成をめざした支援教育の推進に向けたインクルーシブ教育システムの構築に 

関すること（12 件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

８ 

第１期計画の取り組みにより学校現場に

て特別支援教育の理念は広まっているもの

の、特別支援学校や学級在籍の児童生徒数

の急増により、「共に学ぶ」取り組みにつ

いて課題があります。専門性追求だけでは

なく、インクルーシブ教育や合理的配慮に

ついて周知できる教職員の研修等、「共に

生きる」という考え方や人権感覚を養うた

めにも「共に学ぶ」ことの具体的な取り組

みを明確化してください。 

（同様意見他１件） 

インクルーシブ教育システム構築に向けた

具体的な取組につきましては、教職員に対す

る研修の実施やリーフレット等による理解促

進、また、通常の学級と特別支援学級、特別

支援学校と小・中学校の交流及び共同学習の

充実を推進してまいります。 Ｂ 

９ 

特別支援学校の居住地交流の取り組みは

当初と比べると人数は少し増えたものの、

ここ２，３年減少傾向にあります。その原

因について現場と話し合う機会を作り、ま

た保護者へのアプローチができるためにも

人的配置をお願いします。 

（同様意見他１件） 

教員の配置につきましては、国や県の定め

る基準に沿って配置しております。特別支援

学校の居住地交流を促進するための手立てと

して、新たに交流籍（副次的学籍）の設置を

検討してまいります。 

Ｄ 

10 

特別支援学校在籍者の副学籍について、

一歩進めて、地域の学校が主学籍、特別支

援学校が副学籍という在り方も、インクル

ーシブな社会として将来的には考えていく

必要があると思います。 

（同様意見他１件） 

現在の法制度では、教員は児童生徒の主学

籍の置かれた学校にのみ配置されるため、難

しいと考えておりますが、今後、効果的な学

籍の在り方については、国の動向を注視して

してまいります。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

11 

生活や学習上の困難や制約を改善・克服

するために適切な教育及び指導を通じて、

障害のある児童生徒の主体的な取組みの支

援が行なわれることを期待する。また、こ

の教育を受けたものが社会の一員として活

躍することが特別なことでなくなる世の中

になることを望む。私は 30 年ほど前にイン

クルーシブ教育で障がいのある子と一緒に

勉強した経験がある。 現在の特別支援は手

厚く過去のものとは比べものにならないと

思われるが、障がいを持たない児童や保護

者の意識は 30 年前となんらかわらない印

象を受ける。全ての児童にインクルーシブ

教育を経て、心のバリアフリーを習得して

欲しい。 

本市では、すべての小・中学校（川崎高等

学校附属中学校を除く）に特別支援学級を設

置しておりますので、交流及び共同学習を促

進し、日常的に障害のある子どもと障害のな

い子どもが触れ合う中で、相互理解を深め、

多様性を尊重する心を育む取組をさらに推進

してまいります。 

Ｂ 

12 

Ｐ１６の３（２）で「居住地の小・中学

校に交流籍（副次的学籍）の設置を検討し

ます」と学籍に言及されたことに敬意を表

します。 

先進的に交流籍（副次的学籍）を実施し

ている自治体の実践を踏まえて、検討して

まいります。 
Ｂ 

13 

本市においては、副次的学籍の目的を明

確にするために「交流籍」と表現している

という説明は理解に苦しみます。「インク

ルーシブ教育システム構築のために」とい

う理念を徹底するために「交流籍」という

表現を「支援籍」とすることが妥当と考え

ます。 

本市では、交流及び共同学習を促進し、日

常的に障害のある子どもと障害のない子ども

が触れ合う中で、相互理解を深め、多様性を

尊重する心を育む取組を推進しています。 

交流籍（副次的学籍）は、すでに、中央支

援学校の小学部と大戸小学校、稲田小学校に

おいて実施しております。 

Ｄ 

14 

合理的配慮については、環境整備ととも

に人的配置の充実、体制整備の確立、全職

員の熟知が不可欠と考えます。 

エレベータやスロープの設置など基礎的

環境整備を着実に進めると共に、個々の障

害特性に応じた合理的配慮の提供につきま

しては、国や県の動向を踏まえ、保護者と

の合意形成の在り方等について検討してま

いります。 

Ｂ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

15 

幼稚園・保育園への支援教育の理解・啓

発を徹底し、小学校との連携を進めてくだ

さい。管轄が違い委員会として出来ること

は限られているのは承知していますが、「子

ども・子育て支援事業」や「第４次ノーマ

ライゼーションプラン」など、他の事業と

も連携して、支援教育の啓発に力を注いで

ください。また、就学時における幼稚園・

保育園と小学校との連携を進めてくださ

い。近年増設が続いている「児童発達支援

事業所」との情報共有も視野に入れてくだ

さい。 

幼稚園・保育園・療育センター等の就学

前の機関へ支援教育の考え方の周知に努め

てまいります。また、関係部局と情報共有

しながら、障害のある子どもと障害のない

子どもが共に学ぶインクルーシブ教育シス

テムの構築を推進してまいりたいと考えて

おります。 

幼稚園や保育園で効果的だった支援の情

報を小学校へ引き継ぐために、サポートノ

ートの充実を図ってまいりたいと考えてお

ります。「児童発達支援事業所」について

は、情報を小学校に伝えていく必要性等を

今後、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

Ｃ 

16 

高等学校における支援教育の啓発と、特

別支援教育の在り方を調査・研究してくだ

さい。高等学校での支援教育の理解を促進

し、特別支援教育コーディネーターの役割

を普及させてください。小中学校でインク

ルーシブ教育の基盤をつくってきた取組

が、高等学校の教育にも生かされるように

図ってください。 

 現在、各市立高等学校では特別支援教育

コーディネーターが指名され、校内支援体

制の構築に向けた取組を行っているところ

ですが、今後につきましては、現状を踏ま

え、発達段階に応じた支援の在り方等を検

討し、取組の充実を図ってまいりたいと考

えております。 

Ｂ 

（３）教育的ニーズに応じた多様な学びの場の整備に関すること（20 件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

17 

保護者同伴が必要な言葉の教室（通級指

導教室）に継続して通わせたいと思ってい

る子がいるが、これまで祖母が同伴してい

たところ、祖父が要介護となり、同伴不可

能となってしまいました。このケースにお

いて共働きの家庭、もしくは母子父子家庭

には通級指導を受けることが難しくなって

しまいますので、外出サービスの提供をお

願いしたいと思っています。 

 小学校における通級指導教室への送迎に

つきましては、登下校の安全性確保の観点

から、保護者様等の付き添いをお願いして

おります。 

Ｄ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

18 

小学校の特別支援学級に在籍することを

拒む保護者も少なくありません。支援学級

は障害の有無だけでなく集団での学習に困

難があり、短期間でも個別の支援が必要な

子どもが気軽に学習できる場となるといい

と思います。いじめや友達との関係、担任

との相性等で困っている子どもが、ほっと

できる学校の居間のような居場所があれ

ば、不登校の減少にもつながるのではない

かと思います。 

通常の学級に在籍している支援の必要な

児童生徒への支援体制の充実については、

重要な課題と考えております。小学校にお

いては児童支援コーディネーターの専任化

を推進することで、各学校の状況に応じて

個別指導が可能な場の工夫、特別支援教育

サポーター等の支援人材の確保など、障害

の有無にかかわらず、学校や集団への適応

が困難な児童生徒の支援に取組めるような

環境の整備に取組んでまいります。 

Ｂ 

19 

小学校低学年では、障害なのか性格なの

か判断が難しいお子さんも少なくありませ

ん。そのような子どもがクラスに何人かい

ると集団での授業が難しい状態になること

が多いように思います。担任ともう一人、

教職員が難しければ、サポーターでもいい

ので、常駐できれば子どもにとっても担任

にとっても効果的なのではないかと思いま

す。 

Ｂ 

20 

今、田島支援学校高等部には学校栄養職

員の配置がありません。栄養職員の高等部

の配置基準が法的にはありませんが、専門

職の栄養職員が不在では食育はできませ

ん。支援校の生徒が食の自立を図るために、

体系的で発達状況にあった指導ができる栄

養職員を高等部に配置してほしいです。 

（同様意見他１件） 

特別支援学校の高等部には、国や県の定

める配置基準がございませんが、再調理を

必要とする生徒やアレルギー対応を必要と

する生徒が多く在籍しておりますので、栄

養職員の果たす役割の大きさは、十分認識

しております。今後も、国や県の動向を注

視してまいりたいと考えております。 

Ｃ 

8



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

21 

学校間での支援体制の格差が未だ大き

く、教員間の指導方法・技量の格差もそれ

以上に大きい現状を踏まえると、通常級で

の評価基準がいわゆる定型発達の生徒と全

く同じである現行体制は、発達過程に大き

な凸凹を持つ発達障がい、特にＬＤ（学習

障がい）の生徒にとって非常に不利な状況

となっています。適切な支援を十分に得ら

れずとも、障がい特性が加味されない現行

の評価方法により、進路の幅が著しく狭め

られてしまう例も顕著になってきました。

学校間・教員間の格差が、誰もが容認でき

る範囲に是正されるまでの間は、緊急避難

的ではあっても評価に支援教育の観点を盛

り込んで補正を加える配慮が、より平等か

つ合理的と考えます。 

通常の学級におけるＬＤ等の教育的ニー

ズのある児童生徒への理解と具体的な支援

策の普及については、今後も研修の充実と

モデル校や通級指導教室での効果的な実践

等の情報発信に努めてまいります。 

評価につきましては、文部科学省の通知

に「学習指導要領の目標に照らしてその実

現状況を評価する、目標に準拠した評価を

着実に実施すること」と記載されており、 

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒

につきましても、学習評価の考え方は基本

的には変わらないと認識しております。そ

の上で、一人ひとりの障害の状態の理解と、

学習状況を丁寧に把握することは大変重要

であると考えております。 

Ｄ 

22 

井田中学校の特別支援学級分教室につい

て、井田中学校本校の支援級在籍の生徒数

と合算しての教職員配置ということで実質

的に教職員数が常時減となります。本校と

分教室を独立したものと考えた上での人的

配置、あわせて年度途中の柔軟な人的対応

がなければ教職員の異動希望も敬遠され、

両教室とも教育の質の低下が想像されま

す。 

（同様意見他１件） 

井田小・中学校の特別支援学級分教室の

開設につきましては、現在、井田小・中学

校にある特別支援学級の運営に支障をきた

すことがないように、運営の在り方を検討

してまいります。分教室を独立したものと

して教員配置を図ることは困難なことであ

りますが、在籍する児童生徒に対し、必要

かつ十分な教育を行える環境を整えてまい

りたいと考えております。 

Ｃ 

9



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

23 

中央支援学校高等部分教室ならびに田島

支援学校におけるコース制の今後につい

て、キャリア教育＝職業教育と捉える教育

課程の在り方には疑問を持たれています。

高校生という年齢に合った「学び」、将来

に備えるだけではなく、子どもたちの「現

在を充実させる」教育を望む生徒や保護者

の声も取り入れ、検討してほしいと思いま

す。 

（同様意見他１件） 

高等部分教室や田島支援学校のコース制

における教育については、働く意欲や態度

の育成に加え、自己肯定感や豊かな対人関

係の育成など社会的自立に向けた力の育成

をめざしており、高等部での 3 年間の充実

した学校生活が、生徒の将来に大きな支え

になると考えております。そのため、表現

を改めてまいります。 

⇒資料３ Ｐ23（７）に「社会的自立を促

進するため」と記載しておりましたが、「３

年間の充実した学校生活を通じて、働く意

欲や態度の育成と共に、自尊感情、規範意

識、人と関わる力の育成をめざし」に変更

しました。

Ａ 

24 

ディスレクシアの子供たちは皆、進学先

で困っています。そこで、各教育機関に以

下のように提案したいと思います。 

［中学校］ 

・ 特別支援級の教員に合理的配慮を拒否さ

れたことがあったので、特別支援教育

や障害に対する支援をもっと勉強してほし

い。また、困っている保護者や子供 たちの

意見を第一に尊重してほしい。 

・ テストや提出物で評価せず、口頭試問な

どを行って理解していれば良しとして

ほしい。 

・ディスレクシアの子を無理に通常級に行

かせると、多大なストレスを受けてしまう

ので、支援級で授業を受け高校進学できる

ような配慮をお願いします。

個別の指導計画の作成にあたって、一人

ひとりの教育的ニーズを保護者・本人から

丁寧に聞き取ることとしております。 

また、ディスレクシア等、教育的ニーズ

のある児童生徒の理解や支援方法等を学ぶ

研修の充実をさらに推進してまいります。 

 通常の学級の教育課程における評価につ

きましては、文部科学省の通知に「学習指

導要領の目標に照らしてその実現状況を評

価する、目標に準拠した評価を着実に実施

すること」と記載されており、同じ教育課

程で学ぶ障害のある児童生徒につきまして

も、学習評価の考え方は基本的には変わら

ないと認識しております。その上で、一人

ひとりの障害の状態の理解と、学習状況を

丁寧に把握することは大変重要であると考

えているところです。 

 文部科学省の「就学支援資料」において、

学習障害のある子どもに対しては「通常の

学級において必要に応じて適切な配慮をし

つつ指導することが基本である。」と記載

されておりますので、これに基づき、通常

の学級での指導の工夫と共に適切な学びの

場の選択を進めてまいります。 

Ｄ 

10



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

25 

日本の特別支援教育は、欧米のようにで

きる部分を伸ばすという支援がありませ

ん。ディスレクシアの子供たちの中には、

科学や芸術の分野で才能を発揮する子がた

くさんいます。現在の教育では才能を発揮

できないでいる子がたくさんいます。川崎

市でも東京大学が行っている「異才発掘プ

ロジェクト」のような希望のある取り組み

が行われることを望みます。 

特別支援教育においても「子どもの得意

な力を伸ばすこと」で子どもの意欲を育て

る指導が重要であると認識しております。 

障害のある子どもがその能力や可能性を

最大限に伸ばせるよう、障害のある子ども

の教育の充実に努めてまいります。 

Ｃ 

26 

通級について平日に保護者が送迎するし

くみでは、生活上、通うことができない家

庭は多い。通級については多少有料になっ

ても、土日や平日夜に通級に通える、また

は、通級の代わりに、市からの補助のもと、

民間の支援団体や塾、放課後デイサービス

などで通級並みの指導を受け、学校と連携

もとれる、という仕組みを作っていただき

たい。 

（同様意見他１件） 

通級指導教室の指導は、在籍校で行う指

導の一部を通級での指導に代えるもので、

在籍校では出席扱いとなっておりますの

で、在籍校の授業日に通級の指導を行うこ

とが基本となっております。 
Ｄ 

27 

「障害の有無にかかわらず、教育的ニー

ズのあるすべての子どもを対象」にした「後

期中等教育の保障」を強く求めます。最近

の特別支援学校高等部には、必ずしも特別

支援学校高等部が適当と思われない生徒も

入学しているように感じます。まずは、高

等学校の在り方を見直す必要があると思い

ます。そして高等特別支援学校の設置には

慎重な対応が必要だと感じます。 

（７）を「現在、中央支援学校高等部分

教室に在籍しているような障害の比較的軽

度の生徒に対して社会的自立を促進するた

め、今後は高等学校でも受け入れて教育で

きるように高等学校の在り方について、市

教育委員会と県教育委員会が連携して検討

します。」のように変更する。 

本計画に基づき、高等学校における特別

支援教育の推進に取り組んでまいります。 

また、特別支援学校の高等部生徒の増加

と軽度の知的障害の生徒の割合の増加に対

して、専門学科を持つ高等特別支援学校を

含めた検討を行います。 

Ｄ 

11



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

28 

さくら学級の良さは、普通の小学校にあ

るからです。子どもたちを平等に接してく

れる優しい学校の中にあるからです。更に

安全に通学できるスクールバスがあり、サ

ポートしてくださる先生、介助員さんがプ

ロフェッショナルだと思います。 

さくら小学校のような学校が、全国にあ

ればよいと思うのに、どうして、学級（重

複障害指導グループ）の存続が話し合われ

ているのか。無くなってしまうのは残念で

す。 

川崎市立さくら小学校では、交流及び共

同学習の研究推進校として、通常の学級と

さくら学級の児童の交流及び共同学習の実

践に取組み、成果をあげております。 

さくら小学校の重複障害の指導グループ

につきましては、教員配置等の課題がある

ため、交流及び共同学習を継続できるよう

重複障害の児童のよりよい教育のあり方を

検討してまいります。 

Ｃ 

29 

インクルーシブ教育を推進するに当た

り、地域の学校（小学校の特別支援学級）

でやっていける子どもは、地域の学校で受

け入れ、重複障害指導グループは、児童数

の増加により重複障害の子どもに手を差し

のべられない現状があることを知っていた

だきたい。 

さくら小学校重複障害指導グループは、

入級時に川崎市就学指導委員会の審議を経

て、総合的判断により、「重複障害指導グ

ループ適」という判断を受けた児童が通っ

ております。児童数の増加等の課題の解決

に向け、重複障害の児童のよりよい教育の

あり方を検討してまいります。 

Ｃ 

30 

さくら小学校の交流及び共同学習の研究

成果をこれからも継続的に発信していく。 

そのために、田島支援学校と協力し、田

島支援学校から専門的なアドバイスを受

け、さくら小学校は、交流及び共同学習の

実践を他の学校に発信する役割を担っては

どうか。 

また、交流及び共同学習の事例集や具体

的な相談ができるメール配信システムを構

築したら良いのではないか。 

さくら小学校の交流及び共同学習の研究

報告会には、市内の学校の多くの教員が参

加しました。また、研究実践を冊子にまと

め全市の小・中学校、特別支援学校に配布

するなど、その成果の周知に努めてまいり

ます。 
Ｃ 

31 

医療的ケアを必要とする児童生徒の学習

参加と集団生活を保障してください。医療

的ケアを必要とする子は学校生活を送るう

えで、親の送り迎え、付き添いなどを余儀

なくされます。医ケアがあると社会的自立

はあきらめなくてはいけないのでしょう

か。医療的ケアがあっても地域で育ち、暮

らすことを目標に体制を整えてください。 

 医療的ケアを必要とする児童生徒にとっ

て、健康の維持と安全な教育環境が最優先

される課題でありますが、人とのかかわり

により情緒や社会性を育てることも大切な

課題と考えます。本推進計画においても、

教育的ニーズに応じた多様な学びの場の整

備の中で、検討してまいります。 

Ｃ 

12



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

32 

特別支援学校高等部における職業教育と

進路の在り方、就労アセスメントについて、

中央支援学校本校は生活福祉事業所、分教

室は企業就労か就労系福祉施設と別れる傾

向があります。一人ひとりの状態に寄り添

った進路になっているか疑問を感じます。

一人ひとりの自立を見据えた進路相談であ

るべきです。 

特別支援学校高等部における進路指導に

ついては、個別の指導計画に基づき一人ひ

とりに応じた対応を検討してまいりたいと

考えております。 
Ｃ 

（４）小・中・高等学校における支援体制整備と学校支援ネットワークの充実に関すること（10 件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

33 

小学校の児童支援コーディネーターの計

画的な配置をお願いします。予算の関係も

あると思いますが、微増にとどまっていま

す。３年後、５年後等を明記し、計画を立

てて取り組んでください。 

（同様意見他１件） 

児童支援コーディネーターの専任化によ

る効果については確認されているところで

すので、着実な専任化の推進に努めてまい

ります。 
Ｃ 

34 

通級指導教室はセンター的機能を果たす

重要な場にもかかわらず、教員が多くの児

童生徒を担当し、運営も厳しく、在籍校と

の情報交換も十分にできていません。ある

通級担当者が障害理解のために在籍校に出

前授業に行くという実践も聞いています。

通級指導教室担当者がセンター的役割を果

たせるよう、川崎独自の配置を考えてくだ

さい。 

（同様意見他１件） 

通級指導教室のセンター的機能の充実を

図るために、運営面の工夫等の検討を進め

てまいります。 

Ｄ 

13



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

35 

高等部入学選抜を経て入学した新入生の

中で、「特別支援学校は、私のいる場所で

はない」と進路変更したり、登校しなくな

ったりする人がいます。そのため、 

「２ （２）高等学校に在籍する教育的ニー

ズのある生徒に対する理解促進と効果的な支

援の在り方について検討を進め、校内におけ

る支援体制のさらなる充実を図ります。」を 

「２ （２）教育的ニーズのある生徒の高等

学校への入学を促進し、入学した生徒に対す

る理解促進と効果的な支援の在り方について

検討を進め、校内における支援体制のさらな

る充実を図ります。」とする。 

特別支援学校高等部への進学の課題につ

きましては、中学校における進路指導や特

別支援学校における志願相談の充実を図る

とともに、高等学校における障害理解や支

援方法の研修等、特別支援教育の充実を図

り、高校生としての発達段階に応じた特別

支援教育の在り方について検討してまいり

ます。 

Ｄ 

36 

様々な状況の生徒が学習し、単位を修得

するため、高校における教育課程のありか

たを考え、進路相談を充実する方向性をは

っきり示すことが重要です。そうでなけれ

ば、高校にチャレンジしようとする生徒が

増えません。インクルーシブな高校づくり

の検討をお願いします。 

Ｄ 

37 

感覚統合訓練は、児童の集中力や体のバ

ランスが改善される可能性が高いためＡＤ

ＨＤなどの児童のみならず学級全体の状況

を良好にし、先生方の助けになります。ぜ

ひ積極的に取り組んでいただきたいと思い

ます。たとえば、作業療法士の方に学校で

指導いただくという形でもいいと思いま

す。保護者ボランティアを募ってサポート

してもいいと思います。 

特別支援学級に対しては、学校からの申

請に基づき、専門機関の作業療法士等によ

るアドバイスを受けられる体制を構築して

おります。 

通常の学級の児童に対しても、作業療法

士等を講師とした研修等による理解促進に

ついて検討してまいります。 

Ｃ 

38 

特別支援学校の専門職の配置はいまだ、

非常勤の状態です。正規配置にすると担任

が減るという方法ではない川崎独自の方法

で専門性を高めてください。 

自立活動の充実を図り、安全・安心な教

育を推進するため、専門職の配置の在り方

について検討してまいります。 
Ｃ 

39 

言語聴覚士を増員してください。特別支

援学校・特別支援学級・通常の学級の区別

なく多くの児童生徒にかかわれるよう増員

配置をしてください。 

 言語聴覚士が配置されている外部機関と

の連携促進等の手立てについて検討してま

いります。 
Ｄ 

14



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

40 

各種機関担当者との情報交換の場とし

て、各区の自立支援協議会を利用してくだ

さい。現在は学校所在地の区には市立支援

学校として参加されているようですが、在

籍生徒が居住するすべての区の協議会にぜ

ひ、参加してください。全区の協議会参加

に対応できる教員配置を委員会で検討して

ください。 

 各区の自立支援協議会との連携は大切で

あると認識しておりますが、学校での教育

の充実とのバランスの中で、検討していく

ことが大切だと考えます。 
Ｄ 

（５）教職員の専門性の向上に関すること（７件） 

番号 意見要旨  本市の考え方 区分 

41 

通常の学級に在籍する感覚過敏がある子

どもの特性や課題にあわせた配慮を積極的

に進めることで、共同学習は進めやすくな

ります。 

通常の学級に在籍する感覚過敏をはじめ

多様な教育的ニーズのある子どもの特性の

理解や配慮の在り方について、すべての教

員に研修を通じて理解を促進してまいりま

す。 

Ｂ 

42 

質の高い授業の中でもよりよい授業をピ

ックアップし、川崎市では標準の授業とし

て取り入れる仕組みがあれば、質の高い授

業が市内に普及し、どの学校でも平等にそ

の授業を受けることができると思います。

そういった仕組みを年度毎に行うことによ

り、年々変化する生徒を取り巻く環境にも

対応できると思います。 

職員研修において、「良い授業」を実際

に見て「授業づくり」のポイントを学ぶ体

験型研修を多く実施しております。また、

特別支援教育推進モデル校や研究校等での

参考になる取組については、報告会等にお

いて全市に発信できる機会を設定しており

ます。今後もＩＣＴを効果的に使った授業

等ニーズに即した情報発信に努めてまいり

ます。 

Ｂ 

15



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

43 

通常級の先生方への具体的な支援、知識

取得方法について、今回の推進計画の資料

ではわかりませんでした。非常に具体性が

乏しく、計画として弱すぎます。インクル

ーシブ教育・合理的配慮・授業のユニバー

サルデザインなど、通常級の先生方に対す

る具体的な支援や知識習得の促進がなけれ

ば意味がないと思います。最も重要なのは、

いざ基礎知識を手に入れて、自分のクラス

でやってみてもなかなか上手く行かない、

または、今までの指導方法や児童たちへの

介入の仕方とは異なるやり方になるので、

先生自身が自信を持って取り組みにくいこ

とではないでしょうか。学校現場での成功

事例を積み重ねてることが、現場の先生方

を勇気付けると思います。 

（同様意見他１件） 

本計画の中で、「小・中学校の通常の学

級及び高等学校における支援体制整備の推

進」について記載しております。実際の取

組を見て学ぶ体験型研修や効果的な実践の

報告会等による情報発信により、授業のユ

ニバーサルデザイン化等を推進してまいり

ます。 

教員に対する支援につきましては、通級

指導教室のセンター的機能や巡回相談員・

巡回指導員・地域支援チーム等が学校をサ

ポートする体制を構築しておりますので、

今後はその効果的な活用を図ってまいりま

す。 

Ｃ 

44 

■教育者への研修時間を増加 

配置された専任スタッフに頼るだけではな

く、広く社会の基本情報を教育者が習熟す

る 

・教育者が教育科目とは別軸に、教育＝情

報の伝え手と言うプロ意識を育む。 

・教育者がキャリアに関して、様々な業界

から知識を習得する。 

・指導＆評価するに重点を置いた教育者の

集まりの場を、＋自らが学ぶ教育者の 

集まりの場として、交流して発展させる。 

特別支援教育に関わる教員には専門的な

知識の他に広い視野に立って多角的に子ど

もを理解し、適切な指導を行うことが求め

られますので、教職員の研修について、ご

意見を参考に内容の充実に努めてまいりま

す。 Ｃ 

45 

■外部教育者を使う 

教育と社会をよりつなげる交流を促進する 

・生徒が広く社会へ触れる機会となる。 

・教育者の時間を創出することで研修時間

となる。 

・外部での授業を増加させ、立体的な学び

の場を創造する。 

・一般の企業人や社会人へも教育現場の課

題を共有する。 

・クラスや学年、学校を単位とせず行う授

業時間を作る。 

障害のある子どもが、その能力や可能性

を最大限に伸ばし、自立し社会参加するこ

とができるよう、医療、保健、福祉、労働

等との連携を強化し、社会全体の様々な機

能を活用して、十分な教育が受けられるよ

う、障害のある子どもの教育の充実を図る

ことが重要であると認識しております。 

障害のある子どもが地域の一員として豊

かに生きることができるよう、地域での生

活基盤をつくるため地域社会の人々との交

流を促進してまいります。 

Ｂ 

16



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

46 

■混ざり合う＝囲わない教育現場の実現 

汎用対応と特別対応の対象を特定しない 

・問題を現場で囲い過ぎない 

・特別支援の児童を囲い過ぎない 

・特別支援の教育方針を囲い過ぎない 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ

教育システムの構築をめざし、障害のある

子どもと障害のない子どもができるだけ同

じ場で共に学ぶことを通じて、互いに相手

を尊重し、その存在を認め合えるような学

校作りに努めてまいりたいと考えておりま

す。 

Ｂ 

（６）相談や保護者支援の充実に関すること（６件） 

番号 意見要旨  本市の考え方 区分 

47 

学齢期の保護者は、福祉関係者との接点

が少ない人が多く、受けられるサービスや

将来の支援について情報が得にくい状況が

あります。たとえば支援級の保護者懇談会

で福祉関係者も参加する等、情報をアップ

デートすることができたらと思っていま

す。このことは教員にとっても個別支援計

画を立案するうえで、福祉に関する情報が

あれば将来の見通しを踏まえた計画が立て

られるのではないかと思います。 

義務教育段階から、福祉サービスや進路

に関する情報は、保護者や担任に有効であ

ると考えておりますので、新たに取組を追

記いたしました。 

⇒資料３ Ｐ39 に（４）として「関係機関

との連携により、福祉サービスや進路の情

報提供の充実を図ります。」を追記しまし

た。 

また、表にも「（４）保護者への福祉サ

ービスや進路情報の提供」の項目及び概要

を追記しました。

Ａ 

48 

総合教育センターでの相談と学校がどの

ように連携するのかよく分かりません。セ

ンターと学校が直接やりとりするような形

にしていただきたいです。 

総合教育センターの相談員の力量に格差

があると思います。参考になるアドバイス

や、学校との連携に繋げられる相談員もい

れば、システム説明レベルしかサポートに

なっていない相談員もいます。保護者は具

体的なサポートや方向性の明示が欲しいの

ですから、もっと踏み込んで動いていただ

きたいと思います。 

相談の中で、子どもの状態や必要な支援

等の情報をより的確に学校に伝られるよう

保護者を支援することは大切であると考え

ております。 

また、特別支援教育に関わる情報を、必

要としている保護者へより的確に伝え、保

護者の学校との連携を上手にサポートでき

るよう相談員の資質の向上に努めてまいり

ます。 

Ｃ 

17



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

49 

この推進計画を有効にするためには、受

益者が内容を知り、理解できなくては意味

がありません。 

川崎市から受けられる支援にはどんなメ

ニューがあるのか全体像が分かりません。

特別支援にかかわる支援にはどのようなも

のがあるのか、すべてを一覧でわかるよう

な資料を公開してください。または、特別

支援コンシェルジュのような役割をもった

窓口がほしいです。児童支援コーディネー

ターがそういう役割を担っていただけると

いいと思います。 

障害のある子どもの保護者に対する、制

度や支援についての相談窓口としては、学

校内の担任やコーディネーター、総合教育

センターの相談室、発達相談支援センター、

各区の子ども支援室、障害者相談支援セン

ターなどがあり、相談の内容に応じてより

適切に対応できる相談機関を紹介できるよ

う広報等に努めてまいります。 

小学校においては今後、児童支援コーデ

ィネーターが、相談機関の紹介の窓口を担

えるよう推進してまいります。 

Ｃ 

50 

学校現場での相談や総合教育センターで

の相談などが殆ど平日、日中時間帯での対

応になりますが、共稼ぎやシングル家庭で

は取り組むことが難しいです。柔軟な対応

をご検討ください。 

 他の自治体ではペアレントトレーニング

の機会を設けているところもあります。非

常に有効な支援ですから、学校または保健

センター、または民間で実施するトレーニ

ングへの利用チケットなど、具体的な体制

を作ってください。 

支援を受けるために専門医の診断書が必

要等、支援にたどり着くまで見通せず、保

護者は絶望的な気持ちになります。 

 推進計画を実行するにあたり、支援の末

端にいるたくさんの保護者からもっと、ニ

ーズを聞き取ってください。保護者からは

ニーズしか出てこないわけではなく、たく

さんのアイデアも出てくると思います。市

政に活かして、市民と市政がうまく連携で

きるような体制をご検討ください。 

総合教育センターでの相談につきまして

は、相談対応時間を夜間や休日にまで広げ

ていくことは、現状では難しい状況にあり

ますが、市民のニーズを踏まえ、今後必要

な検討をおこなってまいりたいと考えてお

ります。 

ペアレントトレーニング等の保護者対象

の研修会の開催について、学校を通じて保

護者に情報提供するなどの対応を考えてま

いります。 

今後、推進計画を実際に進めていくにあ

たって、学校や親の会の意見交換等を通じ

て、保護者のニーズを聞き取らせていただ

きたいと考えております。 

Ｃ 

51 

保護者の力を積極的に活用してくださ

い。川崎市の実情に合う形で、保護者の経

験を教育現場で活用できませんか。 

 現在、保護者の方にボランティアとして

ご活躍いただいておりますが、今後は保護

者同士の相談と相互支援を視野に入れ、各

種親の会等との連携を図ってまいります。 

Ｂ 

18



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

52 

 中学校における進路相談・進路指導の充

実について、学校間での情報共有を図るこ

とは素晴らしい試みです。加えて、学校内

での教員間の情報の共有化にも力を注いで

ください。 

中学校において、生徒一人ひとりが適切

な学びの場を選択できるよう学校間での情

報提供・共有が行えるよう努めてまいりた

いと考えております。また、特別支援学級

担当者と通常の学級担当者が進路情報等を

共有することの重要性について、発信して

まいりたいと考えております。 

Ｂ 

（７）その他（４件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

53 

ディスレクシアの子供たちは皆、進学先

で困っています。そこで、各教育機関に以

下のように提案したいと思います。 

[高校受験］ 

・まずどの学校が入学できて卒業できるの

か教えていただきたい。 

・できれば同じディスレクシアの子が多く

集まる学校を希望しています。 

・私の娘の場合、受験は代読、代筆が必須。

英語はヒアリングテストに変更願います。 

・受験は、できれば内申、筆記テストなし

で面接、口頭試問でお願いします。 

[高校］ 

・映像中心の授業で、読み書きで評価せず

理解できれば可とし卒業させてほしい。 

中学校に在籍する障害のある生徒やその

保護者に対して、進路情報が適切に提供さ

れ、一人ひとりの教育的ニーズに最も的確

に応えることができる学びの場の選択につ

なげるよう情報の共有化を図る仕組みにつ

いて検討してまいります。 

 また、高等学校における障害理解や支援

方法の研修等、特別支援教育の充実を図っ

てまいります。 

Ｅ 

54 

小中学校では、通常の学級での支援体制

ができず、特別支援学級在籍者急増につな

がっています。人的配置を十分にしていく

ことが必要です。サポートする人数を増や

すことも一つですが、もっと根本的な人的

配置を考えてほしいと思います。全学年で

の３５人以下学級の実現、少人数指導ので

きる人的配置の増加をお願いします。 

小学校では児童支援コーディネーターを

核とする校内支援体制構築を推進してまい

ります。中・高等学校においても校内支援

体制の充実を図ってまいります。通常の学

級及び特別支援学級に必要とされる支援人

材の効果的な活用や適切な配置の在り方等

について検討してまいります。 

Ｄ 

19



番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

55 

特別支援教育制度という今の学校の在り

方に違和感や疑問を感じており、教育につ

いて皆さんが真剣に深く考えたなら、本当

に今の特別支援教育制度に行き着くもので

しょうか。私はそうは思えなく、色々と調

べてきたところ、野口晃菜さん（インクル

ーシブ教育研究者）のブログ「あたし論」

に非常に感銘を受けています。川崎市は彼

女の考え、研究に対してどのようにお考え

でしょうか。 

本計画でお示ししたインクルーシブ教育

システムの考え方は、資料３のＰ50「共生

社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ

ステム構築のための特別支援教育の推進」

報告に基づいております。可能な限り障害

のある者と障害のない者が合理的配慮の提

供の下に共に学ぶことと障害者が能力を可

能な最大限度まで発達させることをめざす

ものであり、そのためには、一人ひとりの

教育的ニーズに対応する特別支援教育の充

実が必要であると考えております。 

Ｅ 

56 

近々、新卒者は就労アセスメントをとら

ないと就労継続型を利用できなくなりま

す。そのアセスメントをいつ、どこで、誰

が取るのでしょうか。「じっくり、ゆっく

り」育つ子どもたちの特性を考えるとあま

り早期に評価すべきではありません。アセ

スメントをとることを避けて、生活介護を

進路に選ぶ生徒が増えると予想されます

が、青年期の知的障害者の多数にとって、

その活動内容は物足りないものとなってい

ませんか。卒業後の成長と自立に向けた進

路指導を行ってください。 

新卒者の就労アセスメントにつきまして

は、学校教育への影響を考慮しながら、一

人ひとりの適切な進路につながるよう関係

局と連携してまいります。 

Ｅ 

20



Ⅰ　第２期川崎市特別支援教育推進計画策定の経緯 Ⅲ　計画の趣旨

推進計画 取組状況

0～2歳児相談体制 乳幼児相談体制確立

通級による指導・巡回指導 難聴通級指導教室設置

聴覚障害のセンター的機能 聴覚支援センターとして聴覚障害児童生徒を支援

進路指導や教育課程の充実 教育環境整備（ＦＭ補聴システム導入）

専門学科名称変更（被服科→ライフクリエイト科）

Ⅳ　計画の位置付け等

田島養護学校 再編整備 知的・肢体不自由教育部門併置

医療的ケア体制整備 運営委員会設置、非常勤看護師配置

養護学校
重複障害特別支援学級を養護学校
小学部の分校又は分教室として整
備

養護学校小学部分教室として開設

特別支援学校のセンター的機能 地域支援や公開研修等の実施

社会自立を目指し高等養護学校等
の検討

聾学校内に職業教育を中心とした養護学校の高等部分教室
設置

居住地交流の推進 要綱を定め、実施

特別支援教室の研究 学校の状況に応じて個別の対応を実施

全小中高等学校で特別支援教育コーディネーターを選定
し、校内委員会を開催

巡回相談・巡回指導体制、特別支援教育サポーターの配置

小学校―各区に言語と情緒関連通級指導教室設置

中学校―情緒関連３校設置

支援体制整備 小・中学校の特別支援学級におけるサポートノートの作成

第２期川崎市特別支援教育推進計画（案）　概要版

平成17年３月に策定した川崎市特別支援教育推進計画が、平成26年度計画期間が終了すること

に伴い、平成24年６月に川崎市特別支援教育推進検討委員会（以下「検討委員会」という。）を

設置し、平成26年３月に、検討委員会から報告書が提出されました。これを受けて、庁内で次

期計画の検討を進め、平成27年度からの本市の特別支援教育の方向性を示す「第２期川崎市特

別支援教育推進計画」を策定するものです。

　本市ではこれまでも、誰もが、学校や地域の中で相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現をめざし、障害の

ある子どもと障害のない子どもが共に生き、共に学ぶことを通して、社会性や豊かな人間性、そして互いを思いやる

心を育むことを推進してきました。

　一方で、近年、国においては特別支援教育の充実に向けて、以下のような様々な動向が見られるところです。

≪国における特別支援教育の充実に向けた主な動き≫

　　　■平成19年９月　障害者の権利に関する条約に署名

  　　■平成23年８月　障害者基本法の一部改正

                      （可能な限り障害者の児童生徒と障害者でない児童生徒が共に教育をうけられるよう配慮する）

　■平成24年７月　共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中央教育審議会初等中等教育分科会より

　　　　　　　　　　　（障害のある者と障害のない者が、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである）

　　　■平成25年６月　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の公布（平成28年４月施行）

　　　　　　　　　　　（地方公共団体は障害を理由とする差別の解消の推進に必要な施策を策定し実施しなければならない）

　　　■平成26年１月　障害者の権利に関する条約の批准書提出

このような国の動向や本市の特別支援教育の現状及び課題などを踏まえて、次のように基本的な方向性を定めるこ

ととしました。

Ⅱ　これまでの取組

現行計画（平成17年度～26年度）

基本方針（４つの柱）

１　聾・養護学校の機能拡充と特色ある学校づくり
２　小・中学校における特別支援教育の推進
３　教員の専門性の向上
４　一貫した相談支援体制の整備

聾学校

これまで、本市の特別支援教育については、かわさき教育プラン及び川崎市特別支援教育推進計画に基づき諸施策を

実施してきました。いずれの計画も平成26年度をもって計画期間が終了することから、新たに、総合的に特別支援教

育を展望し、これからの特別支援教育の推進に係る方向性について示す計画として、平成27年度から概ね10年間の第

２期川崎市特別支援教育推進計画を策定します。

本計画については、検討委員会における検討結果を踏まえ、第２次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プランの

基本理念・基本目標のもと、「基本政策Ⅲ　一人ひとりの教育的ニーズに対応する」の事務事業「特別支援教育推進

事業」に位置づけています。

　これにより、今後の本市の特別支援教育については、その方向性を第２期川崎市特別支援教育推進計画で示しなが

ら、年度ごとの取組内容を実施計画として掲載した、第２次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プランにおいて教

育施策全体の中で進捗管理を行い、推進していきます。

小・中学校

通常の学級に在籍する特別な教育
的ニーズのある児童生徒に対する
校内支援体制整備

通級指導教室の相談システム整備

●従来の特別支援教育のさらなる充実を図るとともに、共生社会の実現に向けた取組として、障害の有無

にかかわらず、教育的ニーズのあるすべての子どもを対象に、一人ひとりに応じた適切な対応を行う支援

教育を推進していきます。

１
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基本方針（５つの柱） 現状と課題 めざす方向性 主な取組

２　教育的ニーズに応じた多様な学び
　　の場の整備

３　小・中・高等学校における支援体制
　　整備と学校支援ネットワークの充実

４　教職員の専門性の向上

５　相談や保護者支援の充実 ・就学相談及び就学後の支援の見直し

・障害のある生徒とその保護者への適切な情報提供

・各種親の会、障害者団体、地域教育会議、ＰＴＡ活動との連携促進

●小・中学校の通常の学級に発達障害の可能性の
ある児童生徒の在籍率

　（H24文部科学省調査報告）
小学校7.7％(小1年9.8％　小6年6.3％)
中学校4.0％(中1年4.8％  中3年3.2％)

     川崎市　　小1　約1,200人（推定値）
　　　　　   　中1  約　457人（推定値）

・児童支援コーディネーターの専任化の推進

・中学校における特別支援教育推進モデル校の取組
・高等学校における就労支援員と巡回相談員の活用

・通級指導教室のセンター的機能の強化
・専門職の配置の検討

・特別な教育的ニーズのある児童生徒及び担任の支援体制の検討
・地域の専門機関の担当者と学校間で情報交換ができる場の設定

　支援教育を推進するためには、一人ひとりの教育ニーズに応じた理解
と支援に加え、周りの子どもたちの障害理解を図る必要があり、そのた
めに、すべての教職員に特別支援教育の基礎的な知識の習得と理念の理
解が欠かせません。
　また、特別支援教育の対象となる児童生徒の増加や障害の多様化な
どが進行している中、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校にお
いては、特別支援学校教諭免許状取得率の向上等の特別支援教育の専
門性を計画的に向上させることが求められています。

●特別支援学級の特別支援学校教諭免許状
取得率(H25年度）
小学校　　417人中111人取得（約３割）

　中学校　　177人中 60人取得（約３割）

(1)すべての教職員に特別支援教育に関する基礎的な
　 知識の習得に加え、支援教育の理念の理解促進

(2)多様な学びの場における教職員の専門性の向上

・インクルーシブ教育システムの構築の考え方の周知
・発達障害等の障害特性と支援の周知

・通級指導教室教職員の専門性の向上（専門職の巡回の検討）
・特別支援学級教職員の専門性の向上（計画的な免許取得の検討・
・特別支援学校教職員の専門性の向上　　授業研究や教材研究の促進）

●新規相談件数の推移
　H20  931件　⇒  H25  1,099件（約1.2倍）

特別支援教育に関する相談件数の増加に伴う申込から相談開始まで

の期間が長期化し、その相談内容が多様化、複雑化しています。その

ため、早期に相談を開始し、継続して相談を行う体制を検討する必要が

あります。また、共生社会の形成をめざすためには保護者同士の共通理

解を進めて、互いに連携していく関係づくりが求められています。

(1)「教育支援委員会」の考え方に基づく就学相談
   及び就学後の支援の見直し

(2)中学校における進路相談・進路指導の充実

(3)保護者相談・支援の在り方の検討

Ⅴ　現状と課題及び今後の取組

 本市では、共生社会の形成をめざし、障害のある児童生徒を対象とし
た特別支援教育のさらなる充実を図るとともに、障害の有無にかかわら
ず、教育的ニーズのあるすべての児童生徒を対象とした支援教育を推進
していきます。
　支援教育の推進に向けて、できる限り障害のある者と障害のない者
が共に学ぶインクルーシブ教育システムの構築を進める必要がありま
す。そのためには、すべての学校において特別支援教育の充実を図るこ
とが不可欠であり、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な
指導及び支援を行うことが求められています。

(1)川崎における支援教育の推進に向けた
　 インクルーシブ教育システムの構築

(2)小・中・高等学校におけるインクルーシブ教育
　 システムの構築

(3)特別支援学校におけるインクルーシブ教育
　 システムの構築

・支援教育の理解・啓発のためのリーフレットの作成・配布
・基礎的環境整備と合理的配慮の在り方の調査検討

・小・中学校における交流及び共同学習の促進
・高等学校における特別支援教育の推進

・特別支援学校における交流籍の検討
・合理的配慮の在り方や学校と保護者の合意形成の在り方の検討

１　共生社会の形成をめざした支援教
　　育の推進に向けたインクルーシブ
　　教育システムの構築

(1)サポートノートを作成・活用し、一人ひとりの
   教育的ニーズの的確な把握とニーズに応じた
   教育の推進

(2)小・中学校の通常の学級及び高等学校における
　 支援体制整備の推進

(3)通級指導教室の教育の充実

(4)特別支援学級の教育の充実

(5)入院・施設入所児童生徒の教育の充実

(6)特別支援学校の教育の充実

(7)医療的ケアを必要とする児童生徒への支援の
   推進

・通常の学級の教育的ニーズのある児童生徒の個別指導計画作成の推進
・特別支援学校、特別支援学級における活用と支援の充実

・授業のユニバーサルデザイン化の推進
・特別支援教育サポーターの適切な配置

・中学校通級拡充の必要性についての研究
・ＩＣＴ機器を活用した指導方法の通級における研究の推進

・専門職との連携による自立活動の充実
・特別支援学校のセンター的機能による効果的支援の在り方の検討

・入院児童生徒の学習支援の充実
・情緒障害児短期治療施設内の教育環境整備

・重度障害児童生徒に対する安全・安心な教育の促進
・軽度知的障害生徒の社会的自立の促進に向けた中央支援学校高等部
分教室の在り方の検討

・田島支援学校の医療的ケア拠点校としての整備
・小・中学校における医療的ケアの在り方の検討
・特別支援学校における医療的ケアを必要とする児童生徒の登校支援
　の調査研究

　インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追

求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自

立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える

指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが求められてい

ます。

　本市においては、通常の学級における支援体制、通級指導教室、特

別支援学級、特別支援学校等の多様な学びの場に加え、医療的ケアを

必要とする児童生徒や入院中の児童生徒に対する支援が求められていま

す。

●小・中学校の通常の学級に発達障害の可能性の
  ある児童生徒6.5％程度の在籍率
　　　　　　　　川崎市　約6,400人（推定値）

●特別支援学級の在籍児童生徒数の推移
　 H21  1,520人⇒ H26  1,980人（約1.3倍）
●市立特別支援学校の在籍幼児児童生徒数の推移
　 H21  350人　⇒ H26  510人　（約1.5倍）

　平成24年度の文部科学省調査報告によると、小・中学校の通常の学級
に発達障害の可能性のある児童生徒の割合は、小学校では7.7％、中学
校では4.0%となっており、早期からの適切な支援の必要性が強く求めら
れています。学校における支援の核となる特別支援教育コーディネー
ターは、学級担任を兼務している状況が多く、業務に専念できる環境を
作ることが課題となっています。
　このような小・中学校のコーディネーターや担任を支援するため、通
級指導教室、特別支援学校、専門機関等の専門性を活かした学校支援
ネットワークの整備が求められています。

(1)小学校における児童支援コーディネーターに
　 よる支援体制整備の推進

(2)中・高等学校における校種の特性や発達段階に
　 応じた支援体制整備の推進

(3)通級指導教室・特別支援学校のセンター的機能
　 による学校支援の充実

(4)学校支援ネットワークの充実

２



平成27（2015）年 月

川崎市教育委員会
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「 魚 物 語 」
日本学生油絵会主催 第６４回学展入賞作品

中央支援学校高等部３年 星 拓実さん 



は じ め に 

 川崎市の特別支援教育は、かわさき教育プランの重点施策である「共に生き、共に

育つ環境を創り、心を育む」ことに位置づけられ、平成 17 年３月に策定した本市の

10 年間の特別支援教育の方針である川崎市特別支援教育推進計画に基づき取組んで

きました。 

この間、国においては、「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた議論が行わ

れ、平成 23 年８月には、障害者基本法の一部を改正する法律が施行され、教育につ

いては、「可能な限り障害者である児童生徒が、障害者でない児童生徒と共に教育を

受けられるように配慮する」ことが規定されました。平成 24 年７月には中央教育審

議会初等中等教育分科会において、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ

ステム構築のための特別支援教育の推進（報告）」が提出され、その中で「共生社会

の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの

理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要がある」

ことなどが述べられています。また、平成 25 年６月には障害者差別解消法の公布が

あり、平成 26 年１月「障害者の権利に関する条約」の批准書が国連に提出されたと

ころです。 

 このように、特別支援教育をめぐる状況は変化しており、これまでの教育に加え、

より充実した対応が求められています。 

こうした中、平成 26 年度に川崎市特別支援教育推進計画の計画期間が終了するこ

とに伴い、平成 24 年６月に川崎市特別支援教育推進検討委員会（以下「検討委員会」

という。）を設置し、これまでの成果と課題を検証・分析しながら、今後の本市の特

別支援教育の在り方について検討を進めてきました。平成 26 年３月に検討委員会か

ら報告書が提出され、この報告書に基づき、平成 27 年度から概ね 10 年間を計画期間

とした第２期川崎市特別支援教育推進計画を策定します。 

   平成 27（2015）年 月  

                           川崎市教育委員会    
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第１章 推進計画の基本的な考え方 

 １ 計画の趣旨 

本市においては、平成 17 年３月に「川崎市特別支援教育推進計画」を策定し、この計画

に基づいて、基本方針「１ 聾・養護学校の機能拡充と特色ある学校づくり」、「２ 小・

中学校における特別支援教育の推進」、「３ 教員の専門性の向上」、「４ 一貫した相談支 

援体制の整備」を推進してきました。 

 この間、国においては、平成 23年８月に障害者基本法の一部改正（可能な限り障害者の

児童生徒と障害者でない児童生徒が共に教育をうけられるよう配慮する）が行われ、平成

24 年７月には中央教育審議会初等中等教育分科会において「共生社会の形成に向けたイン

クルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（障害のある者と障害

のない者が、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである）がまとめられました。 

また、平成 25 年６月に障害者差別解消法（地方公共団体は障害を理由とする差別の解消

の推進に必要な施策を策定し実施しなければならない）の公布があり、特別支援教育にか

かわる様々な制度改革が進められてきました。平成 26年１月には、障害者の権利に関する

条約が批准され、共生社会の形成に向けた取組が進められています。 

    このような状況の中、本市では、これまでも「共に生き、共に育つ環境を創り、心を育 

   む」ことを教育プランの重点施策に位置づけてきました。このたび、検討委員会からの報

告をうけて、共生社会の実現に向けた取組として、障害の有無にかかわらず、教育的ニー

ズのあるすべての子どもを対象に、一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応していく支援

教育という新たな概念のもとに取組むとともに、障害のある子どもの教育的ニーズに応じ

た特別支援教育のさらなる充実に向けた取組を推進していきます。 

２ 計画の位置づけ 

 本計画は、検討委員会における検討結果を踏まえ、第２次川崎市教育振興基本計画かわ

さき教育プランの基本理念・基本目標のもと、「基本政策Ⅲ 一人ひとりの教育的ニーズに

対応する」の事務事業「特別支援教育推進事業」に位置づけています。 

 これにより、今後の本市の特別支援教育については、その在り方、方向性等を第２期川

崎市特別支援教育推進計画で示しながら、年度ごとの取組内容を実施計画として掲載した、

第２次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プランにおいて教育施策全体の中で進捗管理

を行い、推進していきます。 

３ 計画の期間及び運用 

平成 27 年度から概ね 10 年間とします。 

なお、社会状況の変化や国及び県の施策の動向等を踏まえ、必要に応じて見直すことと

します。 
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１ 特別支援教育の現状 

  本市の特別支援教育は、特別支援学校を４校（分校含む）設置し、障害に応じた専門的な教育の

実践を重ねるとともに、小学校に重複障害児童の学びの場として「重複障害特別支援学級」及び「重

複障害指導グループ」を設置し、子ども同士の日常的な交流とともに、特別支援学校に準じた障害

に応じた専門的な教育を実施してきました。 

また、すべての小・中学校に特別支援学級を設置し、地域で共に学び共に育つ教育を推進すると

ともに、小・中学校の通常の学級及び高等学校に在籍する発達障害等の特別な教育的ニーズのある

児童生徒に対しても、コーディネーターを中心とした校内の支援体制整備に取組んできました。さ

らに、専門的な学びの場として小学校では、各区に言語と情緒関連通級指導教室を設置し、中学校

では、南部・中部・北部の３校に情緒関連通級指導教室を設置し、特別支援学校では、聾学校に難

聴通級指導教室を設置するなど、教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実に取組んできました。 

 （１）全国と川崎市の義務教育段階の特別支援教育の現状比較（平成25年度） 

特別支援学校 

小・中学校

特別支援学級

障害種別の学級 
重複障害特別支援学級 

重複障害指導グループ 
院内学級

田島養護 

学校 
養護学校 聾学校 

県立養護学校

第 2章 本市の特別支援教育の現状と課題 

国 約７万8千人  

0.76％ 

川崎市 989人 

0.99％ 

国 約 17万5千人  

1.70％ 

川崎市 1,891人

1.90％

国 約6万7千人  

0.65％ 

川崎市331人 

   0.33％

国 約 32万0千人  

3.11％ 

川崎市 3,211人 

3.23％

参考 

国：約1,030万人 

市：（小）約7.1 万人 

 （中）約2.9 万人 

＊公開されている 

最新の全国調査が 

平成25年度のため、 

平成 25年度数値で 

比較している。

言語通級指導教室 

情緒関連通級指導教室 

難聴通級指導教室 

通級による指導 

発達障害等、支援の必要な児童生徒へ適切に対応

するため、特別支援教育コーディネーター又は児

童支援コーディネーターを中心とした校内の支援

体制を構築 

通常の学級

通常の学級に6.５％程度の発達障害の可能性のある児童生徒が在籍（文科省H24全国調査結果報告より） 

内訳：小学校7.7％(小1年9.8％、小6年6.3％)中学校4.0％(中１年4.8％、中3年3.2％) 

国 約67万人 川崎市 約6,400人

うち、県立に在籍する 

川崎市在住の児童生徒 

164人
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２ 特別支援学校における現状と課題 

 川崎市域には、県立の特別支援学校４校と市立の特別支援学校４校（分校含む）とその分教室が

設置されています。その他に、さくら小学校内に特別支援学校小学部と同様の重複障害児童の学び

の場として、重複障害指導グループを設置しています。 

（１）川崎市域の特別支援学校と重複障害指導グループの配置図（平成26年度） 

 知的障害の市立特別支援学校３校（分校含む）の在籍児童生徒数は、平成 19 年度以降増加してお

り、中でも高等部の生徒数の増加が顕著です。これは、神奈川県や国全体でも同様の増加がみられ

ます。本市は、人口の増加が平成 30 年代の半ばまで続くことが想定されており、知的障害の特別支

援学校の在籍児童生徒の増加に対して、設置義務のある県教育委員会と連携した取組が、喫緊の課

題です。 

  それに対し、県教育委員会は、県立麻生養護学校を新設し、また、高等学校内に県立特別支援学

校の分教室を設置しました。本市においては、田島支援学校と中央支援学校を再編整備し、また、

聾学校内に中央支援学校の分教室を設置し、生徒の増加に対応してきました。 

（２）川崎市域の特別支援学校の設置の推移（４月1日現在） 

障害種別 学校 平成16年度 平成26年度 

知的障害教育部門 県立特別支援学校 3校 4校 

県立特別支援学校分教室 0教室 5教室 

市立特別支援学校 2校 3校（分校含む） 

市立特別支援学校分教室 0教室 ３教室 

肢体不自由教育部門 県立特別支援学校 １校 ２校 

市立特別支援学校 ０校 3校（分校含む） 

市立特別支援学校分教室 ０教室 ２教室 

聴覚障害教育部門 市立聾学校 1校 1校 
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（３）市立特別支援学校の在籍幼児児童生徒数の推移（５月１日現在） 

 知的障害の市立特別支援学校３校（分校含む）において、平成 19 年度以降は年々増加しており、

校舎開設時の想定数を大幅に上回る児童生徒数になっています。 

   在籍児童生徒数の増加に対して、10 年の間に県立麻生養護学校（知肢併置）と県立特別支援学校

高等部分教室５教室が設置され、市立特別支援学校高等部分教室１教室を設置しました。平成 26 年

度の市立田島支援学校の再編整備により、さらなる受入定員の拡充を図りました。 

＊平成26年度から、次のとおり校名の変更及び重複障害特別支援学級を特別支援学校小学部へ再編しました。 

校名：田島養護学校 ⇒ 田島支援学校 

養護学校   ⇒ 中央支援学校 

学級：大戸小学校 重複障害特別支援学級 ⇒ 中央支援学校小学部 大戸分教室 

稲田小学校 重複障害特別支援学級 ⇒ 中央支援学校小学部 稲田分教室 

（４）市立特別支援学校の就労状況 

項目 平成20年度

卒業 

平成21年度

卒業 

平成22年度

卒業 

平成23年度

卒業 

平成24年度

卒業 

平成25年度

卒業＊ 

卒業時

就職率 

卒業時就職

数／卒業生

数 

10人/66人 

15.2％ 

13人/70人 

18.6％ 

17人/61人 

27.9％ 

12人/84人 

14.3％ 

14人/75人 

18.7％ 

23人/79人 

29.1％ 

3年間

定着率 

3年間就労

継続者数／

卒業時就職

者数 

9人/10人 

90％ 

11人/13人 

84.6％ 

13人/17人 

76.5％ 

21歳

時就職

率 

21歳時就

職者数／卒

業生数 

17人/66人 

25.8％ 

16人/70人 

22.9％ 

19人/61人 

31.1％ 

市立特別支援学校の卒業生は、年度によって違いがありますが、平成 20 年度から平成 25 年

度までの６年を平均すると企業への就労率は約 20.6％となっています。高等部の生徒の障害状

況の変化により、軽度の障害生徒に応じ、社会的自立をめざした教育の推進が求められていま

す。 

＊平成25年度から、市立中央支援学校分教室の卒業生の数が加算されています。

田島支援学校

中央支援学校

聾学校
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３ 特別支援学級における現状と課題 

 小・中学校の特別支援学級在籍児童生徒数は、10 年間で約２倍の増加となっています。地域で学

び育てることを大切にし、現在、すべての小・中学校に特別支援学級を設置しています。しかし、

各学校の特別支援学級は、在籍児童生徒数が増加し、その障害も重度・重複化、多様化しており、

障害に応じた専門的な教育や一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の在り方が課題となっていま

す。 

（１）特別支援学級在籍児童生徒数の推移（５月１日現在） 

平成 16 年度から 10 年間で特別支援学級の在籍児童生徒数は、小学校では 717 人から 1,370 人

へ約 1.9 倍の増加、中学校は 267 人から 610 人へ約 2.3 倍の増加となっています。

なお、この間の担当教員数は、小学校では 387 人から 434 人へ約 1.1 倍、中学校は 129 人から

178 人へ約 1.4 倍となっています。

（２）特別支援学級の設置の推移（５月１日現在） 

障害種別 学校種 平成１６年度 平成２６年度 

知的障害 小学校 106学級 324人 
444人 

130学級 592人 
857人 

中学校 44学級 120人 62学級 265人 

肢体不自由 小学校 52学級 54人 
73人 

47学級 60人 
74人 

中学校 16学級 19人 13学級 14人 

病弱・身体

虚弱 

小学校 40学級 49人 
68人 

45学級 50人 
77人 

中学校 12学級 19人 22学級 27人 

弱視 小学校 3学級 4人 
4人 

15学級 16人 
19人 

中学校 0学級 0人 3学級 3人 

難聴 小学校 19学級 20人 
23人 

24学級 25人 
36人 

中学校 3学級 3人 10学級 11人 

自閉症・ 

情緒障害 

小学校 105学級 266人 
371人 

132学級 627人 
917人 

中学校 42学級 105人 60学級 290人 

合計 小学校 325学級 717人 
982人 

393学級 1,370人 
1,980人 

中学校 117学級 265人 170学級 610人 

 平成 16 年度から 10 年間で障害種別にみると、知的障害が、444 人から 857 人へ約 1.9 倍の増加、

自閉症・情緒障害が、371 人から 917 人へ約 2.5 倍の増加となっています。 
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（３）特別支援学級学年別児童生徒数（平成26年５月１日現在） 

 学年別の在籍児童数をみると、小学校では、低学年より中・高学年の方が多くなっており、途中

から特別支援学級へ入級する児童が多くいることを示しています。 

（４）特別支援学級の特別支援学校教諭免許状取得率（平成25年 12月末日現在） 

特別支援学級の担任の特別支援学校教諭免許状の取得者は３割程度となっており、特別支援教育

の専門性をもつ教員の養成や配置が課題となっています。 

（５）特別支援学級の担任の経験年数（平成25年 12月末日現在）

特別支援学級担当経験年数も２年未満が４割程度となっており、障害に応じた指導などの専門性

をもつ教員の養成が課題となっています。 

（６）院内学級の指導児童生徒数（５月１日現在） 

院内学級の在籍児童生徒数は年度によってばらついていますが、入院期間の短縮に伴い、年々減

少していくと考えられます。中学校は、平成 21 年度９月に開級しましたが、平成 22 年度は閉級し、

再び平成 23 年度に開級となっています。また、平成 26 年度から、教育課程に基づく教育の充実を

めざし、学籍を移さない「学習参加」を廃止しました。 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

小学校 207人 202人 199人 261人 238人 263人 1,370人 

中学校 214人 194人 202人    610人 

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

小学校（稗原小） 4人 4人 4人 6人 4人 4人 ２人 ２人 3人 

  学習参加 1人 2人 3人 3人 3人 2人 ５人 ４人 

中学校（菅生中） 0人 1人 2人 0人 0人 1人 １人 １人 3人 

  学習参加 1人 0人 2人 0人 0人 0人 3人 7人  
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４ 通級指導教室における現状と課題 

 本市における通級指導教室は、「ことばの教室」と称した言語の通級指導教室からスタートし、教

育実践を積み重ねてきました。情緒関連の通級指導教室は、菅小学校での研究実践を経て、「情緒関

連通級指導教室＊」として設置してきました。 

現在、小学校においては、７区すべてに言語と情緒関連の通級指導教室を設置しています。中学

校においては、南部・中部・北部の３校に、情緒関連通級指導教室を設置しています。聾学校にお

いては、難聴通級指導教室を設置しています。 

   通級指導教室担当教員の世代交代もあり、担当教員の養成や専門性の向上等が課題となっていま

す。 

＊情緒関連通級指導教室…本市では、情緒障害、LD、AD/HDを対象とした通級指導教室のことをいいます。 

（１）川崎市の通級指導教室の配置図（平成26年度） 

（２）通級指導教室設置の現状（４月１日現在） 

平成26年度、小学校においては通級による指導を受けている児童生徒数の増加等に対応するため、

東生田小学校及びはるひ野小学校に通級指導教室を整備しました。また、中学校においては南部・

中部・北部の３校体制とするため、生田中学校の通級指導教室を新たに設置しました。 

障害種別 学校種 平成１６年度 平成２６年度 

情緒関連 
小学校 １校 ７校 

中学校 0校 ３校 

言語障害 小学校 ７校 ７校 

聴覚障害 特別支援学校 ０校 1校 
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（３）小学校言語通級指導を受けている児童数の推移（５月１日現在） 

 小学校の言語通級指導教室は、平成 13年度に各区に１校設置が完了しました。その後も、通級指

導を受けている児童数は増加となっています。 

（４）小学校情緒関連通級指導を受けている児童数の推移（５月１日現在） 

 小学校の情緒関連通級指導教室は、平成 12 年度に発達障害の可能性のある児童に対する専門的な

教育の場として菅小学校に設置し、その後、実践研究に基づき、平成 22 年度に７校に設置しました。 

  通級指導を受けている児童数は、各区に整備された平成 22 年度から平成 26 年度にかけ 329 名か

ら 445 名へ約 1.4 倍に増加となっています。
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（５）中学校情緒関連通級指導を受けている生徒  （６）難聴通級指導を受けている児童生徒数 

   数の推移（５月１日現在）            の推移（５月１日現在） 

中学校の情緒関連通級指導を受けている生徒数も、増加となっています。小学校の情緒関連通級

指導を受けている児童数の推移から、さらに増加すると考えられます。 

聾学校の難聴通級指導教室は、通常の学級に在籍している難聴の児童生徒へ周知が図られ、平成

21 年度から増加となっています。 

（７）小学校通級指導教室担当教員の経験年数  （８）中学校通級指導教室担当教員の経験年数 

（平成26年５月１日現在）           （平成 26年５月１日現在） 

言語の通級指導教室の担当教員の世代交代や情緒関連の通級指導教室の増設により、経験年数の

短い教員の割合が高くなっています。そのため、教員の研修の充実や中核となる教員の養成が課題

となっています。 
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5 通常の学級における現状と課題 

 本市においては、通常の学級に在籍する発達障害等の特別な教育的ニーズのある児童生徒に対し

て、平成 16 年度より校内支援体制作りに取組み、小・中学校において特別支援教育コーディネータ

ー＊を指名し、その特別支援教育コーディネーターを中心に校内委員会の開催、校内研修会、専門機

関との連携等の実践を重ねてきました。校内委員会で検討した件数の明らかな増加は、今まで支援

が必要だと気づかれなかった児童生徒に対する気づきが促進したと考えられます。また、支援を必

要とする児童生徒に対する学校全体での情報共有が進んだとも考えられます。しかし、学校や地域

の事情等によって校内支援体制の整備状況には差があります。また、特別支援教育コーディネータ

ーの経験年数は、３年以内が多く、経験を積み重ねるのが難しいなどの課題や、半数以上が学級担

任をしながら特別支援教育コーディネーター業務に取組んでいるため、活動に専念できる時間の確

保が難しいなどの課題が明らかになってきました。 

＊小学校では、平成24年度特別支援教育コーディネーターの機能を拡充し、児童支援コーディネーターと称して

専任化に向けて取り組んでいます（平成26年度は44校）。そのため、特別支援教育コーディネーターと児童

支援コーディネーターを合わせて、コーディネーターと表記します。 

（１）通常の学級における特別支援教育体制の現状（12月末日現在） 

 特別な支援が必要な児童生徒に対して、その理解や支援の在り方について校内委員会で検討した

件数は、小学校で 2,905 件から 6,678 件へ、中学校で 556 件から 981件へ、高等学校で８件から 133

件へ増加しています。これは、特別支援教育体制の推進により、各学校において支援を必要とする

児童生徒に対する気づきが促進された成果であると考えられます。 

（２）コーディネーターの経験年数（平成25年12月末日現在） 

経験年数が２年以下の割合は、小学校で約５割、中学校で約４割、高等学校で８割であることか

ら、その役割の周知と必要な知識の習得と蓄積等が課題であると考えられます。 

学校種 学校 平成21年度 平成25年度 

小学校 コーディネーター指名 114校100％ 113校100％ 

校内委員会設置 114校100％ 113校100％ 

校内委員会等で検討した件数 2,905件 6,678件 

中学校 コーディネーター指名 51校100％ 51校 100％ 

校内委員会設置 51校100％ 51校 100％ 

校内委員会等で検討した件数 556件 981件 

高 等 学

校 

コーディネーター指名 10校100％ 10校 100％ 

校内委員会設置 10校100％ 10校 100％ 

校内委員会等で検討した件数 8件 133件 
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（３）コーディネーターの兼務状況（平成25年12月末日現在） 

小学校の約４割、中学校の約６割のコーディネーターは、通常の学級あるいは特別支援学級の担

任と兼務しています。そこで、本市では平成 24 年度、小学校７校においてコーディネーターがその

業務に専念できる環境を整えるモデル事業を開始しました。平成 26 年度には小学校 44 校において

専任化されたコーディネーター（児童支援コーディネーター）が、校内の教育的ニーズのあるすべ

ての児童を対象とした支援活動の推進役として活動しています。 

（４）小学校の校内委員会検討内容の分析     （５）中学校の校内委員会検討内容の分析 

  （平成25年 12月末日現在）   （平成25年 12月末日現在） 

小学校では、低・中学年は、行動面の課題が多く検討されており、高学年から不登校の課題の割

合が高くなっています。中学生における検討人数では、１年生が最も多く、学年が上がるに従い少

なくなっています。内容も行動面の課題、学習面の課題という順になっています。小学校に比べ不

登校の課題の割合が高くなっているのも中学校の特徴です。 
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（６）小・中学校における専門機関との連携（平成25年12月末日現在） 

小学校では、通級指導教室、特別支援教育センター、児童相談所等との連携が多く図られていま

す。中学校では、スクールカウンセラー、巡回相談員、通級指導教室等との連携が図られており、

校種による特色がみられます。平成 24 年度より発達障害の可能性のある生徒への気づきを促すた

め、心理の専門家による巡回相談は、中学校へ重点的に配置しました。そのため、小学校では、巡

回指導員（特別支援教育の経験豊かな退職教員）の利用が増えていると思われます。 

６ 特別支援教育に関する相談の現状と課題 

    特別支援教育に関する相談については、総合教育センターに相談窓口を設け、電話相談や来所相

談を行っていますが、相談件数の増加に伴う申込から相談開始までの期間の長期化や、相談内容の

多様化、複雑化などが課題となっています。そのため、早期に相談を開始し、継続して相談を行う

体制を検討する必要があります。 

（１）新たに総合教育センターに申し込まれた特別支援教育に関する相談件数の推移 

    平成 20 年度からの５年間で、新規の相談件数は 931 件から 1,099 件へ約 1.2 倍の増加となって

います。 

件
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第３章 今後の取組 

基本方針（５つの柱）

基本方針Ⅰ 共生社会の形成をめざした支援教育の推進に向けた 

インクルーシブ教育システムの構築 

１ 川崎における支援教育の推進に向けたインクルーシブ教育システムの構築 

２ 小・中・高等学校におけるインクルーシブ教育システムの構築 

３ 特別支援学校におけるインクルーシブ教育システムの構築

基本方針Ⅱ 教育的ニーズに応じた多様な学びの場の整備 

１ サポートノートを作成・活用し、一人ひとりの教育的ニーズの的確な把握と 

ニーズに応じた教育の推進

２ 小・中学校の通常の学級及び高等学校における支援体制整備の推進 

３ 通級指導教室の教育の充実 

４ 特別支援学級の教育の充実 

５ 入院・施設入所児童生徒の教育の充実 

６ 特別支援学校の教育の充実 

７ 医療的ケアを必要とする児童生徒への支援の推進

基本方針Ⅲ 小・中・高等学校における支援体制整備と 

学校支援ネットワークの充実 

１ 小学校における児童支援コーディネーターによる支援体制整備の推進 

     ２ 中・高等学校における校種の特性や発達段階に応じた支援体制整備の推進 

３ 通級指導教室・特別支援学校のセンター的機能による学校支援の充実 

     ４ 学校支援ネットワークの充実

基本方針Ⅳ 教職員の専門性の向上 

１ すべての教職員の特別支援教育に関する基礎的な知識の習得に加え、支援教育の

理念の理解促進 

２ 多様な学びの場における教職員の専門性の向上

基本方針Ⅴ 相談や保護者支援の充実 

１ 「教育支援委員会」の考え方に基づく就学相談及び就学後の支援の見直し 

     ２ 中学校における進路相談・進路指導の充実 

３ 保護者相談・支援の在り方の検討
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めざす方向性と具体的な取組 

１ 川崎における支援教育の推進に向けたインクルーシブ教育システムの構築

（１）本市における支援教育の考え方について理解・啓発の検討を進めます。 

（２）インクルーシブ教育システム＊１の構築を着実に進めるため、教育相談の充実や

基礎的環境整備と合理的配慮＊２の在り方等について検討します。 

項  目 概     要 

(１)支援教育の考え方の

理解・啓発 

幼稚園・保育園・療育センター等の就学前の機関をはじめ、教職員や保

護者等に対し、支援教育の考え方の周知に努めます。 

≪主な取組≫ 

◇リーフレットの作成配布 

◇関係機関連携会議や研修の充実 

(２)教育相談の充実 保護者・学校との合意形成を図り、適切に学びの場の選択が行えるよう

教育相談の充実を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇本人・保護者と教育委員会、学校等が合意形成を図るための方法の検

討 

(２)基礎的環境整備と合

理的配慮の在り方の

調査検討 

基礎的環境整備と合理的配慮の提供に向け、情報収集と検討を進めます。 

≪主な取組≫ 

◇モデル校での取組(22～27年度さくら小) 

◇合理的配慮に関わる国や県の情報収集と本人・保護者・学校との合意

形成の在り方等の検討 

基本方針Ⅰ 共生社会の形成をめざした支援教育の推進に向けた 

インクルーシブ教育システムの構築 

  本市では、共生社会の形成をめざし、障害のある児童生徒を対象とした特別支援

教育のさらなる充実を図るとともに、障害の有無にかかわらず、教育的ニーズのあ

るすべての児童生徒を対象とした支援教育を推進していきます。 

支援教育の推進に向けて、できる限り障害のある者と障害のない者が共に学ぶイン

クルーシブ教育システムの構築を進める必要があります。そのためには、すべての

学校において特別支援教育の充実を図ることが不可欠であり、子ども一人ひとりの

教育的ニーズを把握し、適切な指導及び支援を行うことが求められています。

現状と課題 
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２ 小・中・高等学校におけるインクルーシブ教育システムの構築 

（１）すべての小・中学校（川崎高等学校附属中学校を除く。）に特別支援学級が設置さ

れている利点を活かし、通常の学級と特別支援学級との間、また、特別支援学

校と小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共同学習＊３を促進し、障害

のある子どもと障害のない子どもの相互理解を深め、多様性を尊重する心を育

む教育を推進します。そのための具体的な手立ての検討を進めます。 

（２）高等学校における特別支援教育の推進に向けた検討を行い、教育的ニーズのあ

る生徒への指導・支援の充実を図ります。 

項  目 概     要 

(１)小・中学校における

交流及び共同学習

の促進 

すべての小・中学校において、通常の学級と特別支援学級の交流及び

共同学習のさらなる充実に努めます。 

≪主な取組≫ 

◇交流及び共同学習の指針作成 

◇交流及び共同学習の推進を図るための特別支援教育サポーター＊４

の配置検討 

◇特別支援教室＊５についての情報収集と調査研究 

(２)高等学校における

特別支援教育の推

進 

高等学校における発達段階に応じた特別支援教育の充実を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇「高等学校における特別支援教育を推進するための検討委員会」 

の設置 

◇検討委員会の検討結果を踏まえたリーフレット作成配付 

◇リーフレットを活用した高等学校教職員の研修の実施 

◇高等学校における取組の事例収集と発信 

支援教育と特別支援教育の概念図

いじめ・不登校・虐待・暴力、貧困、外国籍等

視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱・自閉情緒等

特別支援教育 

支援教育 
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３ 特別支援学校におけるインクルーシブ教育システムの構築 

（１）共生社会の形成に向け、本市の特別支援学校におけるインクルーシブ教育シス

テムの構築に向けて、地域に開かれた学校づくり、地域の障害理解の促進、働

く場の創出等について検討します。 

（２）特別支援学校在籍児童生徒の居住地交流を促進するため、特別支援学校在籍 

児童生徒に対して、居住地の小・中学校に交流籍（副次的学籍）＊６の設置を検

討します。 

（３）特別支援学校における基礎的環境整備や障害状況に応じた合理的配慮の在り方

について効果的な事例の収集を進めるとともに、本人や保護者との支援の在り

方についての合意形成やサポートノートへの適切な記載の在り方について検

討します。 

項  目 概     要 

(2)交流籍の検討 特別支援学校における交流及び共同学習の推進を図るため、交流籍（副

次的学籍）の在り方について検討します。 

≪主な取組≫ 

◇中央支援学校小学部における交流籍の実践と検証 

◇検証に基づき、すべての特別支援学校において交流籍の在り方につ

いて検討 

(３)基礎的環境整備と

合理的配慮の検討 

特別支援学校における基礎的環境整備と教育的ニーズに応じた合理的

配慮についての事例を収集し、合理的配慮の在り方や学校と保護者の

合意形成の在り方について検討します。 

≪主な取組≫ 

◇一人ひとりの教育的ニーズに応じた合理的配慮の事例収集 

◇収集した事例や全国の動向を踏まえ、本市の基礎的環境整備や合理

的配慮や学校と保護者の合意形成の在り方について検討 
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＊３：交流及び共同学習…障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参加する活動は、相互のふれ合いを通じ

て豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面がある

ものと考えられる。「交流及び共同学習」とは、このように両方の側面が一体としてあることをより明確に表した

もの。また、この二つの側面は分かちがたいものとして捉え、推進していく必要がある。交流及び共同学習は、障

害のある子どもの自立と社会参加を促進するとともに、社会を構成する様々な人々と共に助け合い支え合って生き

ていくことを学ぶ機会となり、ひいては共生社会の形成に役立つものと言える。 

＊４：特別支援教育サポーター…川崎市立学校における通常の学級及び特別支援学級の指導体制の充実に向けて、

発達障害を含む様々な教育的ニーズのある児童生徒に対する学校生活上の介助や学習活動上の支援等を行う人材。 

＊５：特別支援教室…制度として全授業時間固定式の学級を維持するのではなく、通常の学級に在籍した上で障害

に応じた教科指導や障害に起因する困難の改善・克服のための指導を必要な時間のみ特別の場で行う形態。（文部

科学省中央教育審議会「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） 

＊１：インクルーシブ教育システム…人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な

最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のな

い者が共に学ぶ仕組み。 

＊２：合理的配慮と基礎的環境整備…「合理的配慮」とは「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受

ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこ

とであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であ

り、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、

とする。なお、障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」の否定は、障害を理由とする差別に含まれると

されていることに留意する必要がある。 

「基礎的環境整備」とは「合理的配慮」の充実を図る上で、欠かせない基礎となる環境整備のこと。国、都道府県、

市町村は、必要な財源を確保し、障害のある子どもと障害のない子どもがともに教育を受けるというインクルーシ

ブ教育システムの構築に向けた取組として、「基礎的環境整備」の充実を図っていく必要がある。これらの環境整備

は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、各学校において、障害の

ある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。 

（文部科学省中央教育審議会特別支援教育に関する特別委員会報告より） 

＊６：交流籍（副次的学籍）…特別支援学校在籍の児童生徒に対する必要な教育的支援を居住地の小・中学校にお

いても円滑に行うため本来の学籍の他に居住地の小・中学校にも副次的に学籍を置く仕組み。本市においては、副

次的学籍の目的を明確にするために「交流籍」と表現している。 
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めざす方向性と具体的な取組 

１ サポートノートを作成・活用し、一人ひとりの教育的ニーズの的確な把握と 

ニーズに応じた教育の推進 

（１）支援体制のさらなる充実を図るために、保護者・学校・関係機関とサポートノ

ート＊１の意義や活用の在り方について共通理解を図ります。 

（２）通常の学級に在籍する教育的ニーズのある児童生徒に対して、情報の共有や支

援の継続が適切に図られるよう、個別の指導計画の作成を促進します。個別の

指導計画作成の研修会の開催や通級指導教室との連携による通常の学級担任や

コーディネーターのための作成支援等を検討します。 

（３）特別支援学校と特別支援学級におけるサポートノートの作成率が 100％である

ことを踏まえ、今後は効果的な活用方法（教職員同士や保護者との目標の共有、

目標を踏まえた連続性のある授業づくり）についての事例収集や研究を行い、

その結果を全市に発信し、サポートノートを活用した支援の充実を図ります。 

項  目 概     要 

(１)サポートノートの

共通理解と周知 

保護者と学校や関係機関に対してサポートノートの必要性と意味につ

いて理解啓発を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇関係機関連携会議の開催 

(２)通常の学級の教育

的ニーズのある児

童生徒の個別指導

計画作成推進 

支援を必要とする児童生徒の特性やそれに適した支援方法について校

内で共有し、引継ぎ等を円滑に行うため個別の指導計画の作成を推進

します。 

≪主な取組≫ 

◇通級指導教室のセンター的機能を活用した作成支援の検討 

◇個別の指導計画作成の研修の開催 

(３)特別支援学校・特別

支援学級における

活用と支援の充実 

サポートノートの効果的な活用の充実を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇効果的な活用の事例収集と学校や保護者に向けた発信 

基本方針Ⅱ 教育的ニーズに応じた多様な学びの場の整備 

インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求すると

ともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据

えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える、多様で柔軟な仕組みを整備す

ることが求められています。 

本市においては、通常の学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校と

いった連続性のある多様な学びの場に加え、医療的ケアを必要とする児童生徒や入

院している児童生徒に対する支援が求められています。 

現状と課題 
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２ 小・中学校の通常の学級及び高等学校における支援体制整備の推進 

（１）すべての子どもの学びやすさのために授業のユニバーサルデザイン化＊２を推進

します。 

（２）小・中・高等学校の連続した学びの中で、「かわさき共生＊共育プログラム＊３」

を計画的に実施することで、早期に個人や学級の状況を把握し、望ましい人間

関係づくりや学級づくりを進めます。 

（３）小・中・高等学校における多様な教育的ニーズのある児童生徒を支援するため

に特別支援教育サポーターのさらなる充実と適切な配置に努めます。 

項  目 概     要 

(１)授業のユニバーサ

ルデザイン化の推

進 

誰にとってもわかりやすい授業のユニバーサルデザイン化を進めま

す。 

≪主な取組≫ 

◇効果的な取組の情報収集とそれを踏まえたリーフレット見直し 

◇校種別研修の充実 

(２)「かわさき共生＊共

育プログラム」の活

用による望ましい

学級づくりの推進 

計画的なプログラムの実施により、望ましい集団づくりを進めます。 

≪主な取組≫ 

◇効果測定とプログラムの効果的な実施 

(３)特別支援教育サポ

ーターの適切な配

置 

多様な教育的ニーズに適切に応えるための特別支援教育サポーター

のさらなる充実と適切な配置について検討を進めます。 

≪主な取組≫ 

◇各学校におけるニーズ調査と適切な配置の在り方の検討 
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３ 通級指導教室の教育の充実 

（１）小学校の通級指導教室について、教室間の連携を促進し、より効果的な指導体

制を構築することを目的として、宮前区と多摩区の言語と情緒関連の通級指導

教室の併置について検討を進めます。また、中学校の通級指導教室のさらなる

拡充の必要性について調査研究を行います。 

（２）発達障害のある児童生徒へのＩＣＴ機器の効果的な配置の在り方と活用方法

について、通級での研究を支援するともに、その成果を全市に発信し、教育的

ニーズのある児童生徒の指導の充実を図ります。 

（３）弱視通級指導教室の必要性等について調査研究を行います。 

項  目 概     要 

(1) 小学校通級指導教室

の併置の検討 

宮前区と多摩区において、併置に向けての検討を行います。 

《主な取組》 

◇併置に向けて必要な調査及び検討 

(1) 中学校通級指導教室

拡充の必要性につい

ての研究 

中学校の通級指導教室のさらなる拡充の必要性について研究を行

います。 

《主な取組》 

◇拡充の必要性のついての調査研究 

◇研究結果を踏まえた展開 

(2) ＩＣＴ機器を活用し

た指導方法の通級指

導教室における研究

の推進 

通級指導教室においてICT機器の効果的な配置と活用に向けた研

究を支援し、その成果を市内に発信します。 

《主な取組》 

◇研究校での取組 

◇研究成果の発信等への支援 

(3) 弱視通級指導教室の

必要性等にかかわる

調査研究 

弱視通級指導教室について、その必要性等について、調査研究を

行います。 

《主な取組》 

◇情報収集と調査研究 

◇必要性についての検討 
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４ 特別支援学級の教育の充実 

（１）特別支援学級の児童生徒の障害の重度・重複化、多様化により安全・安心で専

門的な教育が求められています、そのため、こども家庭センターや地域の療育

センターの専門職（作業療法士*４・理学療法士*５・言語聴覚士*６）との連携に

より障害に応じた教育の充実を図ります。 

（２）重度の障害児童生徒に対する支援体制が求められており、教育環境のバリアフ

リー化（階段昇降機の配置等）や適切な支援体制について検討します。 

（３）特別支援学級の在籍児童生徒の増加に対して、特別支援学校のセンター的機能

を中心とした支援体制の充実を図ります。 

（４）さくら小学校における交流及び共同学習の研究成果の全市での共有に努めると

ともに、研究成果を基にさくら小学校の重複障害指導グループ＊７のより良い在

り方を検討します。 

項  目 概     要 

(１)専門職との連携

による自立活動の

充実 

専門職との連携により、障害に応じた自立活動の充実を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇こども家庭センターによる専門職派遣を継続 

◇療育センターや特別支援学校に在籍する専門職との連携の在り方

について検討 

(２)重度の障害児童

生徒に対する支援

体制の検討 

重度の障害児童生徒に対する支援体制について検討します。 

≪主な取組≫ 

◇摂食指導（再調理を含む）・生活介助のための支援人材（特別支援

教育サポーター等）の効果的な活用や適切な配置の在り方について

検討 

(３)特別支援学級の

支援体制整備 

特別支援学校による効果的な支援の充実に努めます。 

≪主な取組≫ 

◇特別支援学校のセンター的機能による効果的支援の在り方につい

て検討と支援の充実 

(４)さくら小学校の

研究成果を基に重

複障害指導グルー

プの在り方の検討 

交流及び共同学習の研究成果や重複障害指導グループの在り方検討

会の協議を踏まえて、重複障害児童のより良い教育の在り方を検討し

ます。 

≪主な取組≫ 

◇さくら小学校重複障害指導グループの在り方検討会での協議と協

議に基づく展開 
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５ 入院・施設入所児童生徒の教育の充実 

（１）市内の病院に長期入院する児童生徒が多くいることから、学習環境を整備する 

必要があります。入院している児童生徒に対し学籍を移したうえで、学習環境

の整備や学習指導を行うため、中央支援学校に病弱教育部門を設置し、訪問指

導*８を行います。 

（２）平成 27 年度に中原区に設置される情緒障害児短期治療施設*９内における教育  

   施設を井田小・中学校の特別支援学級分教室として開設し、施設を運営する社

会福祉法人とも連携を取りながら、教育環境を整備し、安定した学級運営に向

けた支援を行います。また、分教室を開設した後も、教育委員会からの必要な

支援を継続します。 

項  目 概     要 

(1)長期入院児童生徒

の学習支援の充実 

長期入院する児童生徒に対し、学習環境の整備や学習指導等の体制の

充実を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇中央支援学校の訪問部による病院への訪問指導 

◇聖マリアンナ医科大学病院内の稗原小学校、菅生中学校の特別支援

学級（病弱）を継続 

(2)情緒障害児短期治

療施設内の教育環

境整備 

施設を運営する社会福祉法人と連携しながら教育環境を整備し、安定

した学級運営を支援します。 

≪主な取組≫ 

◇情緒障害児短期治療施設内における井田小・中学校の特別支援学級

分教室の学級運営支援 
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６ 特別支援学校の教育の充実 

（１）特別支援学校の児童生徒の障害の重度・重複化、多様化に対して、障害に応じ

た学習指導や学級運営の在り方を指導助言するために、特別支援学校に専門家

（学識経験者）を定期的に派遣することについて中央支援学校小学部の実践を

踏まえ検討します。 

（２）特別支援学校の児童生徒の障害の重度・重複化、多様化に対して、自立活動の

充実を図り安全・安心な教育を推進するため、専門職（作業療法士・理学療法

士・言語聴覚士・看護師等）の配置の在り方について、県教育委員会の手法を

参考に関係者による検討を実施します。 

（３）重度障害児童生徒の教育の充実に向け、特別支援学校のセンター的機能*10の一

環として、ボランティアの養成等に取組む必要があります。 

（４）中央支援学校大戸分教室、稲田分教室の在籍児童数の推移や教育実践を踏まえ、

分校化も含め運営の在り方について検討します。 

（５）川崎市域の特別支援学校高等部希望者の増加に対して、特別支援学校高等部の

受け入れ枠の拡充について、県教育委員会と連携して検討します。 

（６）スクールバス運行会議において、乗車する児童生徒の増加と車椅子児童生徒に

対応する適切な配置計画の作成、乗車時間の軽減に向けた効率的運行等につい

て検討します。また、県立麻生養護学校・県立高津養護学校と市立中央支援学

校間の運行エリアについて、各学校及び県教育委員会との調整に取組みます。 

（７）特別支援学校高等部の障害の比較的軽度の生徒に対して、３年間の充実した学

校生活を通じて、働く意欲や態度の育成と共に、自尊感情、規範意識、人と関

わる力の育成をめざし、中央支援学校の高等部分教室の今後の在り方について、

専門学科＊11を持つ高等特別支援学校*12化を含めた検討を行います。 

（８）特別支援学校高等部の障害の比較的軽度の生徒に対して、３年間の充実した学

校生活を通じて、働く意欲や態度の育成と共に、自尊感情、規範意識、人と関

わる力の育成をめざし、田島支援学校におけるコース制の在り方を検討します。 

（９）聾学校は、聴覚障害幼児児童生徒に対する専門的教育の充実と、幼児児童生徒

同士の連携の機会を提供するため、教育活動の活性化を図り、聾学校の教育の

成果を発信します。また、本市の聴覚支援センター*13として教育相談、通級に

よる指導、巡回指導等の体制充実を図ります。 

（10）聴覚障害幼児児童生徒の発達の実態に即した指導の充実や、進学や就職に向け

た進路指導の充実について検討します。 
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項  目 概     要 

(1)専門家の定期派遣 児童生徒の重度・重複化、多様化に対して、障害に応じた学習指導や学

級指導について支援します。 

≪主な取組≫ 

◇専門家（学識経験者）の定期的派遣の検討  

(2)重度障害児童生徒

に対する安全・安

心な教育の促進 

自立活動の教育の充実を図り安全・安心な教育を推進します。

≪主な取組≫ 

◇専門職（作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・看護師等）の配置の 

 検討 

(３)センター的機能と

してのボランテ

ィアの養成 

特別支援学校のセンター的機能の一環として、ボランティアの養成につ

いて学校と検討を進めます。 

(4)中央支援学校大戸

分教室・稲田分教

室の在り方の検討 

中央支援学校大戸分教室・稲田分教室の今後の在り方について検討しま

す。 

≪主な取組≫ 

◇分校化も含めた今後の在り方についての検討 

(5)児童生徒数の増加

に対する対応 

特別支援学校高等部の受け入れ枠の拡充について、県教育委員会と協議

します。 

(6)スクールバスの運

行エリアの調整 

スクールバスの運行エリアをより効率的に調整します。 

≪主な取組≫ 

◇スクールバス運行会議による、適正な配置計画の作成や効率的な運行

による乗車時間の軽減を図るための検討 

(7)中央支援学校高等

部分教室の拡充 

中央支援学校高等部分教室の拡充について検討します。 

≪主な取組≫ 

◇専門学科を持つ高等特別支援学校化を含めた検討 

(8)田島支援学校コー

ス制の充実 

田島支援学校高等部におけるコース制の充実を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇職業教育を主とする専門学科の検討 

(9)聴覚障害教育の充

実 

聴覚障害教育の充実に向けて取組みます。 

≪主な取組≫ 

◇教育活動の活性化や専門性の向上に向けた研修の検討 

◇聴覚支援センターとしての体制の充実 

(10)進路指導の充実 聴覚障害幼児児童生徒の発達の実態に即した指導や、進路指導の充実に

ついて検討します。 

≪主な取組≫ 

◇教育課程や支援の在り方、進路指導の充実についての検討 
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７ 医療的ケアを必要とする児童生徒への支援の推進 

（１）田島支援学校を、川崎市南部地区の医療的ケア*14の拠点校と位置づけ、本校と

桜校に看護師を配置し、医療的ケアコーディネーター*15を推進の窓口として、

看護師との連携のもとに研修を経た医療的ケア担当教員による実施体制を整

備します。 

（２）小・中学校における医療的ケアの安全性を考慮しながら、衛生的に行える場所

の確保、看護師の受け入れ体制の整備、複数のケアへの対応等について、児童

生徒の実態や保護者のニーズに応じた柔軟な在り方について検討します。 

   項  目 概     要 

(1)田島支援学校の医療

的ケア拠点校として

の整備 

看護師との連携のもとに、研修を経た担当教員の医療的ケアの実施 

を開始します。 

≪主な取組≫ 

◇医療的ケアを実施する体制整備 

◇看護師・担当教員研修を実施 

◇医療的ケア運営会議、専門部会、校内委員会における安全性の確

認

(2)小・中学校における

医療的ケアの在り方

の検討 

小・中学校における医療的ケアの実施に関する調査研究をします。 

≪主な取組≫ 

◇医療的ケア運営会議における安全性の確認

◇柔軟な在り方について検討 

(2)特別支援学校におけ

る医療的ケアを必要

とする児童生徒の登

校支援の調査研究 

特別支援学校における医療的ケアを必要とする児童生徒の登校支援

について調査研究をします。 

≪主な取組≫ 

◇医療的ケアを必要とする児童生徒の登校支援の調査研究 
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＊４：作業療法士…身体又は精神に障害のある人、またはそれが予測される人に対し、その主体的な生活の獲得

を図るため、諸機能の回復、維持及び開発を促す作業活動を用いて、治療、指導及び援助を行う専門職。 

＊５：理学療法士…怪我や病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作（座

る、立つ、歩くなど）の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法などを用いて、自

立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職。 

＊６：言語聴覚士…ことばによるコミュニケーションに問題がある人に専門的サービスを提供し、自分らしい生

活を構築できるよう支援する専門職。また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応する。 

（各協会のＨＰより抜粋） 

＊２：授業のユニバーサルデザイン化…障害がある子どもだけでなく、すべての子どもにとってわかりやすい授

業のこと。整理整頓やルールの明確化・目でも耳でもわかる提示の仕方の工夫等に取組むと同時に、子ども同士

が尊重し合い、助け合える学級づくりが基盤となる。 

＊３：かわさき共生＊共育プログラム…社会性を育むプログラム。小・中・高等学校までの連続した学びの中で

「豊かな自分づくり」「友だちづくり」「仲間作り」のステップを踏みながら、学年の指導に系統性をもたせた人

間関係づくりのエクササイズを繰り返し行っていく。 

＊１：サポートノート…川崎市独自の書式による「個別の教育支援計画」のこと。個別の指導計画を含む。 

＊11：専門学科…平成 21 年 3 月に告示された文部科学省の特別支援学校高等部学習指導要領の第 1 章総則第 2

節教育課程の編成第 3款第 1章に国語や外国語等の教科に加え、専門学科において「家政」「農業」「工業」「流

通・サービス」「福祉」の教科を履修させることができる。本市においては、働く意欲や技能だけでなく、豊か

な人間性を含め、総合的に社会自立に向けた力を育てる教育課程の専門学科の検討が求められている。 

＊10：特別支援学校のセンター的機能…学校教育法第 74条や特別支援学校学習指導要領により、特別支援学校

は、地域の学校を支援する特別支援教育のセンター的機能が義務付けられた。これに基づき、夏季の職員向け研

修会の実施や、小・中・高等学校の要請に応じて学校へ出向き指導助言を行っている。 

＊８：訪問指導…病気やけがのために入院して学校に通えない児童生徒に対し、特別支援学校の訪問部から教師

が派遣され、病院と連携を深めながら、週２～３回、１回２時間程度指導を行う。その際、児童生徒の学籍を特

別支援学校に移す必要がある。 

＊９：情緒障害児短期治療施設…児童福祉法第 43 条に規定されている施設で、心理的問題を抱え日常生活の多

岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を中心に、学校

教育との緊密な連携による総合的な治療・支援を行う施設。 

＊７：さくら小学校重複障害指導グループ…桜本小学校と東桜本小学校の学校統合により、さくら小学校が誕生

した。桜本小学校の特別支援学級と東桜本小学校の重複障害特別支援学級は、制度上は同じ学校教育法第 81条

の「特別支援学級」であるため、現在は、「特別支援指導グループ」と「重複障害指導グループ」と称してそれ

ぞれの障害に応じた指導を実施している。 

＊12：高等特別支援学校…近年、各都道府県や政令指定において新設が相次いでいる学校。知的障害教育部門高

等部単独で設置されることが多く、就労に重点を置いた教育課程により、障害のある生徒の社会自立をめざす。 
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＊13：聴覚支援センター…特別支援学校のセンター的機能として、聾学校の聴覚障害教育の高い専門性を生か

して、0 歳から２歳児を対象とした教育相談や、専門的指導を必要とする児童生徒のための通級指導教室や、

市内の幼・小・中・高等学校に在籍している幼児児童生徒及び担当教員への巡回相談、指導・支援を行う。 

＊14：医療的ケア…医師の指導の下に、保護者や看護師が日常的に行っている経管栄養、たんの吸引等の医行

為である。本市では、医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する特別支援学校に看護師を配置し、また、小・

中学校においては、週１回 90分の看護師訪問を行い、毎日付き添う保護者の負担軽減を図る。 

＊15：医療的ケアコーディネーター…田島支援学校において、医療的ケアの実施にあたり、校医、保護者、医

療的ケア看護師、医療的ケア担当教員との連絡、情報共有や研修の企画等、医療的ケアを安全に実施するため

の調整役。 
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めざす方向性と具体的な取組 

１ 小学校における児童支援コーディネーターによる支援体制整備の推進 

（１）児童支援コーディネーター＊３が、家庭環境・友達関係・発達障害等様々な要因

で支援を必要とする児童に対して、教育的ニーズに応じた支援体制を構築し、

早期に適切な支援と教育を実施することで課題の改善が図れるよう、その活動

に専念できる環境の整備を進めます。 

項  目 概     要 

(１)児童支援コーディネ

ーターの専任化の

推進 

小学校における多様な教育的ニーズのある児童への適切な支援を早

期に行うことで課題の改善が図れるよう、核となる児童支援コーディ

ネーターの専任化を推進します。 

≪主な取組≫ 

◇児童支援コーディネーターの専任化の推進 

基本方針Ⅲ 小・中・高等学校における支援体制整備と 

学校支援ネットワークの充実 

平成 24 年度の文部科学省調査報告によると、小・中学校の通常の学級に発達障

害＊１の可能性のある児童生徒の割合は、小学校では 7.7％、中学校では 4.0％とな

っており、早期からの適切な支援の必要性が強く求められています。学校におけ

る支援の核となる特別支援教育コーディネーター＊２は、学級担任を兼務している

状況が多く、業務に専念できる環境を作ることが課題となっています。 

そこで、平成 24 年度から小学校において、児童支援コーディネーターの専任化

を図る取組を実施し、効果の検証を行ってきました。実施校では、学校が把握し

た支援が必要な児童の多くに改善傾向が見られたとの報告があり、保護者からは、

「いつでも相談できる」「学年が変わっても継続して相談ができる」といった評価

をいただいていることから、さらにこの取組を推進する必要があります。 

また、小・中学校のコーディネーターや担任を支援するため、通級指導教室、

特別支援学校、専門機関等の専門性を活かした学校支援ネットワークの整備が求

められています。

現状と課題 
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２ 中・高等学校における校種の特性や発達段階に応じた支援体制整備の推進 

（１）特別支援教育の視点を取り入れた生徒指導や授業のユニバーサルデザイン化、

一人ひとりの特性の理解に基づく進路指導等、中学校における支援体制のさら

なる充実を図ります。 

（２）高等学校に在籍する教育的ニーズのある生徒に対する理解促進と効果的な支

援の在り方について検討を進め、校内における支援体制のさらなる充実を図り

ます。 

項  目 概     要 

(１)中学校における支

援体制整備 

発達段階に応じた中学校における支援体制の充実に努めます。 

≪主な取組≫ 

◇特別支援教育推進モデル校による取組と成果の発信 

(２)高等学校における

特別支援教育の推

進 

発達段階に応じた高等学校における支援体制の充実に努めます。 

≪主な取組≫ 

◇「高等学校における特別支援教育を推進するための検討委員会」

の設置 

◇リーフレット作成配付 

◇教職員への研修の充実 

◇協力校の設置 

(２)高等学校への支援

人材の配置と効果

的な活用の在り方

検討 

高等学校における発達段階や校種の特性に応じた支援の充実を図る

ために、支援人材の効果的な在り方について検討します。 

≪主な取組≫ 

◇特別支援教育サポーターの配置と効果の検証 

◇就労支援員＊４の活用 

◇巡回相談員の活用と効果の検証 
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３ 通級指導教室・特別支援学校のセンター的機能による学校支援の充実 

（１）小・中学校の通常の学級及び高等学校に在籍する発達障害等、支援の必要な児

童生徒とその担任への支援をさらに充実させるために、通級指導教室のセンタ

ー的機能の充実に努めます。また、必要となる担当者の時間確保のため、入級

審査会の審査方法や在籍期間等、運営面での改善を検討します。 

（２）小・中学校の特別支援学級に対する支援を充実させるために、特別支援学校の

センター的機能の充実に努めます。このために特別支援学校がもつ専門性を効

果的に学校支援に活かせるように、市域の特別支援学校間の連携体制を強化し

ます。 

（３）特別支援学校のセンター的機能を充実させるために、専門職（作業療法士・理

学療法士・言語聴覚士・看護師等）の配置の在り方を検討し、特別支援学級へ

の支援を中心に、小・中・高等学校に対する支援の充実を図ります。 

項  目 概     要 

(１)通級指導教室のセ 

ンター的機能の充実 

通級指導教室のセンター的機能を強化し、通常の学級に在籍する支

援を必要とする児童生徒への支援を充実します。 

《主な取組》 

◇運営面の改善  

◇小・中・高等学校との連携の充実 

(３)特別支援学校のセ 

ンター的機能の充実 

特別支援学校のセンター的機能を充実させるために、専門職の配置

を始め、必要な手立てを検討します。 

《主な取組》 

◇専門職の配置の検討  

◇小・中学校の特別支援学級と特別支援学校の地域支援担当者をつ

なぐ効果的な連携の在り方を検討 

◇検討結果に基づく展開 
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４ 学校支援ネットワークの充実 

（１）小・中・高等学校の通常の学級や特別支援学級に在籍する特別な教育的ニーズ

のある児童生徒とその担任や学校を支援するため、巡回相談員・巡回指導員・

地域支援チーム等の効果的な活用の在り方について検討します。また、学校と

それぞれの地域の専門機関（特別支援学校・区のこども支援室・こども家庭セ

ンター・児童相談所・地域の療育センター・発達相談支援センター・福祉関係

施設・ＮＰＯ法人等）との専門性を活かした効果的な連携の在り方について検

討します。 

（２）学校の状況を理解し、より効果的な支援につながるよう、支援機関担当者と学

校や教育委員会との情報交換や研修の在り方について検討します。 

項  目 概     要 

(１)学校支援の在り方

の検討 

通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある児童生徒とその

担任を支援するため、各機関の専門性を活かした効果的な支援体

制づくりをめざします。 

≪主な取組≫ 

◇巡回相談員・巡回指導員・地域支援チームの効果的な支援の充 

 実 

◇専門機関それぞれの専門性を活かした効果的な連携の在り方に

ついて検討と周知 

(２)支援機関担当者と

の情報共有や研修

の在り方の検討 

学校の現状を理解し、効果的な支援が実施できるよう各支援機関

の担当者と学校や教育委員会との情報交換の場の設定や研修の相

互交流をめざします。 

≪主な取組≫ 

◇地域の専門機関の担当者と学校が情報交換できる場の設定 

◇地域の専門機関と特別支援学校が主催する研修に、教職員が互

いに参加することが可能となる在り方の検討 
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＊３：児童支援コーディネーター…小学校において、従来の特別支援教育コーディネーターの機能を拡充し、教育相

談・児童指導のスキルも併せもち、児童の抱える課題の背景を的確に看取り、校内体制を構築して支援にあたる際に

核となる教員。いじめ・暴力行為・不登校をはじめ一人ひとりの子どもの教育ニーズに迅速、的確な対応を可能とす

るための体制作りを促進することが目的。児童支援コーディネーターがその業務に専念する環境を整えるため、非常

勤等を配置し、専任化を図る。 

＊４：就労支援員…特別支援学校の高等部の生徒の職場実習の先や就職先となる企業を開拓し、企業へ就労した生徒

の就労が継続するよう、企業との連携を図るなどの企業への就労に関する支援を行う非常勤職員。企業での経験のあ

る者を雇用し、企業との連携を進めている。 

＊２：特別支援教育コーディネーター…校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保

護者からの相談窓口など、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担うため、各学校の校長に指名された教員。 

＊１：発達障害…自閉症、アスペルガー症候群等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（「発達障害者支援法」）。 
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めざす方向性と具体的な取組 

１ すべての教職員に特別支援教育に関する基礎的な知識の習得に加え、支援教育 

の理念の理解促進 

（１）支援教育の推進に向けた支援教育やインクルーシブ教育システム構築の考え

方について、関係機関や学校管理職等への周知を図るほか、研修の実施等によ

り理解を図ります。 

（２）発達障害等の障害の特性の理解と二次障害*1の防止のために、新採用教員研修、

コーディネーター養成研修、管理職研修や希望研修を通じ、具体的な方法を研

修するほか、学校での校内研修を支援するため、サインズ*２・校務支援システ

ム*３などで研修資料を配信できるよう取組みます。 

   項  目 概     要 

(1)支援教育やインク

ルーシブ教育シス

テム構築の考え方

の周知 

支援教育やインクルーシブ教育システム構築の考え方について、丁寧

に周知を図ります。 

《主な取組》 

◇理念の周知  

◇研修の実施 

(2)発達障害等に関す

る学校管理職等へ

の研修 

発達障害等の障害の特性と効果的な支援について、様々な研修の機会

を利用して周知を図ります。また、校内研修を促進するために必要な

資料等をイントラネット等で配信します。 

《主な取組》 

◇研修用資料の作成  

◇研修用資料の配信 

基本方針Ⅳ 教職員の専門性の向上 

支援教育を推進するためには、一人ひとりの教育的ニーズに応じた理解と支援に

加え、周りの子どもたちの障害理解を促進する必要があり、そのために、すべての

教職員に特別支援教育の基礎的な知識の習得と理念の理解が欠かせません。 

また、特別支援教育の対象となる児童生徒の増加や障害の重度・重複化、多様化

等が進行している中、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校においては教職

員の専門性の確保が課題となっており、特別支援学校教諭免許状取得率の向上等の

特別支援教育の専門性を計画的に向上させることが求められています。 

現状と課題 
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２ 多様な学びの場における教職員の専門性の向上 

（１）通級指導教室においては、教室の新設や担当する教員の世代交代等に伴い、担

当する教員の専門性の向上が求められています。研修の体系化や質の向上に取

組むとともに、言語聴覚士や作業療法士などの専門職の巡回による指導助言等

についても検討します。 

（２）特別支援学級においては、在籍児童生徒数の増加に加え、障害の重度・重複化、

多様化の課題に対して、教職員の専門性の育成が求められています。そのため、

特別支援学校の公開研修、小・中学校の特別支援教育研究会との連携による実

践的な研究や研修の充実を図ります。また、地域の療育センターや福祉関係施

設等と研修の連携を推進します。 

（３）特別支援学校においては、在籍児童生徒の増加に加え、肢体不自由教育部門の

新設、医療的ケアの充実、企業就労による社会自立の促進など、新たな対応が

求められ、担当する教職員の専門性の向上が必要となっています。そのため、

各学校における授業研究や支援会議等による専門性の向上に加え、横浜国立大

学、国立特別支援教育総合研究所、福祉関係施設、就労関係機関等の専門機関

と連携した、より専門的な研修に取組むとともに、すべての教員に特別支援学

校教諭免許状の取得を促進します。 

項  目 概     要

(1)通級指導教室教員 

の専門性の向上 

通級指導教室を担当する教員の専門性の維持・向上に努めます。 

《主な取組》 

◇研修の体系化と研修の質の向上 

◇担当する教員の計画的な養成と配置の推進 

◇専門職の巡回の検討 

(2)特別支援学級教職員 

の専門性の向上 

特別支援学級を担当する教職員の専門性の維持・向上に努めます。 

《主な取組》 

◇在籍児童生徒数の増加に対応するため、規模の大きな学級に応じた

効果的な学級経営について、小・中学校の研究会と連携した研究と

その成果の発信 

◇発達障害や軽度の知的障害のある児童生徒に対する教科指導の研究

とそれに基づく研修の実施 

◇障害理解の促進と二次障害を防ぐための適切な支援の研究と成果の

発信 

◇特別支援学校との計画的な人事交流を通じ中核となる教員の養成 

◇免許法認定講習会による計画的な免許取得の検討 

◇特別支援学校区分採用教員の特別支援学級への配置の推進 

◇児童生徒の障害特性に応じた授業研究や教材研究の促進 

◇地域の療育センターや福祉関係施設等との連携 

◇教職員の年齢や経験年数に応じた効果的な研修の在り方を検討 

◇計画的にすべての学級に授業づくりや学級運営の指導助言を行う体

制を検討 
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項  目 概     要

(3)特別支援学校教職員 

の専門性の向上 

特別支援学校教職員の専門性の維持・向上に努めます。 

《主な取組》 

◇校内授業研究の充実 

◇児童生徒の障害理解を進めるための支援会議や授業研究における専

門家による指導体制の検討 

◇免許法認定講習会による計画的な免許取得の検討 

◇児童生徒の障害特性に応じた授業研究や教材研究の促進 

◇特別支援学校区分の採用の継続と中核となる教員養成のために、福

祉機関等と連携した体験型研修の検討と実施

◇横浜国立大学や国立特別支援教育総合研究所等による専門的な研修

への教職員派遣やイントラネット等での研修に向けた検討 

◇特別支援学級との計画的な人事交流の促進 

◇地域支援を担当する教職員の計画的養成と専門性の向上 
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＊１：二次障害…適切な障害の理解がなされないため、不適切な対応により、本来の障害によるもの以上の困難さ

を生じ、良好な社会適応が妨げられている状況。 

＊２：サインズ…市立学校において、教職員の校務を行うためのイントラネット。学校内の情報共有や学校間又は

学校と総合教育センターとの情報共有もできるシステム。個人情報が保護されるよう情報の管理も十分配慮されて

いる。 

＊３：校務支援システム…市立学校の教職員が、校務を効率的に行うために開発されたソフトウエア。教職員間で

の情報共有や統一した書式による入力情報の共有などにより業務の効率化が図られている。 
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特別支援教育に関する教育相談件数の増加に伴う申込から相談開始までの期間の

長期化や相談内容が多様化、複雑化しています。そのため、早期に教育相談を開始し、

継続して相談を行う体制を検討する必要があります。また、共生社会の形成をめざす

ためには保護者同士の共通理解を進めて、互いに連携していく関係づくりが大切にな

ります。 

めざす方向性と具体的な取組 

１「教育支援委員会」の考え方に基づく就学相談及び就学後の支援の見直し 

（１）インクルーシブ教育システム構築のために、文部科学省中央教育審議会特別支

援教育に関する特別委員会報告（H24.7）の「教育支援委員会＊１」の考え方に

基づき、「川崎市就学指導委員会」の在り方について検討します。 

項  目 概     要 

(1)就学相談及

び就学後の

支援の見直

し 

就学相談や就学後の支援に関する特別委員会の報告に基づいた国、県、他

都市の動向について情報収集し、本市の状況に応じた在り方を検討しま

す。 

≪主な取組≫ 

◇国や県の動向の確認と他都市の状況等の情報収集 

◇就学相談や就学後の支援の充実及び教育的ニーズの変化に応じて学び

の場を見直す仕組みの研究 

◇就学指導委員会における検討 

基本方針Ⅴ 相談や保護者支援の充実 

特別支援教育に関する教育相談件数の増加に伴い申込から相談開始までの期間

が長期化し、その相談内容が多様化、複雑化しています。そのため、早期に教育相

談を開始し、継続して相談を行う体制を検討する必要があります。また、共生社会

の形成をめざすためには保護者同士の共通理解を進めて、互いに連携していく関係

づくりが求められています。 

現状と課題 
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２ 中学校における進路相談・進路指導の充実 

（１）中学校に在籍する障害のある生徒やその保護者に対して、進路の最新の情報が

適切に提供され、一人ひとりの教育的ニーズに最も的確に応えることができる

学びの場等の選択が可能となるよう、中学校、高等学校、特別支援学校の進路

情報の共有化を図る仕組みについて検討します。 

項  目 概     要 

(１)障害のある生徒と

その保護者への適

切な情報提供 

多様な教育的ニーズのある生徒一人ひとりが、最も適切な学びの場

を選択できるよう必要な情報提供が行える仕組みについて検討しま

す。 

≪主な取組≫ 

◇特別支援学級担当者会での進路情報提供の充実 

◇中学校の研究会と連携した進路学習会等での情報提供と進路指導

研修 

(１)中学校における進

路相談・進路指導

の充実 

進路担当者と特別支援学校や関係機関との連携、高等学校との情報

交換等の仕組みを検討し、生徒のより適切な進路選択を進めます。 

中学校と高等学校の特別支援教育コーディネーターが連携すること

で、効果的な支援の継続を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇中学校の進路担当者と特別支援学校や高等学校との情報交換の仕

組みを検討 

◇中学校と高等学校の特別支援教育コーディネーター同士の情報交

換の場を設置 
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３ 保護者相談・支援の在り方の検討 

（１）早期からの保護者の相談支援と子育て支援を充実するために関係機関の連携

を図り、サポートノート等を活用することにより、教育相談の充実を図ります。 

（２）学校における相談＊２の充実のためにリーフレットや学校便り等での周知を推

進し、すべての保護者に支援が必要な児童生徒の理解を進めます。また、管理

職を含め、児童支援コーディネーターや特別支援教育コーディネーターに対し

て教育相談の在り方を研修し学校における教育相談を進めます。 

（３）保護者同士の力を活用した相談と相互支援を進めるために、各種親の会、障害

者団体、地域教育会議、ＰＴＡ活動との連携を促進します。 

（４）関係機関との連携により、保護者に対して福祉サービスや進路に関する情報提

供の充実を図ります。

  項  目 概     要 

(1)サポートノート等

の活用による教育

相談の充実 

サポートノートを活用し、特別支援教育センターの教育相談の充実

や関係機関との効率的な連携を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇サポートノートの教育相談への効果的な活用についての検討 

(2)学校における相談

の充実 

学校における教育相談を充実させるためのリーフレット等を作成

し、管理職研修や特別支援教育コーディネーター連絡協議会で研修

を実施します。 

≪主な取組≫ 

◇リーフレットの作成配布 

◇管理職や特別支援教育コーディネーターへの研修実施 

(3)保護者同士の力を

活用した教育相談 

各種親の会、障害者団体、地域教育会議、ＰＴＡ活動との連携を促

進します。 

≪主な取組≫ 

◇主催事業や研修会等への後援や広報への協力 

◇保護者向け理解啓発 

(4)保護者への福祉サ

ービスや進路情報

の提供 

関係機関との連携により、保護者に対して福祉サービスや進路に関

する情報提供の充実を図ります。 

≪主な取組≫ 

◇担任を通じた保護者への情報提供 

◇各種親の会や特別支援学校ＰＴＡ等よる情報提供への支援 
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＊１：教育支援委員会…早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助

言を行うという観点から、従来の「就学指導委員会」の機能を拡充し、一貫した支援を目指す上で重要な役割を果た

すことを期待し、仮称として示された委員会の名称。 

＊２：学校における相談…各小・中・高等学校において、児童支援コーディネーターもしくは特別支援教育コーディ

ネーターを指名し、教育相談の窓口として周知を図り、相談体制の充実を図っている。これにより、保護者は担任や

管理職だけでなくコーディネーターと児童生徒の学習面や行動面、対人関係面等の困っていることについて相談が可

能となり、教育的ニーズや支援方法等について、共通理解を図って支援を行う。 
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川崎市特別支援教育推進検討委員会設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、平成１７年３月に策定された本市の１０年間の特別支援教育の方針

である、「川崎市特別支援教育推進計画」を検証し、平成２７年４月からの本市の

特別支援教育の方針である「第２期特別支援教育推進計画」への専門知識の導入、

市民意見の反映等を目的とする検討委員会（以下「検討委員会」という。）の設置

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（検討事項） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討するものとする。 

（１） 今後の川崎市の特別支援教育の基本方針 

（２） 特別支援教育を推進する上での教育システムの見直し及び人材育成計画等 

（組織） 

第３条 検討委員会の委員は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１） 学識経験者 

（２） 市民代表  

（３） 障害者関連団体代表 

（４） 保護者代表 

（５） 学校関係者  

（６） 行政関係者 

（委員） 

第４条 検討委員会の委員は教育長が委嘱する。 

２ 検討委員会に委員長、副委員長を置く。 

３ 検討委員会の委員長及び副委員長は委員の互選による。 

４ 委員長は検討委員会の議長を務め、検討委員会を代表し会務を総括する。 

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

６ 検討委員会は必要に応じて関係者を招致し、意見を聴取することができる。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は３年とする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（検討委員会） 

第６条 検討委員会は委員長が召集する。ただし、第１回は教育長が招集する。 

２ 検討委員会は委員の半数以上の出席をもって成立する。 

３ 検討委員会は原則公開とする。 

（専門部会） 

第７条 検討委員会に、専門の事項を調査研究するため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に関して必要な事項は、別に定める。 

資料１
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（事務局） 

第８条 検討委員会の事務局は川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課に置く。 

 附 則 

この要綱は平成２４年６月 1日から実施する。 
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特別支援教育推進検討委員会 専門部会 設置要領  

（目 的） 

第１条 この要領は、第２期川崎市特別支援教育推進検討委員会設置要綱（平成２４年６

月１日実施）第７条に定める専門部会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（検討事項） 

第２条 専門部会は、次に掲げる事項を検討し、川崎市特別支援教育推進検討委員会委員

長（以下「委員長」とする）に報告するものとする。 

（１）今後の聾学校のあり方 

（２）今後の養護学校高等部分教室のあり方 

（組 織） 

第３条 専門部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。 

（１）関係団体 

（２）保護者 

（３）聾学校長 

（４）聾学校教職員 

（５）養護学校長 

（６）養護学校分教室教職員 

（７）総合教育センター特別支援教育センター室長 

（８）指導課特別支援教育調整担当課長 

（委 員） 

第４条 専門部会の委員は委員長が委嘱又は任命する。 

２ 専門部会に部会長、副部会長を置く。 

３ 専門部会の部会長及び副部会長は委員長が指名する。 

４ 部会長は専門部会の議長を務め、専門部会を代表し会務を総括する。 

５ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。 

６ 専門部会は必要に応じて関係者を招致し、意見を聴取することができる。 

（委員の任期） 

第５条 部会員の任期は２６年３月３１日までする。 

２ 補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（検討委員会） 

第６条 専門部会は部会長が召集する。 

２ 専門部会は部会員の半数以上の出席をもって成立する。 

（事務局） 

第７条 専門部会の事務局は川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課に置く。 

附 則 

この要領は平成２５年９月１７日から実施する。 
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川崎市特別支援教育推進検討委員会名簿 

領域 氏名 所属

１ 学識経験者 関戸 英紀 横浜国立大学教授

２ 笹森 洋樹 国立特別支援教育総合研究所

総括研究員

３ 市民代表 明石 洋子 川崎市自閉症協会会長

４ 井田 正敏 川崎市障害福祉施設事業協会

５ 名古屋 洋一 市 PTA 連絡協議会代表（理事）

６ 保護者代表 板垣 ひとみ 特別支援学校 PTA 会長代表

７ 高橋 恵子 通級指導教室親の会代表

８ 伊藤 慈

小松 紀子

中学校特別支援学級保護者代表(H24) 
県立特別支援学校保護者代表  (H25) 

９ 学校関係者 中西 伸夫 特別支援学校長代表

10 中島 愼一 小学校長会代表

11 菅原 隆雄

伊藤 一晴

中学校長会代表（H24）
中学校長会代表（H25）

12 鈴木 朱美 教職員代表

 事務局 亀川 栄 総合企画局 企画調整課長    (H24) 

中村 茂 総合企画局 企画調整担当部長  (H25) 

三田村 有也 行財政改革室 担当課長     (H25) 

左近 志保 

川島 伸一 

健康福祉局 障害計画課長    (H24) 

健康福祉局 障害計画課長    (H25) 

山口 佳宏 

野神 昭雄 

市民・こども局 こども福祉課長 (H24) 

市民・こども局 こども福祉課長 (H25) 

島田 秀雄 学校教育部指導課長 

巴 好子 

増田 亨 

特別支援教育センター室長    (H24) 

特別支援教育センター室長    (H25) 

上杉 忠司 学校教育部 指導課担当課長 

古俣 和明 学校教育部 指導課 特別支援教育係長 

栗山 八寿子 学校教育部 指導課指導主事 

稲葉 武 特別支援教育センター指導主事 

廣瀬 浩幸 学校教育部 指導課 特別支援教育係職員 
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共生社会の形成をめざした支援教育の推進とインクルーシブ教育システム

 「特別支援教育」は、障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに適切な指導及び支

援を行う教育です。

「支援教育」は、障害の有無にかかわらず、教育的ニーズのあるすべての子どもまで枠

組みを広げ、いじめ、不登校、貧困、精神疾患等の多様な教育的ニーズのある子どもに対

して適切な支援を行うものであり、また教育的ニーズのある子どもと共に学ぶ子どもの共

生の精神の育成にもつながるものです。

「インクルーシブ教育システム」は、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学び

合い、育ち合う仕組みです。

●支援教育と特別支援教育の対象（図１）

今後、共生社会の形成をめざした「支援教育」を推進するためには、障害のある者と障

害のない者が共に学ぶ仕組みである「インクルーシブ教育システム」の構築が必要です。

また、「インクルーシブ教育システム」の構築のためには、「特別支援教育」の充実が不可

欠です。

障害のある子ども一人ひとりに対してその教育的ニーズを把握し、適切な指導及び支援

を行う「特別支援教育」が充実することで、障害のある子どもと障害のない子どもが共に

学び合い、育ち合うという仕組みが構築できると考えるからです。また、「インクルーシ

ブ教育システム」が機能することで、「支援教育」が推進され、すべての子どもが違いを

認め、助け合い、支え合って生きる力を身に付けていくことができると考えます。

支援教育 

特別支援教育 

視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱・自閉情緒等 

いじめ・不登校・虐待・暴力、貧困、外国籍等 

特別支援教育
の充実 

インクルーシブ教育 
システムの構築 

支援教育の
推進 

強制社会

の実現共

共生社会

の実現

●共生社会の形成をめざした取組の推進イメージ（図２）

（図１）

（図２） 
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小・中・高等学校における校内支援体制 

小・中・高等学校 

特別支援学級 

コーディネーター 

① 校内委員会の企画 

通常の学級 

学級における支援 

③支援会議企画 ②校内研修会企画 

チームでの支援 

担任＋少人数担当 

特別支援学級担当 

養護教諭

区の教育担当 

特別支援学校地域支援 

警察 

児童相談所 

取り出し指導 

苦手さに配慮した 

分かりやすい授業 

医療機関 

④支援体制作り 

共生＊共育プログラ

ムによる学級づくり 

地域支援チーム 

支援 

通級指導教室 

⑥保護者の相談窓口 

入り込み指導 

…コーディネーターの主な業務

福祉関係機関 

温かで支え合える 

学級 

授業のユニバーサル

デザイン化 
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  教育相談

○不登校児童への支援 

○教育相談活動の充実 

   児童指導

○自尊感情や社会性等の育成 

○いじめや暴力行為の未然防止 

  特別支援教育

○特別な教育ニーズの把握と支援 

○特別支援学級の指導の充実 

        校内支援体制の構築

◎インクルーシブ教育システムの構築 

○情報の収集、課題の早期発見と分析 ○組織的な体制による担任への支援 

     外部機関との連携推進

○地域(主任児童委員)、児童相談所、警察等との接続機能 

  ■児童支援活動校内組織のイメージ 

  ■児童支援コーディネーターに求められる役割のイメージ 

児童支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
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「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」について 

1  学習指導要領の規定

（盲学校、聾学校及び養護学校小・中学部学習指導要領 平成 11 年 3 月）

第 1 章 第 2 節 第 7 指導計画作成等に当たって配慮すべき事項 1（5）
重複障害者の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の実態を的確に把握し、個別の指導計画を

作成すること。

第 5 章 第 3 指導計画の作成と内容の取扱い 1 
  自立活動の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の障害の状態や発達段階等の的確な把握に基

づき、指導の目標及び指導内容を明確にし、個別の指導計画を作成するものとする。

2  障害者基本計画

 障害のある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な役割分担の下に、一人一人のニーズに対

応して適切な支援を行う計画（個別の支援計画）を策定して効果的な支援を行う。

障害者プラン

＜第一 一貫した相談支援体制の整備＞

盲・聾・養護学校において個別の支援計画を平成 17 年度までに策定する。

3  発達障害のある児童生徒への支援について

（初等中等教育局長、高等教育局長、スポーツ・青少年局長 3 局長通知）（平成 17 年 4 月 1 日）

第 2  発達障害のある児童生徒等への支援について

1（1）小学校等における「個別の指導計画」及び「個別の教育支援計画」の作成

   小学校等においては、必要に応じ、児童生徒一人一人のニーズに応じた指導目標や内容、方

法等を示した「個別の指導計画」及び関係機関の連携による乳幼児期から学校卒業後まで一

貫した支援を行うための教育的支援の目標や内容等を盛り込んだ「個別の教育支援計画」の

作成を進めること。

（2）盲・聾・養護学校、小学校等の特殊学級及び通級による指導においては、自閉症の幼児児童

生徒に対する適切な指導の推進を図ること。その際には、「個別の指導計画」及び「個別の教

育支援計画」の作成を進めること。

4  中央教育審議会答申（平成 17 年 12 月 8 日）の一部抜粋

 ・ 個別の教育支援計画については、今後、小・中学校も含めた策定の推進を検討するとともに、関

係機関と連携した効果的な運用方法を確立する必要がある。また、今後の運用状況を踏まえつつ、

「個別の指導計画」と併せて学習指導要領等への位置付けを行うことや、就学事務における取扱

いなどを検討する必要がある。
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個別の指導計画と個別の教育支援計画について 

「個別の指導計画」… 指導を行うためのきめ細かい計画。

  幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導

計画。例えば、単元や学期、学年等ごとに作成され、それに基づいた指導が行われる。

「個別の教育支援計画」（本市では『サポートノート』と呼んでいる）… 他機関との連携を図るため

の長期的な視点に立った計画。

  一人ひとりの障害のある子どもについて、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した長期的な計画を

学校が中心となって作成。作成に当たっては関係機関との連携が必要。また保護者の参画や意見等

を聴くことなどが求められる。

サポートノート（個別の教育支援計画）の作成と活用の意義

 ○就学前から高等部卒業後まで、一貫し継続した効果的な教育や支援を行う。

 ○保護者と教員間や教員間で子どもの理解や教育目標を共有し、指導や支援の方向性を確認する。

 ○教育の目標を共有することで保護者と教員の連携と相互理解を促進する。

 ○目標の達成を目指した、連続的・継続的な指導により児童生徒の確かな成長を実現する。

個別の支援計画、個別の教育支援計画（サポートノート）、個別の指導計画の関係説明図 

個別の指導計画 

毎年作成 

個別の移行支援

計画 

本市では『サポートノート』と呼んでいる。 

本市では『かわさきサポートノート』（仮称）と呼び、

H27 年度から試行を経て H29 年度の実施を目指す。 
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共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための 

特別支援教育の推進（報告） 概要 

                      中央教育審議会初等中等教育分科会より 

はじめに 

障害者の権利に関する条約の国連における採択、政府の障害者制度改革の動き、中央教育審議会での

審議、障害者基本法の改正等について記述 

1 共生社会の形成に向けて 

（1）共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築 

   「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積

極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え

合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すこ

とは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。  

障害者の権利に関する条約第 24 条によれば、「インクルーシブ教育システム」（inclusive education 

system、署名時仮訳：包容する教育制度）とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び

身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とすると

の目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general 

education system」（署名時仮訳：教育制度一般）から排除されないこと、自己の生活する地域におい

て初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされ

ている。  

共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が

重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。  

インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的

ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的

確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校におけ

る通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学び

の場」を用意しておくことが必要である。 

（2）インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進 

   特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠

なものである。そのため、以下の○1から○3までの考え方に基づき、特別支援教育を発展させていく

ことが必要である。このような形で特別支援教育を推進していくことは、子ども一人一人の教育的ニ

ーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を進めていくこと 

により、障害のある子どもにも、障害があることが周囲から認識されていないものの学習上又は生活

上の困難のある子どもにも、更にはすべての子どもにとっても、良い効果をもたらすことができるも
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のと考えられる。  

○1 障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、 

医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受

けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。  

○2 障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができる

よう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地域での生活基盤を形成することが求めら

れている。このため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。  

○3 特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子ど

もと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことが

重要である。次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、インク

ルーシブな社会の構築につながる。 

基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶ

ことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加し

ている実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどう

か、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。  

（3）共生社会の形成に向けた今後の進め方 

   今後の進め方については、施策を短期（「障害者の権利に関する条約」批准まで）と中長期（同条約

批准後の 10 年間程度）に整理した上で、段階的に実施していく必要がある。  

短期：就学相談・就学先決定の在り方に係る制度改革の実施、教職員の研修等の充実、当面必要な環

境整備の実施。「合理的配慮」の充実のための取組。それらに必要な財源を確保して順次実施。 

中長期：短期の施策の進捗状況を踏まえ、追加的な環境整備や教職員の専門性向上のための方策を検

討していく。最終的には、条約の理念が目指す共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システ

ムを構築していくことを目指す。 

2 就学相談・就学先決定の在り方について 

（1）早期からの教育相談・支援 

   子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障するためには、乳幼児期を含め早期からの教育

相談や就学相談を行うことにより、本人・保護者に十分な情報を提供するとともに、幼稚園等におい

て、保護者を含め関係者が教育的ニーズと必要な支援について共通理解を深めることにより、保護者

の障害受容につなげ、その後の円滑な支援にもつなげていくことが重要である。また、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図っていくことが重

要である。  

乳児期から幼児期にかけて、子どもが専門的な教育相談・支援が受けられる体制を医療、保健、福祉

等との連携の下に早急に確立することが必要であり、それにより、高い教育効果が期待できる。  

（2）就学先決定の仕組み 

   就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕
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組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門

的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする

ことが適当である。その際、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。  

現在、多くの市町村教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については、早期からの教育

相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、

「教育支援委員会」（仮称）といった名称とすることが適当である。「教育支援委員会」（仮称）につい

ては、機能を拡充し、一貫した支援を目指す上で重要な役割を果たすことが期待される。 就学時に決

定した「学びの場」は固定したものではなく、それぞれの児童生徒の発達の程度、適応の状況等を勘

案しながら柔軟に転学ができることを、すべての関係者の共通理解とすることが重要である。  

就学相談の初期の段階で、就学先決定についての手続の流れや就学先決定後も柔軟に転学できること

などについて、本人・保護者にあらかじめ説明を行うことが必要である（就学に関するガイダンス）。  

本人・保護者と市町村教育委員会、学校等の意見が一致しない場合については、例えば、本人・保護

者の要望を受けた市町村教育委員会からの依頼に基づき、都道府県教育委員会が、市町村教育委員会

への指導・助言の一環として、都道府県教育委員会の「教育支援委員会」（仮称）に第三者的な有識者

を加えて活用することも考えられる。  

（3）一貫した支援の仕組み 

可能な限り早期から成人に至るまでの一貫した指導・支援ができるように、子どもの成長記録や指

導内容等に関する情報を、その扱いに留意しつつ、必要に応じて関係機関が共有し活用することが必

要である。  

（4）就学先相談、就学先決定に係る国・都道府県教育委員会の役割 

都道府県教育委員会の就学先決定に関わる相談・助言機能を強化する必要がある。  

就学相談については、それぞれの自治体の努力に任せるだけでは限界があることから、国において、

何らかのモデル的な取組を示すとともに、具体例の共有化を進めることが必要である。  

3 障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備 

（1）「合理的配慮」について 

条約の定義に照らし、本特別委員会における「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、他の子ど

もと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が

必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教

育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政

面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、と定義した。なお、障害者の権利に関す

る条約において、「合理的配慮」の否定は、障害を理由とする差別に含まれるとされていることに留意

する必要がある。  
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   障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は全国規模で、

都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、「合

理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。これらの環

境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、各学

校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。 

「合理的配慮」の決定に当たっては、障害者の権利に関する条約第 24 条第 1 項にある、人間の多様

性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会

に効果的に参加することを可能とするといった目的に合致するかどうかの観点から検討が行われるこ

とが重要である。  

「合理的配慮」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、設置者・

学校と本人・保護者により、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」

について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く、その内容を個別の教

育支援計画に明記することが望ましい。なお、設置者・学校と本人・保護者の意見が一致しない場合

には、「教育支援委員会」（仮称）の助言等により、その解決を図ることが望ましい。また、学校・家

庭・地域社会における教育が十分に連携し、相互に補完しつつ、一体となって営まれることが重要で

あることを共通理解とすることが重要である。さらに、「合理的配慮」の決定後も、幼児児童生徒一人

一人の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しができることを共通理解 

とすることが重要である。  

移行時における情報の引継ぎを行い、途切れることのない支援を提供することが必要である。  

（2）「基礎的環境整備」について 

   「合理的配慮」の充実を図る上で、「基礎的環境整備」の充実は欠かせない。そのため、必要な財源

を確保し、国、都道府県、市町村は、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、「基礎

的環境整備」の充実を図っていく必要がある。  

共生社会の形成に向けた国民の共通理解を一層進め、インクルーシブ教育システム構築のための施策

の優先順位を上げていくことが必要である。  

（3）学校における「合理的配慮」の観点 

   「合理的配慮」の観点について整理するとともに、障害種別の「合理的配慮」は､その代表的なもの

と考えられるものを例示している｡示されているもの以外は提供する必要がないということではなく、

一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。  

現在必要とされている「合理的配慮」は何か、何を優先して提供するかなどについて、関係者間で

共通理解を図る必要がある。  

複数の種類の障害を併せ有する場合には、各障害種別の「合理的配慮」を柔軟に組み合わせること

が適当である。  

（4）「合理的配慮」の充実 

   これまで学校においては、障害のある児童生徒等への配慮は行われてきたものの、「合理的配慮」は
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新しい概念であり、現在、その確保についての理解は不十分であり、学校・教育委員会、本人・保護

者の双方で情報が不足していると考えられる。そのため、早急に「合理的配慮」の充実に向けた調査

研究事業を行い、それに基づく国としての「合理的配慮」のデータベースを整備し、各教育委員会の

参考に供することが必要である。また、中長期的には、それらを踏まえて、「合理的配慮」、「基礎的環

境整備」を充実させていくことが重要であり、必要に応じて、学校における「合理的配慮」の観点や

代表的なものと考えられる例を見直していくことが考えられる。  

「合理的配慮」は、その障害のある子どもが十分な教育が受けられるために提供できているかとい

う観点から評価することが重要であり、それについても研究していくことが重要である。例えば、個

別の教育支援計画、個別の指導計画について、各学校において計画に基づき実行した結果を評価して

定期的に見直すなど、PDCA サイクルを確立させていくことが重要である。  

4 多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進 

（1）多様な学びの場の整備と教職員の確保 

   多様な学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校それぞれの環

境整備の充実を図っていくことが必要である。  

通常の学級においては、少人数学級の実現に向けた取組や複数教員による指導など指導方法の工夫改

善を進めるべきである。  

特別支援教育により多様な子どものニーズに的確に応えていくためには、教員だけの対応では限界が

ある。校長のリーダーシップの下、校内支援体制を確立し、学校全体で対応する必要があることは言

うまでもないが、その上で、例えば、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する

法律に定める教職員に加えて、特別支援教育支援員の充実、さらには、スクールカウンセラー、スク

ールソーシャルワーカー、ST（言語聴覚士）、OT（作業療法士）、PT（理学療法士）等の専門家の活用

を図ることにより、障害のある子どもへの支援を充実させることが必要である。  

医療的ケアの観点からの看護師等の専門家についても、必要に応じ確保していく必要がある。  

幼稚園、高等学校における環境整備の充実のため、特別支援学校のセンター的機能の活用等により教

員の研修を行うなど、各都道府県教育委員会が環境を整えていくことが重要である。  

（2）学校間連携の推進 

   域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）により、域内のすべての子ども一人一人の教育的

ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教育システムを構築することが必要である。  

特別支援学校は、小・中学校等の教員への支援機能、特別支援教育に関する相談・情報提供機能、障

害のある児童生徒等への指導・支援機能、関係機関等との連絡・調整機能、小・中学校等の教員に対

する研修協力機能、障害のある児童生徒等への施設設備等の提供機能といったセンター的機能を有し

ている。 

今後、域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）の中でコーディネーター機能を発揮し、通

級による指導など発達障害をはじめとする障害のある児童生徒等への指導・支援機能を拡充するなど、

インクルーシブ教育システムの中で重要な役割を果たすことが求められる。そのため、センター的機

能の一層の充実を図るとともに、専門性の向上にも取り組む必要がある。  
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域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）や特別支援学校のセンター的機能を効果的に発揮す

るため、各特別支援学校の役割分担を、地域別や機能別といった形で、明確化しておくことが望まし

く、そのための特別支援学校ネットワークを構築することが必要である。  

（3）交流及び共同学習の推進 

   特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との間、また、特別支援学級と通常の学級との間でそれぞ

れ行われる交流及び共同学習は、特別支援学校や特別支援学級に在籍する障害のある児童生徒等にと

っても、障害のない児童生徒等にとっても、共生社会の形成に向けて、経験を広め、社会性を養い、

豊かな人間性を育てる上で、大きな意義を有するとともに、多様性を尊重する心を育むことができる。  

特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共同学習については、双方の学校

における教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど交流及び共同学習の更なる計

画的・組織的な推進が必要である。その際、関係する都道府県教育委員会、市町村教育委員会等との

連携が重要である。また、特別支援学級と通常の学級との間で行われる交流及び共同学習についても、

各学校において、ねらいを明確にし、教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど

計画的・組織的な推進が必要である。  

（4）関係機関等との連携 

   医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との適切な連携が重要である。このためには、関係行政機

関等の相互連携の下で、広域的な地域支援のための有機的なネットワークが形成されることが有効で

ある。  

5 特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等 

（1）教職員の専門性の確保 

インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、特別支援教育に関する一定の知識・技能

を有していることが求められる。特に発達障害に関する一定の知識・技能は、発達障害の可能性のあ

る児童生徒の多くが通常の学級に在籍していることから必須である。これについては、教員養成段階

で身に付けることが適当であるが、現職教員については、研修の受講等により基礎的な知識・技能の

向上を図る必要がある。 

すべての教員が多岐にわたる専門性を身に付けることは困難なことから、必要に応じて、外部人材の

活用も行い、学校全体としての専門性を確保していくことが必要である。 

（2）各教職員の専門性、養成・研修制度等の在り方 

   学校全体としての専門性を確保していく上で、校長等の管理職のリーダーシップは欠かせない。ま

た、各学校を支援する、教育委員会の指導主事等の役割も大きい。このことから、校長等の管理職や

教育委員会の指導主事等を対象とした研修を実施していく必要がある。  

特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状（当該障害種又は自立教科の免許状）取得率は約 7割と

なっており、特別支援学校における教育の質の向上の観点から、取得率の向上による担当教員として

の専門性を早急に担保することが必要である。このため、養成、採用においては、その取得について
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留意すべきである。特に現職教員については、免許法認定講習の受講促進等の取組を進めるとともに、

その後も研修を通じた専門性の向上を図ることが必要である。  

特別支援学級や通級による指導の担当教員は、特別支援教育の重要な担い手であり、その専門性が校

内の他の教員に与える影響も極めて大きい。このため、専門的な研修の受講等により、担当教員とし

ての専門性を早急に担保するとともに、その後も研修を通じた専門性の向上を図ることが必要である。  

（3）教職員への障害のある者の採用・人事配置 

   「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害のある者等

が、積極的に参加・貢献していくことができる社会であり、学校においても、障害のある者が教職員

という職業を選択することができるよう環境整備を進めていくことが必要である。 

お問合せ先 

初等中等教育局特別支援教育課 （初等中等教育局特別支援教育課） 
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