
基本政策Ⅲ 一人ひとりの教育的ニーズに対応する 

本市においては、特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒、通級による指

導を受けている児童生徒、また、通常の学級における発達障害の可能性のある児童生

徒のほか、いじめや不登校、経済的に困難な家庭環境、外国につながりのある子ども

など、さまざまな教育的ニーズのある子どもが増加傾向にあります。 

加えて、近年では本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的

に行っている「ヤングケアラー」への支援や「子どもの貧困」への対応が求められて

おり、このような背景を持つ子どもは教育や体験の機会に乏しく、地域や社会から孤

立し、さまざまな面で不利な状況に置かれてしまう傾向にあります。 

このような中で、学校には、子どもたちが安心して楽しく通える環境であることや、

福祉との連携が求められており、子どもの発達や学習を取り巻く個別の教育的ニーズ

を把握し、一人ひとりに合った支援を行っていきます。 

○ 現状と課題 ○ 

市立特別支援学校においては、在籍児童生徒数が平成 19（2007）年度以降増加

傾向にあり【図表６】、施設の狭あい化や障害の重複化、多様化への対応等が課題と  

なってきました。これまで、市立特別支援学校の再編整備や分教室の設置、医療的ケ

ア＊拠点校の整備などに取り組んできましたが、今後も、一人ひとりの教育的ニーズ

に応じた適切な教育を行うため、良好な教育環境の確保や医療的ケア支援のさらなる

充実、居住地校交流＊の促進などの取組を進める必要があります。 

また、川崎高等学校附属中学校を除くすべての小・中学校に設置している特別支援

学級の在籍児童生徒数も増加が続いており、その障害も重度･重複化、多様化している

ことから、さまざまな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、適切な教員配置、教育環境の整備等が課題となっています。 

通常の学級においては、発達障害の可能性のある児童生徒が多数在籍しており、通

級による指導が必要な児童生徒は増加傾向にあります。また、日本語指導が必要な児

童生徒も増加しており、適切な支援が求められています。

不登校児童生徒については、「無気力、不安」、「友人関係をめぐる問題」、「学業の不

振」等さまざまな要因から小・中学校ともに増加傾向にあります【図表７】。不登校児

童生徒への支援は「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童

生徒が自らの進路を主体的にとらえて、社会的に自立することをめざす必要があるこ

と、また、児童生徒によっては、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的

な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立の困

難さ等のリスクが存在することに留意する必要があることから、これまで以上に、丁
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寧かつさまざまな支援を行っていくことが求められています。家庭やフリースクー  

ル＊等との連携を一層進めるとともに、GIGAスクール構想の取組等を踏まえ、ICTを

活用した学習支援の拡充を行うなど、多様で適切な教育機会を確保していくことが重

要となります。 

いじめに関しては、パソコンやスマートフォンの普及など子どもを取り巻く環境の

変化により、その態様もさまざまになっており、見えにくくなっています。 

いじめの認知件数は、近年、中学校においてはほぼ横ばいで推移する一方、小学校

においては増加傾向を示しています【図表８】。本市では、「かわさき共生＊共育プロ

グラム」を通じて、子どもたちの社会性や豊かな人間関係づくり、人間関係によるト

ラブルの未然防止等を図るとともに、「川崎市いじめ防止基本方針＊」に基づき各学校

が方針を定め、支援教育コーディネーターなど、教職員がきめ細かく子どもたちの活

動の場に目を向け、いじめの早期発見、初期対応を図っています。また、スクールカ

ウンセラー＊や学校巡回カウンセラー＊による相談活動や、スクールソーシャルワーカー＊

を通じた専門機関との連携なども通じて、学校全体で支援する校内体制を確立するこ

とがより一層重要となっています。 

経済的に厳しい状況にある世帯では、経済的な理由による進学断念・中退が起こる

可能性が高く、本人の希望等によらず進学・在学を諦めざるを得ない状況について懸

念されます。学習意欲のあるすべての子どもが、経済的な理由のために学習機会が失

われることの無いよう、国や県等による経済的負担の軽減施策の動向を踏まえた適切

な支援が求められています。 

子どもたちを取り巻く環境の変化に伴い、課題が多様化・複雑化する中で、学校で

は、子どもが抱える課題に対して、組織的な支援を進められるよう校内支援体制の構

築を図るとともに、学校だけではなく、保健・医療・福祉等の専門機関と連携しなが

ら一人ひとりの教育的ニーズに応

じたきめ細かな支援を総合的に推

進していくことが必要です。 

国際教室＊での日本語指導の様子
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資料： 川崎市教育委員会調べ 

資料： 川崎市教育委員会調べ 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

特別支援学校 304 329 350 369 395 419 441 510 547 566 591 616 617 624 631

特別支援学級 1,400 1,501 1,627 1,700 1,825 1,859 1,893 1,984 2,037 2,186 2,316 2,480 2,660 2,776 2,978
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図表６ 市立特別支援学校・特別支援学級在籍者の児童生徒数の推移

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2

中学生 1,116 1,242 1,338 1,389 1,370

小学生 378 430 529 700 807
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図表７ 不登校児童生徒数の推移 
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資料： 川崎市教育委員会調べ

図表９ 「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う」と回答した児童生徒の割合 

    資料：全国学力・学習状況調査 

H28 H29 H30 R1 R2

小学校認知件数 1,165 1,923 2,973 4,027 3,688

中学校認知件数 231 253 263 349 260

小学校解消率 83.2 73.5 71.8 73.1 70.2

中学校解消率 91.8 85.8 89.0 81.9 76.5
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図表８ いじめの認知件数及び解消率

H26 H27 H28 H29 H30 R1

川崎市 76.8 77.0 78.3 77.9 83.2 82.5

全国 82.1 81.8 83.1 81.2 96.8 97.1
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○ 政策目標 ○ 

障害の有無や生まれ育った環境に関わらず、すべての子どもが大切にされ、いきい

きと個性を発揮できるよう、一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応していく教育（支

援教育）を学校教育全体で推進します。 

○ 参考指標 ○ 

指標名 指標の説明 実績値 
目標値 

（Ｒ３(2021)） 

目標値 

（Ｒ７(2025)） 

支援の必要な児童の

課題改善率（小学校） 

課題が解消・改善傾向がみられる人

数÷特別支援・通常級在籍の発達障

害、不登校など課題のある児童数 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

90.9% 

（R２） 

95.0％ 

以上 

97.0％ 

以上 

支援の必要な生徒の

課題改善率（中学校） 

【第３期から設定】 

課題が解消・改善傾向がみられる人

数÷特別支援・通常級在籍の発達障

害、不登校など課題のある生徒数 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

74.5％ 

（R2） 
- 

80.0％ 

以上 

支援の必要な児童に

対する支援の未実施

率（小学校） 

支援が実施できなかった（12 月時

点）児童数÷支援の必要な児童数 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

0% 

（R２） 
0％ 0％ 

個別の指導計画＊の

作成率（小・中・高

等学校） 

すべての市立小・中・高等学校数に

占める、通常の学級に在籍する支援

の必要な児童生徒に対して個別の指

導計画を作成した児童生徒の割合 

※学校の割合から児童生徒の割合に

見直し 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

 - % 

（R３） 

※調査実施予定 

100％ 100％ 

就労した生徒の１年

後の就労定着率 

（特別支援学校） 

【第３期から設定】 

市立特別支援学校卒業生のうち、就

労した生徒の１年後の定着率 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

93.9% 

（Ｒ１） 
- 100％ 

いじめの解消率 

いじめが解消した割合（解消した件

数／認知件数×100） 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

小学校 

70.2% 

中学校 

76.5% 

（R２） 

小学校 

85.0% 

中学校 

92.0% 

以上 

小学校 

85.5% 

中学校 

92.0% 

以上 

1,000 人あたりの暴

力 行 為 発 生 件 数 

（中学校） 

【第３期から設定】 

暴力行為発生件数÷全生徒数×

1,000 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

5.05件 

（R２） 
- 

6.7 件以下 

※コロナ禍以前

の最小値 

（Ｈ29、Ｈ30） 

不登校児童生徒の 

出現率 

何らかの心理的、情緒的、身体的、

あるいは社会的要因・背景により、

連続又は継続して 30 日以上欠席し

た児童生徒数の割合（不登校児童生

徒数／全児童生徒数×100） 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

小学校 

1.09% 

中学校 

 4.61% 

（R２） 

小学校 

0.30% 

中学校 

 3.34% 

以下 

  - ※

※不登校については、文部科学省から「不登校児童生徒への支援の在り方について」（令和元（2019）年 10 月）
が発出され、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的にとら
えて、社会的に自立することをめざす必要がある。という考え方が示されたため、不登校児童生徒の出現率につ
いては、第３期実施計画から目標値を定めないこととしています。
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施策１．共生社会の形成に向けた支援教育の推進  

本市では、共生社会の形成に向け、「インクルーシブ教育システム＊」の構築に取り

組み、特別支援教育のさらなる充実を図るとともに、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ます。今後もすべての子どもが必要な教育

的支援を受け、できる限り同じ場で学ぶことを通じて、学習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す中で助け合い、支え合って生きていく力を

身につけることをめざします。 

・「第２期川崎市特別支援教育推進計画＊」に基づき、発達障害を含めた特別支援教育

の対象である子どもへの支援を充実させ、さらに、障害の有無に関わらず、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支援を行います。 

・小学校の通級指導教室＊において、保護者の送迎負担や交通アクセス等の課題解消

に向けて、巡回による指導を段階的に導入します。 

・医療的ケアを必要とする児童生徒の状況に応じた適切な支援を行います。 

・小・中学校の特別支援学級に在籍する重度の障害のある児童生徒に対して、外部人

材を活用した介助支援人材を配置し、安定的な学級運営を図ります。 

・特別支援学校卒業後の生徒それぞれの社会的自立に向けて、職業教育等を充実させ

るとともに、関係機関との連携を強化し、就労支援の充実を図ります。 

・市域内の特別支援学校の狭あい化解消に向け、特別支援学校の設置義務者＊である

神奈川県と連携しながら、良好な教育環境の確保に向けた取組を進めます。 

・障害のある子どもの自立や社会参加の促進のほか、障害のない子どもにとっても、

さまざまな人と助け合い支え合って生きていくことを学ぶ機会となるよう、特別支

援学校の居住地校交流など児童生徒の実態に応じた交流及び共同学習を推進します。 

・いじめ・不登校の未然防止、早期発見・解決を図るため、「川崎市いじめ防止基本方

針」に基づく取組を進めるとともに、「かわさき共生＊共育プログラム」の実施、教

育相談体制の充実などを図ります。 

・各学校において支援教育コーディネーター等を中心に、包括的な児童生徒の支援体

制を整備するとともに、さまざまな教育的ニーズに対応するため、スクールカウン

セラーによる相談活動や、スクールソーシャルワーカーを通じた専門機関等との連

携強化を図ります。 
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・ヤングケアラーや子どもの貧困など、児童生徒を取り巻く環境は年々変化し、支援

ニーズも複雑化・多様化しており、区役所の子育て支援・福祉関係部署等と連携し

た子ども支援を進めます。 

・ICTを活用した学習支援、ゆうゆう広場＊での体験活動、フリースクール等との連携

など、さまざまな取組を通して児童生徒の自己肯定感を高め、登校支援を行うとと

もに、夜間学級＊での学び直しも含めて、一人ひとりのニーズに応じた教育の機会

を確保し、社会的な自立のための支援を行います。 

・不登校児童生徒への支援の充実を図るため、ICT 等を活用した学習支援や不登校特

例校＊について調査・研究を進めます。 

・外国につながりのある児童生徒の学校生活への適応を支援するとともに、日本語指

導体制の充実を図るなど、一人ひとりに応じた支援を推進します。 

・経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して就学援助＊を実施します。

また、経済的理由により修学が困難な高校生・大学生に対し、奨学金の支給・貸付

を実施します。 

本市では、従来の特別支援教育コーディネーターの機能を拡充し、小学校では児童指導や

教育相談の機能を併せ持った児童支援活動の中核となる「児童支援コーディネーター」、中

学校では教育相談の機能を併せ持ち、生徒指導担当と協働しながら、校内支援体制の中核を

担う「支援教育コーディネーター」など、校種や機能の違いにより異なる名称を使用してい

ましたが、本プランから「支援教育コーディネーター」という名称に統一しました。 

今後は、多様化する教育的ニーズに適切に対応するため、これまで以上に小学校と中学校

の「支援教育コーディネーター」の連携を強化していくことが求められます。名称を統一し、

その役割を改めて各学校に周知・徹底するとともに、小・中学校のコーディネーターが密接

に連携し、切れ目のない支援ができるよう取組を進めます。 

【支援教育コーディネーターとは】 
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法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話な

どを日常的に行っている子どもとされています。 

ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、本人の育

ちや教育に影響があるといった課題がありますが、家庭内のデリケートな問題であること、本人

や家族に自覚がないといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっていま

す。 

 ヤングケアラーに対しては、さまざまな分野が連携したアウトリーチによる支援が重要であ

り、福祉・介護・医療・教育分野のさらなる連携が重要となります。 

【ヤングケアラーとは】 
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●特別支援学校と通級指導教室のセンター的機能の強化による小・中学校への支援

●小・中学校通級指導教室の充実

●個別の指導計画の作成及び切れ目のない適切な引継ぎの促進

●特別支援教育研修の実施による教員の専門性の向上

●医療的ケアを必要とする児童生徒への支援

●長期入院・入所児童生徒への学習支援の実施

●一人ひとりの子どもの状況に応じた支援のための小・中・高等学校における特別支援教育サポーター＊の配置

●小・中学校の特別支援学級への介助支援人材の配置

●福祉部門と連携した一人ひとりの教育的ニーズに応じた早期からの一貫した教育支援の実施

●社会的自立に向けた就労支援の実施

●特別支援学校の計画的な施設整備

●児童生徒の実態に応じた交流及び共同学習の推進

・小・中学校通級指導
教室における指導

「第2期特別支援教育推進
計画」に基づき、共生社会の
形成をめざした支援教育の推
進や、教育的ニーズに応じた
多様な学びの場の整備、小・
中・高等学校における支援体
制の構築、教職員の専門性
の向上等を図ります。

・知能・発達の検査体
制強化に向けた検討

・検討結果に基づく取
組の推進

・特別支援教育研修
の実施

・特別支援教育サポー
ターの配置

事務事業名

・通級指導体制の充
実に向けた巡回方式の
試行実施

完成

・高等部における就労
に向けた職業教育の実
施

・県立特別支援学校
新設に向けた取組の推
進

 受入枠拡充に向けた神奈川県との調整
・神奈川県との協議の
実施

・児童生徒の実態に応
じて各校で実施

継続実施

・福祉と連携した教育
支援の充実

・学校化に向けた検討
結果に基づく取組の推
進

・関係機関との連携に
よる支援の充実

 中央支援学校高等部分教室の整備

継続実施
特別支援教育推進事業

R2配置回数 
21,092回

小学校言語・情緒関
連 各区

継続実施

・校舎等の設計・工事

 中央支援学校大戸分教室の増築

 通級指導教室の設置校における指導

 通級指導体制の充実

・長期入院・入所児童
生徒への指導者配置

・基礎調査の実施 ・校舎等の設計・工事

・基本計画の策定及び
学校化に向けた検討

校舎完成
（R8)〔2026〕

事業推進

・エリア拠点校の設置と
巡回方式による通級
指導体制の充実

事業推進・特別支援学校と通級
指導教室の担当教員
による各校の支援

年度以降

継続実施

継続実施

・児童生徒の実情に合
わせた看護師の派遣

必修研修 19回
希望研修 10回

・学校の実情に応じた
継続配置

・指導計画作成とサ
ポートノートを活用した
引継ぎ

事業内容・目標

年度 年度

配置校数 10校

現状

中学校情緒関連 市
内３か所

年度
令和3（2021） 令和4（2022） 令和5（2023） 令和6（2024） 令和7（2025） 令和8（2026）

年度 年度

継続実施
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●各学校における「かわさき共生＊共育プログラム」の推進

●支援教育コーディネーターを中心とした児童生徒支援の推進

●スクールカウンセラー・学校巡回カウンセラーを活用した専門的相談支援の充実

●多様な相談機能の提供

・各学校への要請訪問
と巡回型による支援に
向けた検討・試行

●スクールソーシャルワーカーによる学校・家庭等への支援及び関係機関との連携強化

・24時間電話相談
・教育相談室の運営
・不登校児童生徒への
ICTを活用した学習保
障

・全中学校・高等学校
への配置

現状

配置 14名

・小学校、特別支援学
校への定期派遣の推
進

・担当者研修の実施

・各学校への要請訪問
と巡回派遣による支援
の充実

配置 11名 配置 12名 配置 13名

・研修の実施

配置 8名

・全小学校、特別支援
学校への要請派遣

継続実施

小学校 全校
中学校 全校

 コーディネーターのスキルアップに向けた研修の実施

・多様な相談機能によ
る相談支援の実施

 スクールカウンセラーの配置

令和8（2026）
年度以降

・GIGA端末に対応し
たエクササイズ集の見直
し

年度 年度

事業内容・目標
令和3（2021） 令和5（2023）

・各学校でのICTを活
用したエクササイズと効
果測定実施の支援

・エクササイズ集を活用
した取組の実施

研修の実施 年２回

年度

 エクササイズ集を活用した取組の実施

児童生徒支援・相談事業

不登校やいじめの問題への対
応とともに、子どもたちの豊か
な心を育むため、支援教育
コーディネーターやスクールカウ
ンセラー等を配置し、活用を
図ります。また、子どもが置か
れている環境の調整を行うス
クールソーシャルワーカーを各
区に配置し、関係機関との連
携により児童生徒の抱える課
題の解決を支援します。

・カウンセラーによる専
門的支援の充実

年度年度

研修の実施 ８回

令和4（2022）

事業推進

令和6（2024）

事業推進

・研究協力校でのICT
を活用したエクササイズ
と効果測定の検証

 学校巡回カウンセラーの派遣

共生・共育推進事業
 各学校における授業の実施
・年間６時間（標
準）の授業の実施

 担当者研修の実施

 ICTを活用したエクササイズと効果測定の検証

豊かな人間関係を育む「かわ
さき共生＊共育プログラム」を
実践し、いじめ・不登校の未
然防止等を図ります。また、
プログラムの「効果測定＊」の
活用により、子どもへの理解を
深め、児童生徒指導の充実
を図ります。

 支援教育コーディネーターの配置

事務事業名 令和7（2025）

小学校 全校
中学校 41校
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●不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援のための居場所としての「ゆうゆう広場」の運営

●子どもたちの目線により近い支援・相談のためのメンタルフレンド＊の配置・活用

●既卒者の学び直しを含む多様なニーズに対応する夜間学級の運営

●GIGA端末等を活用した長期欠席・不登校等の児童生徒への支援

●不登校特例校など不登校対策の充実に向けた取組の推進

●海外帰国・外国人児童生徒に対する教育相談の実施

●特別の教育課程による日本語指導の実施

●多言語を用いた保護者等との円滑なコミュニケーション手段の確保

●円滑な就学に向けた支援

・日本語指導初期支
援員の配置

・国際教室の設置及び
非常勤講師の配置

・プレスクールの開催

・国際教室担当者等
への研修の実施

不登校の児童生徒の居場所
として「ゆうゆう広場」を運営
し、きめ細かな相談活動を通
して、状況の改善を図り、社
会的自立につなげるとともに、
中学校夜間学級の運営を行
い、教育の機会確保を図りま
す。

・オンライン授業やデジ
タル教材による児童生
徒への支援

・市内６か所の運営

事務事業名

 入学及び編入相談の充実

継続実施

 国際教室担当者等への研修の実施

事業推進

現状

巡回非常勤講師配置
校数 75校

年度
令和6（2024） 令和7（2025）令和4（2022） 令和5（2023）

・通訳機器等、ICT機
器の活用

学校と関係機関が連携して、
日本語でのコミュニケーションに
不安がある児童生徒等の相
談・支援体制の整備を進めま
す。また、日本語指導初期
支援員を配置するとともに、
特別の教育課程による日本
語指導体制の充実を図りま
す。

国際教室設置校数 
44校

年度以降

事業内容・目標
令和8（2026）

・西中原中学校夜間
学級の運営

R2新たに日本語指導
初期支援員を配置し
た児童生徒数 
168名

・教育相談の実施

・希望者に対する入学
及び編入相談の充実

教育機会確保推進事業

・検討結果を踏まえた
取組の推進

継続実施

継続実施

継続実施

令和3（2021）

・不登校特例校設置
可能性の検討

継続実施

・通訳・翻訳支援業務
の外部委託

継続実施
 通訳・翻訳の充実

年度 年度 年度 年度

・メンタルフレンドの配
置・活用

・事例研究・ICT活用
の研究

配置 20名

・不登校特例校など不
登校対策の充実に向
けた検討

事業推進

 通訳機器の配置

・端末活用等による児
童生徒への支援の充
実

研修の実施 ４回

●初期段階の日本語学習と学校生活への適応支援

・就学案内及び就学
状況の把握

継続実施

開催数 ７回
 就学前の学校説明会「プレスクール＊」の開催

 就学案内及び就学状況の把握による就学機会の確保

 国際教室の設置及び非常勤講師の配置

海外帰国・外国人児童生
徒相談・支援事業

 夜間学級の運営による一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実

61



●確実な就学援助費の支給による支援

●特別支援教育就学奨励費の支給による支援

●就学事務システムによる就学事務の円滑な実施

●高等学校奨学金の支給及び大学奨学金の貸付による支援

事務事業名

就学援助費や特別支援教
育就学奨励費、高等学校奨
学金など、経済的支援を行う
とともに、法令等に基づく、就
学事務を適正に執行します。

現状

年度
令和6（2024） 令和7（2025）令和4（2022） 令和5（2023）

年度以降

事業内容・目標
令和8（2026）

・円滑な支給

・就学事務の実施

 新入学児童生徒学用品費の入学前支給
事業推進

継続実施

令和3（2021）

・システムを活用した迅
速な認定及び支給

 就学援助システム＊を活用した円滑な認定及び支給の実施
継続実施

・円滑な支給・貸付 継続実施

・入学前の学用品費の
迅速な支給

年度 年度 年度 年度

継続実施

就学等支援事業

継続実施
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