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第１章   東京都特別支援教育推進計画（第二期）策定の背景 

１ 都における特別支援教育の歴史と沿革 

（１）心身障害教育の発足 

ア 戦前の障害児教育 

第二次世界大戦前における障害児教育は、盲、ろう、精神薄弱、肢体不自由、病弱等、

それぞれの障害種別で独自の形態で発足し、その状況も多様でした。 

幕末以降、外国から障害児教育に関する知識や情報が我が国に伝えられ、明治政府が近

代国家の建設を進める中、明治 13 年には、東京における盲・ろう教育の施設として、楽善

会訓盲院（後の東京盲学校・東京聾唖学校、現在の筑波大学附属視覚特別支援学校・同聴

覚特別支援学校）が創設されました。 

都立特別支援学校の起源は、明治 41年に創設された私立盲人技術学校です。その後、ろ

う学校、肢体不自由学校、病虚弱学校を順次、開校しました。 

なお、戦前の障害児教育は、主として身体障害に対するものであり、精神薄弱（当時）

の養護学校は、戦後になって設立されています。 

また、区市町村立の心身障害学級は、大正９年に小石川区立林町小学校と墨田区立大平

小学校に初めて設置されました。 

イ 戦後の法整備と心身障害教育の発展 

戦後の日本の教育は、日本国憲法及び教育基本法の制定により、新しい出発を迎えるこ

とになりました。憲法第 26 条に「教育を受ける権利」が、教育基本法には「教育の機会均

等」が条文として規定されました。 

これらを受け、昭和 22 年に制定された学校教育法では、「特殊教育」が学校教育の一環

に位置付けられ、盲学校、聾学校及び養護学校の設置義務を都道府県が負うことが明記さ

れました。これらによって、心身障害教育の発展は、目を見張る成果を上げていくことに

なります。 

（２）国に先駆けた全員就学の実施 

ア 養護学校の就学義務化 

学校教育法制定翌年の昭和 23年、盲学校及び聾学校の就学義務化がなされましたが、当

時、未整備であった養護学校の就学義務化は延期されることになりました。その後、昭和

31 年制定の公立養護学校整備特別措置法により、養護学校の設置が促進されることになり

ます。都教育委員会は、入学を希望しながらも就学猶予・免除となっている子供が多く発

生している状況を打開するため、昭和 30 年代から 40 年代にかけて、養護学校を次々と開

校するとともに、就学相談の充実を図るなど、種々の対策を講じました。 

こうした中、昭和 48年に文部省は、延期としていた養護学校における就学義務と都道府

県の養護学校設置義務について、昭和 54 年から実施する旨の予告政令を公布しましたが、

都教育委員会は、これよりも１か月早く「昭和 49年から全員就学を実施する」ことを発表

しました。 

障害のある子供の全員就学を達成するためには、それまで、学校教育の対象外と考えら

れ、就学猶予・免除の対象となっていた重度・重複障害のある子供の就学対策と教育内容・

方法の充実が必要でした。このため、都教育委員会は、都立養護学校の増設により適正な

規模と配置を進めるとともに、就学相談体制の確立、学級編制の改善、リフト付きスクー

ルバスの配車及び教職員の確保と研修など、総力を挙げて諸課題の解決に当たりました。 

同時に、区市町村立小学校、中学校の心身障害学級の増設が進められたことも、希望者

全員の就学を達成するための適切な教育条件の整備として重要な意味を持ちました。 
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イ 長期計画に基づく心身障害教育の推進 

    国際連合において、1981 年（昭和 56 年）を国際障害者年とし、障害のある人の社会へ

の「完全参加と平等」という目標の実現を促進することとされたことを受けて、都は、障

害のある人とない人がともに生きることを可能とする社会の創出を目指し、昭和 57 年３月

に国際障害者年東京都行動計画を策定しました。都教育委員会は、この行動計画の中で、

交流教育の促進、進路指導及び職業教育など、心身障害教育を充実するための施策を掲げ

ました。 

    また、都の行財政運営の基本的指針を示す東京都長期計画（昭和 57 年 12 月）、東京都第

二次長期計画（昭和 61 年 12 月）では、障害の重度・重複化に対応した学級編制基準の改

善や重度・重複学級の設置、高等部への進学希望者の増加への対応や過密校の解消を図る

ための養護学校の新設など、心身障害教育の充実に向けた施策が盛り込まれました。 

    都における心身障害教育は、これらの計画に基づき、更なる推進が図られることとなり

ました。 

（３）心身障害教育から特別支援教育への転換 

ア 学校教育法の一部改正と特別支援教育への転換 

平成 19 年４月の学校教育法の一部改正により、従来の「特殊教育」から「特別支援教育」

への転換が図られました。特別支援教育は、発達障害を含めて、特別な支援を必要とする

幼児・児童・生徒が在籍する全ての学校において実施されることとされました。 
従来の盲・ろう・養護学校は特別支援学校に一本化され、障害の重度・重複化に対応し

て複数の障害種別を対象とすることが可能となるとともに、地域における特別支援教育の

センター的機能を発揮して、幼稚園、小学校、中学校、高校等の要請に応じて専門的な知

識や技能を生かして助言・援助を行うことが新たに規定されました。 
この改正に併せて文部科学省から発出された「特別支援教育の推進について（通知）」で

は、特別支援教育の理念について、以下のとおり示されています。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

イ 「東京都特別支援教育推進計画」の策定  

都教育委員会は、平成 15 年３月に国が示した「今後の特別支援教育の在り方について

（最終報告）」や平成 16年６月の障害者基本法の改正等を受け、これからの都における特

別支援教育の推進に関する展望を明らかにする総合的な計画として、平成 19 年 4 月の学

校教育法の一部改正よりも早い平成 16年 11 月に、東京都特別支援教育推進計画を策定し

ました。 

具体的には、第一次実施計画(平成 16 年度～平成 19 年度)、第二次実施計画（平成 20

年度～平成 22 年度）及び第三次実施計画（平成 23 年度～平成 28 年度（注：計画期間を

３年延長））に基づき、特別支援学校の再編整備、個に応じた指導と支援の充実、発達障

【特別支援教育の理念】 
 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援

するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高

め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもので

ある。 
 また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない

発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実

施されるものである。 
さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無や

その他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基

礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。 
（平成 19年４月１日付 19 文科初第 125 号「特別支援教育の推進について（通知）」） 
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害教育の推進、特別支援教育の支援体制等の整備を進め、特別支援学校のみならず、小学

校、中学校や都立高校等における特別支援教育を推進するための取組を実施してきました。 

ウ 「東京都発達障害教育推進計画」の策定 

都における発達障害教育は、東京都特別支援教育推進計画に基づき推進してきましたが、

近年の発達障害教育を取り巻く状況の変化や、通常の学級における発達障害と考えられる

幼児・児童・生徒の在籍率等の実態を踏まえ、全ての公立学校における発達障害教育の充

実を図っていく必要性があることから、都教育委員会では、平成 28 年２月に東京都発達

障害教育推進計画を策定し、平成28年度から平成32年度までの５年間を計画期間として、

具体的な施策を展開することとしています。 
 

２ 東京都特別支援教育推進計画における取組状況等 

（１）東京都特別支援教育推進計画における取組状況と主な成果 

先述したとおり、都教育委員会では、平成 16 年 11 月に東京都特別支援教育推進計画を

策定し、以降、三次にわたり実施計画を策定し、特別支援教育を計画的に推進してきまし

た。 
各計画における施策の体系は、それぞれ異なっていますが、全体としては、①個に応じ

た教育内容の充実、②都立特別支援学校の適正規模・適正配置、③区市町村における特別

支援教育の充実、④都立高等学校等における特別支援教育推進体制の整備、⑤特別支援教

育を推進する教育諸条件及び支援体制の整備・充実といった取組を進めてきています。こ

こでは、①から⑤までの各取組の状況と主な成果について紹介します。 
① 個に応じた教育内容の充実 

➣ 就業技術科を５校に、職能開発科を２校に設置 

障害のある生徒の自立と社会参加を促進するためには、職業的自立が極めて重要であ

り、都教育委員会では、第一次実施計画時から、民間の専門技術者を講師に招くととも

に、民間や関係機関と連携した就労支援や職場定着支援に努め、知的障害の生徒を対象

とした高等部の職業教育の充実を図ってきました。 
都教育委員会は、知的障害特別支援学校高等部において、就業技術科※1を５校に、職

能開発科※2を２校に設置しました。平成 27年度までに卒業生を輩出している就業技術

科では、卒業生の企業就労率が９割を超えています。 

※1  就業技術科 

   知的障害が軽い生徒を対象に、生徒の職業的自立と社会参加に向けて必要な専門的職業教育を行

うことを目的とする学科 

※2 職能開発科 

知的障害が軽度から中度の生徒を対象に、基礎的な職業教育を実施し、職業生活に必要な職務を

遂行する能力を開発・伸長することを目的とする学科 

➣ 知的障害特別支援学校の就労率は 46.4%まで上昇 

就労を希望する知的障害特別支援学校高等部の生徒の職業的自立を促すため、普通科

においても教育課程の類型化※3を推進し、キャリア教育を充実させることで、知的障害

特別支援学校全体の就労率は、平成 27 年度（平成 28 年３月卒業生）では 46.4％まで上

昇しました。 

         ※3 教育課程の類型化 

特別支援学校において、高校に準ずる教育課程や知的障害を併せ有する生徒の教育課程で、生徒

の実態等を踏まえ、各教科等の授業時数配当に差を付けた複数の教育課程を編成すること。 
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➣ 外部専門家等を導入し、教員との協働により授業を充実 

都立肢体不自由特別支援学校では教員と外部専門家が連携し、チームアプローチによ

る指導体制を構築することで、学校現場に携わる専門家集団がそれぞれの専門性を発揮

し、個に応じた指導を充実しています。専門性が必要な分野については、外部専門家を

導入し、教員との適切な役割分担をすることで、指導の充実を図っています。また、都

立肢体不自由特別支援学校全校に、学校介護職員を導入するとともに、その専門性の更

なる向上のため、実務研修を実施しています。 

②  都立特別支援学校の適正規模・適正配置 

➣ 複数の障害教育部門を併置する学校を新設 

児童・生徒の障害の重度・重複化に対応するため、複数の障害教育部門を併置する特

別支援学校を設置し、それぞれの部門の専門性を相互に活用して、障害が重複する児

童・生徒に対する教育内容、方法の充実を図っています。 

都教育委員会では、平成 28 年度までに 10 校の併置校を設置しました。 

➣ 知的障害特別支援学校の新設等により、普通教室整備を推進 

年々増加する都立知的障害特別支援学校の在籍者数に対応するため、都教育委員会で

は、平成 16 年度から平成 28年度までの間に 15校の知的障害特別支援学校を開設する

とともに、既存の学校の増改築工事を進めることで、普通教室の整備を推進しました。 

➣ スクールバスの増車により、児童・生徒の通学負担を軽減 

（平均乗車時間※460 分を実現） 

都教育委員会は、特別支援学校に在籍する児童・生徒の通学手段を確保するため、ス

クールバスを配備し、通学負担の軽減に向けたバスの増車を行ってきました。その結果、

肢体不自由特別支援学校において、平成 16年度（第一次実施計画開始年度）に 72 分で

あったスクールバス（配車 114 台）の平均乗車時間が、平成 27年度には 60 分にまで縮

まりました（配車 180 台）。 

※4 平均乗車時間 

各スクールバスに始発から乗車する児童・生徒の乗車時間の総和÷バスの台数 

③  区市町村における特別支援教育の充実 

➣ 「特別支援教室※5の導入ガイドライン」を作成 

小学校の通常の学級には、知的発達に遅れはないものの、学習面又は行動面で著しい

困難を示す発達障害の可能性のある児童が一定程度在籍しています。しかし、通級指導

学級又は固定学級で指導を受けている児童は、特別な指導・支援が必要と考える児童の

一部にとどまっています。こうした状況に対応するため、都教育委員会では、平成 28

年 4 月の特別支援教室の導入開始に向けて、平成 27 年３月に小学校を対象とした「特

別支援教室の導入ガイドライン」を策定し、都内の公立小学校に配布しました。 

※5 特別支援教室 

       教員が巡回指導することによって、これまで通常の学級に在籍する発達障害の児童・生徒に対

して情緒障害等通級指導学級で行ってきた特別な指導を、在籍校で受けられるようにするための

教室。指導上の必要により在籍校以外で指導を受ける方が効果的な児童・生徒は他校に設置され

ている特別支援教室で指導を受けることも可能である。都教育委員会は、全ての小学校、中学校

に「特別支援教室」を設置する予定である。 

➣ 区市町村における特別支援教室への移行開始 

          全ての都内公立小学校において、発達障害の児童に特別な教育的支援が行き渡るよう、

平成 28 年４月から区市町村立小学校における特別支援教室の設置を開始しました。平

成 28年度においては、都内公立小学校 1,286 校のうち、602 校に特別支援教室が設置

されています。 
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④  都立高校等における特別支援教育推進体制の整備 

➣ 心理の専門家による相談支援体制の整備  

都立高校等からの要請に応じて、発達障害に関する専門的な判断や指導に関する相

談・助言を行うため、平成 20年度から、心理の専門家を都立高校等に派遣するシステ

ムを導入しました。毎年 10 校程度の都立高校等に心理の専門家を派遣し、発達障害の

生徒への有効な指導について支援をしています。 

⑤  特別支援教育を推進する教育諸条件及び支援体制の整備・充実 

➣ 特別支援学校のセンター的機能※8の発揮による小学校、中学校、高校等への巡回の増   

 加 

平成 19 年の学校教育法の改正により、特別支援学校のノウハウを活用し、幼稚園、

小学校、中学校及び高校等における特別支援教育を支援するセンター的機能の発揮が求

められています。平成19年度における特別支援教育コーディネーター※9による小学校、

中学校及び都立高校等への巡回相談件数は 2,057 件、巡回を実施した特別支援学校数は

24 校でしたが、特別支援学校のセンター的機能に関する理解等が進み、平成 27年度の

巡回相談件数は7,038件、巡回を実施した特別支援学校数は50校にまで増加しました。 

※6 特別支援学校のセンター的機能 

特別支援学校が、地域の幼稚園や小学校、中学校、高校等における特別支援教育の推進・充実に

向けて、各学校や区市町村教育委員会等の要請に応じて必要な助言や援助を行う機能のこと。学校

教育法第 74 条では、「特別支援学校においては、（略）、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中

等教育諸学校の要請に応じて、第 81 条第 1項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助

言を行うよう努めるものとする。」と規定されている。 

※7 特別支援教育コーディネーター 

学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓口として、

学校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う者 

（２）今後の課題 

これまでの取組により、都の特別支援教育は着実に前進していますが、生徒の就労実現に

向けた職業教育の充実や知的障害特別支援学校における在籍者数の増加傾向を踏まえた適

正配置の取組、小学校、中学校及び都立高校等における発達障害教育の推進などについては、

今後も継続して取り組んでいく必要があります。 
また、スクールバス利用者の通学負担の更なる軽減や、特別支援学校が今後もセンター的

機能を十分に発揮するための仕組みの構築なども、更に進めていくことが重要です。 
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３ 障害者や東京都を取り巻く状況の変化 

平成 22 年 11 月の東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画の策定以降、障害者や東京都

を取り巻く状況は、大きく変わっています。 
（１）障害者を取り巻く状況の変化 

ア 障害者の権利に関する条約 

平成 19 年９月、我が国は、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ

総合的な国際条約である、障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」という。）

に署名し、平成 26年１月に批准しました。同条約は、同年２月から国内において発効して

います。 

障害者の教育については、障害者権利条約第 24 条で規定されており、教育についての障

害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を実現するため、障害者を

包容するあらゆる段階の教育制度（inclusive education system at all levels）及び生涯学

習を確保することとされています。また、この権利の実現に当たり、障害者が障害に基づ

いて一般的な教育制度（general education system）から排除されないことや、個人に必

要とされる合理的配慮が提供されること等が定められています。 
イ 障害者基本法の改正 

我が国では、障害者権利条約の批准に先立ち、国内法の整備が進められました。平成 23

年８月には障害者基本法が改正され、障害者の教育については、第 16 条において、「障害

者がその年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるように

するため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育

を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を

講じなければならない。」と規定されています。 
ウ 障害者差別解消法の制定 

平成 25 年６月には、障害者基本法第４条第１項で規定されている「障害を理由とする差

別等の権利侵害行為の禁止」及び同条第２項「社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵

害の防止」を具体化させるため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下

「障害者差別解消法」という。）が成立し、平成 28 年４月から施行されました。 
同法は、障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止や障害者に対する合理的配慮の提

供が、行政機関等の法的義務と定められるなど、障害を理由とする差別解消を推進し、共

生社会の実現に資することを目的としています。 
エ 発達障害者支援法の改正 

発達障害者の支援の一層の充実を図るため、平成 28 年５月には、発達障害者支援法が改

正され、同年８月から施行されました。この改正では、切れ目なく発達障害者の支援を行

うことが特に重要であり、教育に関しては、発達障害児が発達障害でない児童とともに教

育を受けられるよう配慮し、個別の教育支援計画の作成等により支援体制を整備すること

などが新たに規定されました。 

（２）インクルーシブ教育システムの構築に関する考え方 

ア 中央教育審議会初等中等教育分科会による報告 

国では、障害者権利条約第 24条に規定されたインクルーシブ教育システムの構築に向け

た取組が進められ、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より、「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）」が示されました。 
同報告では、共生社会の形成に向けて、障害者権利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、その構築のためには、特別支援教育を着実に進めていく必要

があるとされています。 
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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）」（平成 24年７月 抜粋） 

○ 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。 

○ 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。 

○ 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。 
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イ 学校教育法施行令の改正 

国は、中央教育審議会報告等を踏まえて、平成 25年９月、学校教育法施行令の一部を改

正しました。 
この改正により、障害のある児童・生徒の就学先決定について、これまで学校教育法施

行令第 22条の３の規定に該当する程度の障害のある子供は、原則、特別支援学校に就学す

るとしていた仕組みから、区市町村教育委員会が、児童・生徒の障害の状態や教育的ニー

ズを踏まえ、総合的な観点から就学先を決定する仕組みへと改定されました。 

ウ 都教育委員会における対応 

中央教育審議会報告等では、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

教育の着実な推進が必要とされており、今後とも特別支援教育の一層の充実を図っていく

ことが求められます。 
都教育委員会では、上記の学校教育法施行令の改正前から、区市町村教育委員会におけ

る就学相談において、本人及び保護者との合意形成を図りながら、一人一人の障害の程度

や状態等に即して適切な就学先を決定できるよう支援するとともに、特別支援学校、小学

校、中学校、都立高校等において個に応じた指導・支援を充実するなど、特別支援教育の

着実な推進を図ってきました。 
今後とも、国の考え方を踏まえて、就学相談機能の充実や、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「多様な学びの場」における教育の充実、多様

な関係機関と連携した支援の実施、合理的配慮の適切な提供とその基礎となる環境の整備、

さらには、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒との交流活動の充実を図ります。

こうした取組を着実に推進することで、障害のある子供も障害のない子供も共に学び、互

いに理解を深められる共生社会の実現を目指していきます。 
（３）東京都を取り巻く状況の変化 

東京都を取り巻く状況についても、東京都長期ビジョンの策定や、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の開催決定など、大きな変化がありました。 
ア 都の施策の動向 

第三次実施計画の策定以降、都政の方向性を示す各種計画が策定されました。平成 26 年

12 月には、今後の都政の羅針盤となる東京都長期ビジョンが策定され、東京の都市力や都

民生活の向上につながる様々な施策が展開されています。また、平成 28年８月には、都民

ファーストの視点に立った、今後の都政の具体的な政策展開を示すため、「2020 年に向けた

実行プラン（仮称）」の策定方針が示されており、その中では、「セーフ シティ」「ダイバ

ーシティ」「スマート シティ」を実現し、「新しい東京」を創っていくこととされています。 

障害者施策については、平成 27 年４月に東京都障害者計画・第４期東京都障害福祉計画

が策定され、都の障害者施策に関する方向性と具体的な取組が明らかにされています。 

また、教育施策については、平成 27 年４月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の改正を受けて、都でも知事と教育長、教育委員を構成員とする総合教育会議が設置され、

この会議における検討を踏まえて、同年 11月に東京都教育施策大綱が策定されました。 

本大綱においては、七つの重点事項が示されていますが、特別支援教育の推進は、その

中の一つとして位置づけられています。 

イ オリンピック・パラリンピックの開催 

平成 25 年９月、ブエノスアイレスで開かれた第 125 次ＩＯＣ総会において、東京が、2020

年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市に選出されました。 

教育の分野においても、オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、

障害者スポーツの振興や芸術文化教育・ボランティア教育の充実、国際理解教育や外国人

の児童・生徒への適切な対応などが求められています。 
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ウ 幼児・児童・生徒を取り巻く状況の変化 

このほかにも、幼児・児童・生徒を取り巻く状況は様々に変化しています。 
いつ発生してもおかしくない大規模災害を見据えて、特別支援学校における防災教育を

充実させていく必要があります。また、幼児・児童・生徒の安全確保やいじめ等に適切に

対応していくことが求められています。 
また、公職選挙法の改正を踏まえて、責任ある主権者として生きるための主権者教育の

推進も必要です。国においては、成人年齢の引下げについても議論が進められており、こ

うした動向について注視していく必要があります。また、障害者雇用促進法の改正に伴い、

障害者雇用が一層促進される中で、適切に就労していくための力を育んでいく必要もあり

ます。 
さらに、医療技術の進歩に伴う障害のある子供たちの置かれている状況変化やＩＣＴ機

器※8を活用した教育の充実など、社会状況の変化に的確に対応した教育を推進し、子供た

ちの生きる力を伸ばしていくことが求められています。 
 ※8  ＩＣＴ機器 

Information and Communications Technology の略。都立学校「ＩＣＴ計画」に基づき、都立 

学校に配備した教育用パソコン等の情報通信機器の総称。障害支援機器には、障害種別に応じて 

パソコンに入力するための支援機器や、出力されたものを分かりやすくするための支援機器があ 

る。 
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第２章   東京都特別支援教育推進計画（第二期）の必要性と性格 

１ 東京都特別支援教育推進計画（第二期）策定の必要性 

（１）これまでの成果に立脚した特別支援教育の更なる充実 

平成 16 年度に策定した東京都特別支援教育推進計画に基づく施策の展開により、特別支

援学校の再編や、指導内容の充実、教育条件の整備など、都の特別支援教育は着実に進展・

充実しています。 
一方で、知的障害特別支援学校の施設整備、職業教育や特別支援学校のセンター的機能の

充実など、特別支援教育の更なる充実に向けた取組を計画的に推進する必要があります。 

（２）障害者を取り巻く状況や社会状況の変化に対応した特別支援教育の推進 

障害者権利条約の批准と関連する国内法の整備や、インクルーシブ教育システムに関する

国の動向、障害者差別解消法の施行など、障害者を取り巻く環境は大きく変化しています。 
また、主権者教育の推進等の新たな課題への適切な対応が求められるほか、東京 2020 オ

リンピック・パラリンピック競技大会の開催、「2020 年に向けた実行プラン（仮称）」の策定

により、東京という都市も今後、大きく変革していくことが見込まれています。 

（３）計画策定の必要性 

こうした中、現行計画は、平成 28 年度をもって計画期間の満了を迎えますが、今後も、

これらの状況変化に適切に対応した特別支援教育を推進する必要があります。 
都は、現在、障害者も含めて誰もが生き生き生活できる、活躍できる都市・東京（「ダイ

バーシティ」）をはじめとして、「セーフ シティ」、「スマート シティ」の三つの「新しい東

京」の実現を目指しており、こうした都市に相応しい特別支援教育の充実を目指していく必

要があります。 

こうした状況に適切に対応し、特別支援教育の更なる充実を図るため、東京都特別支援教

育推進計画に続く、東京都特別支援教育推進計画（第二期）を策定し、障害のある子供たち

の将来の自立と社会参加を見据えて、一人一人の能力と可能性を最大限伸長する特別支援教

育を更に推進していきます。 
 

２ 東京都特別支援教育推進計画（第二期）の性格 

（１）東京都特別支援教育推進計画（第二期）の性格 

本計画は、「共生社会」や「自立と社会参加」といったこれまでの計画の基本的な考え方を

踏襲しつつ、さらに、この間の社会状況の変化や新たな課題に適切に対応するため、中長期

的な視点に立って今後の東京都の特別支援教育の方向性を示す、10 年間の長期計画として策

定します。 

また、これと併せて、当面の３～４年間における具体的取組の内容や実施時期を明らかに

する実施計画の内容も盛り込んでいきます。 

（２）計画期間 

本計画の計画期間は、平成 29年度から平成 38 年度までの 10 年間とします。また、第一次

実施計画としての計画期間は、平成 29 年度から平成 32 年度までの４年間とします。実施計

画については、３～４年ごとに改定していきます。 
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３ 障害のある児童・生徒の将来推計 
今後の特別支援教育の充実を図る上では、その対象となる障害のある児童・生徒の将来の人

口推計を勘案する必要があります。 
都教育委員会では、本計画の策定に当たり、特別支援学校の在籍者数及び小学校、中学校の

特別支援学級の在籍者・利用者数に関する推計を行いました。その結果は、下表のとおりです。 
 

（単位：人） 

学校・障害種別 
平成 

28 年度 

（実数） 

平成 

32 年度 

平成 

35 年度 

平成 

38 年度 

平成 

40 年度 

特別支援学校＊1 12,372 13,267 14,150 14,986 15,204 

 

視覚障害 239 256 259 261 262 

聴覚障害 701 728 740 749 747 

知的障害 9,060 9,836 10,643 11,425 11,644 

肢体不自由 2,213 2,279 2,336 2,376 2,377 

病弱 159 168 172 175 174 

小学校、中学校＊2 特別支援学級 24,527 35,793 39,731 40,410 40,289 

 

 

知的障害（固定学級） 9,035 10,298 11,242 11,692 11,757 

情緒障害等（通級指導学級）＊3 11,545 21,074 23,890 24,080 23,942 

その他 3,947 4,421 4,599 4,638 4,590 

＊1 区立特別支援学校を含む。 

＊2 義務教育学校を含む。 

＊3 特別支援教室を含む。 

特別支援学校の推計値を見ると、全体としては、平成 28 年度の在籍者数は、12,372 人とな

っていますが、平成 38 年度には、約 15,000 人にまで増加する見込みとなっています。特に、

知的障害特別支援学校の在籍者数については、今後 10年間で約 2,400 人増加することが見込ま

れており、平成 38年度以降もその傾向が続く推計結果となっています。 

また、小学校、中学校の特別支援学級の推計値を見ると、全体としては、平成 28 年度の在籍

者・利用者数は、24,527 人となっていますが、平成 38年度には、約 40,000 人にまで増加する

見込みとなっています。 

本計画の計画期間は平成 38 年度までとしておりますが、知的障害特別支援学校の在籍者数が

平成 38 年度以降も増加することなどを見据えて、取組を進める必要があります。 

都教育委員会では、こうした推計結果を踏まえて、障害のある子供たちの教育環境の充実を

図るため、特別支援学校の適正規模・適正配置などの取組を、今後も着実に進めていきます。 
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４ 国、都、区市町村が一体となった特別支援教育の推進 

特別支援教育の更なる充実を図っていくためには、国、都及び区市町村が一体となって取り

組んでいくことが不可欠です。 

都教育委員会はこれまでも、国の動向を踏まえつつ、区市町村との適切な役割分担の下で、

特別支援教育の充実を図っており、今後とも、以下の考え方に立って、特別支援教育を推進し

ていきます。 

（１）都教育委員会の役割 

都教育委員会は、本計画に基づき、全ての公立学校における特別支援教育を充実していき

ます。そのためには、区市町村教育委員会や各学校における実態を踏まえつつ、障害のある

子供たちの能力を最大限に伸長する上で最も効果的な方法により、ソフト・ハード両面から

様々な事業を展開していくことが求められます。 

また、特別支援教育を推進するための体制整備として、特別支援学校のみならず、小学校、

中学校及び高校等を含めた教員の専門性の向上が必要であるほか、乳幼児期から学校卒業後

の自立までを見据えて、教育分野だけでなく、保健・医療・福祉・労働等の各関係機関との

連携が重要となります。 

さらには、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ、様々な人々が生き生きと活躍

できる共生社会を実現するため、社会全体の理解促進をより一層図っていく必要があります。 

こうした観点から、本計画に基づく取組を的確・迅速に進め、都における特別支援教育の

更なる充実を図っていきます。 

また、国においては、障害者権利条約の批准と関連する国内法の整備が行われるとともに、

インクルーシブ教育システムの構築に向けては、新しい概念として示された「合理的配慮」

と「基礎的環境整備」への対応を図るため、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所のイ

ンクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ）による実践的な取組事例

を公開するとともに、教育支援体制整備事業費補助金（インクルーシブ教育システム推進事

業）の交付等による各自治体や学校における体制整備のための方策を打ち出しています。 

さらに、高校における通級による指導の制度化及び充実方策について、平成 28年３月に研

究協力者会議の報告がまとめられているほか、学習指導要領の改訂についても検討が進めら

れており、今後の方向性が明らかになりつつあります。 

教育以外の分野では、成人年齢の引下げについても、今後議論が進められるといった動き

もあり、その検討状況を注視していく必要があります。 

都教育委員会は、こうした国の動きを踏まえて、本計画に基づく事業を着実に実施するこ

とで、特別支援教育の更なる充実を図ります。 

（２）区市町村教育委員会の役割 

区市町村教育委員会は、本計画の趣旨や各施策の方向性を十分に踏まえ、各自治体におけ

る特別支援教育の充実・発展に努めていく役割を担っています。 

具体的には、小学校、中学校における発達障害の児童・生徒に特別な指導を行うための特

別支援教室の設置に伴い、適切な指導体制の確立や指導内容・方法の充実が必要となってい

ます。 

また、特別支援学級において、質の高い教育を実践していくためには、特別支援学級担任

の専門性の向上が不可欠であり、特別支援教育担当指導主事等による学校への積極的な支援

により、指導力の向上を図っていくことが求められます。 

さらに、障害のある子供たちにとって、障害の状態等に即した最も適切な就学先を決定で

きるようにするためには、就学相談等の機能強化や保護者等への理解促進を更に推進する必

要があります。 

加えて、小学校、中学校に就学した障害のある児童・生徒に適切な指導・支援を行うため
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には、合理的配慮の適切な提供や、その基礎となる教育環境の充実を図ることが求められま

す。 

こうした観点から、各区市町村教育委員会においては、都教育委員会との緊密な連携の下、

障害のある幼児・児童・生徒への支援体制の整備を図っていくことが望まれます。 

（３）都立特別支援学校の役割 

特別支援学校は、障害のある幼児・児童・生徒一人一人の教育ニーズに応じた適切な指導・

支援を充実させることで、子供たちの自立や社会参加を実現していくため、校長を中心とし

て、全ての教職員が高い専門性を発揮できる指導体制を構築することが引き続き求められま

す。 

また、東京都特別支援教育推進計画に基づき設置した知的障害特別支援学校高等部の就業

技術科・職能開発科における知的障害が軽い生徒の職業的な自立を図るための職業教育を一

層充実させていくことや、複数の障害教育部門を併置する学校における複数の障害のある児

童・生徒への効果的な指導方法等を他の特別支援学校等に普及させていくことが必要です。 

特別支援学校は、地域における特別支援教育のセンター的機能の発揮という重要な役割を

担っています。全ての学びの場における教育を充実させていくためには、特別支援学校が蓄

積した専門的な知識や技能を用いて、区市町村教育委員会と連携しながら、地域の幼稚園や

保育所、小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実を支援していくことが、

今まで以上に求められます。 

また、副籍制度※11に基づき、特別支援学校と小学校、中学校との間で、交流及び共同学習

を充実させるなど、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が共に学ぶ場を多く創出

していくことも必要です。 

  ※11 副籍制度 

特別支援学校の小学部・中学部に在籍する児童・生徒が、居住する地域の区市町村立小学校、中学校

に副次的な籍（副籍）を持ち、直接的な交流（小学校、中学校の学校行事や地域行事等における交流、

小学校、中学校の学習活動への参加等）や間接的な交流（学校・学年・学級だよりの交換等）を通じて、

居住する地域とのつながりの維持・継続を図る制度 

（４）小学校、中学校及び都立高校等の役割 

都内公立小学校、中学校及び義務教育学校（以下「小学校、中学校」という。）並びに都立

高校及び都立中等教育学校（以下「都立高校等」という。）は、発達障害を含めて障害のある

児童・生徒が多数在籍している状況を踏まえて、障害に応じた指導・支援等の更なる充実を

図ることが求められます。 

発達障害教育の推進については、平成 28年２月に策定した東京都発達障害教育推進計画に

基づき、教育環境の整備と指導の充実を今後も図っていく必要があります。 

その他の障害のある児童・生徒への対応については、通常の学級や特別支援学級等におい

て、障害の種類と程度に即した適切な指導・支援を行うことができるよう、体制の整備を図

る必要があります。そのためには、小学校、中学校における特別支援学級担任の専門性の向

上はもとより、全ての教職員が特別支援教育に関する正しい知識を身に付けた上で、校長の

リーダーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心とした組織的な体制づくりを進

めていくことが求められます。 

個々の児童・生徒への指導・支援や合理的配慮の適切な提供方法等について、特別支援学

校が担うセンター的機能を大いに活用し、特別支援学校教員の助言・援助を受け、実践を重

ねていくことが望まれます。また、小学校、中学校及び都立高校等と特別支援学校との学校

間交流や、特別支援学級と通常の学級との間での児童・生徒の交流を盛んに行うとともに、

保護者や地域の人々へ共生社会に向けた理解促進を積極的に行っていくことが期待されます。 
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５ 計画の進行管理（ＰＤＣＡサイクルの構築） 

東京都特別支援教育推進計画（第二期）の取組を着実に推進するためには、本計画に関する

ＰＤＣＡサイクルを、しっかりと機能させていく必要があります。 

本計画では、３～４年ごとに実施計画を策定することとしていますが、実施計画の策定に当

たっては、それまでの取組状況を把握した上で、その成果や課題を踏まえて、必要な施策を講

じていくことが大切です。 

また、障害のある児童・生徒の将来の人口推計については、その算定の基礎となる東京都の

人口推計や教育人口等推計が変動するものであることから、定期的な見直しを行う必要があり

ます。 

こうした点を踏まえて、本計画では、以下のような取組を通じて、計画のＰＤＣＡサイクル

を適切に機能させていきます。 

（１）「東京都特別支援教育推進計画（第二期）実施状況報告（仮称）」の作成 

本計画で定めた取組の実施状況について、次期実施計画の策定に合わせて、「東京都特別

支援教育推進計画（第二期）実施状況報告（仮称）」を取りまとめていきます。 

具体的には、第一次実施計画の取組については平成 32 年度に、第二次実施計画の取組に

ついては平成 35 年度に、それぞれ取組状況を明らかにしていきます。 

（２）障害のある児童・生徒の将来推計の見直し 

障害のある児童・生徒の将来の人口推計については、今後変動することもありえます。 

この推計は、知的障害特別支援学校の適正規模・適正配置をはじめとして、特別支援学校

等の施設整備等を進める上での基礎となる重要なものです。 

また、施設整備は、調査、設計、工事という流れで進んでいくもので、完成までには一定

の期間を要します。このため、施設整備の基礎となる推計を定期的に見直さなければ、過大

な施設整備や必要な施設の不足といった事態を招くおそれもあります。 

こうしたことから、各実施計画の策定に合わせて、障害のある児童・生徒の将来の人口推

計を見直します。 

具体的には、平成 32年度及び平成 35 年度に、10 年先を見据えた新たな推計を明らかにし

ていきます。新たな推計の結果、障害のある児童・生徒の人口推計が、大きく増加又は減少

する場合には、必要に応じて、施設整備計画や本計画の計画期間等を見直すことで、必要な

施設を計画的に整備していきます。 
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第３章   東京都特別支援教育推進計画（第二期）の基本理念と施策の方向性 

１ 東京都特別支援教育推進計画（第二期）の基本理念 

 

 

 

 

共生社会を実現するためには、障害のある子供たちの自立と社会参加を一層進めていくこと

が必要です。近年では、バリアフリー化の進展や福祉サービスの充実、障害者雇用促進法の改

正等により、障害者の社会参加の在り方も多様化しています。 

障害のない人々とともに様々な地域活動に参加している方もいれば、企業に就労し活躍され

ている方もいます。また、スポーツや芸術の分野において、優れた才能を発揮して、世界的な

注目を集めている方々もいます。 

このように多くの障害者が、障害がありながらも様々な形で社会に参加し、それぞれの分野

で活躍し貢献している現在の状況を踏まえると、今後の特別支援教育には、子供たちが将来の

夢や希望を実現できるよう、一人一人の能力を最大限に伸長して、より主体的かつ積極的な社

会参画を可能とすることが重要といえます。また、共生社会の実現には、広く都民の障害への

理解を促進することも必要です。 

都教育委員会は、障害のある人もない人も共に尊重し合いながら活躍できる社会の実現に向

けて、特別支援教育を更に推進し、社会に参加・貢献できる人材を育成していきます。 

 

２ 四つの施策の方向性 

本計画の基本理念の実現に向け、今後の施策については、以下の方向性に沿って進めていき

ます。 

 

≪共生社会の実現に向けた全ての学びの場における特別支援教育の充実≫ 

・就労や進学など、将来の夢や希望を実現するため、全ての学びの場における指導と教育環境

を更に充実 

 

＜方向性Ⅰ＞ 特別支援学校における特別支援教育の充実 

障害のある子供たちの社会参加や社会貢献を円滑に実現できるよう、特別支援学校の指導内

容・方法や合理的配慮の提供、基礎的環境整備の充実を図ります。 

 

＜方向性Ⅱ＞ 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実 

小学校、中学校及び都立高校等に在籍する障害のある子供たちが、障害の状態や教育ニーズ

に応じた指導・支援を受けられるよう、指導内容・方法や合理的配慮の提供、基礎的環境整備

の充実を図ります。 

 

共生社会の実現に向け、障害のある幼児・児童・生徒の自立を目指し、一人一人の能力

を最大限に伸長して、社会に参加・貢献できる人間を育成 
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≪未来の東京を見据えた特別支援教育の推進≫ 

・防災教育やスポーツ・芸術教育など、東京や社会の変化を見据えた教育を新たに推進 

 

＜方向性Ⅲ＞ 変化・進展する社会に対応した特別支援教育の推進 

 主権者教育や防災教育、健全育成などの取組を推進するとともに、障害者スポーツや芸術文

化への興味・関心を高め、社会に参加・貢献できる人間を育成します。 

 

 

≪特別支援教育を支える基盤の強化≫ 

・区市町村教育委員会や教員の専門性向上など、特別支援教育の基盤を一層強化 

 

＜方向性Ⅳ＞ 特別支援教育を推進する体制の整備・充実 

質の高い特別支援教育を推進するため、教員の専門性向上や学校・区市町村への支援の充実、

関係機関との連携強化を図るとともに、広く都民の理解を促進する体制を整備します。 
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第４章   東京都特別支援教育推進計画（第二期）の目指す将来像と目標 

本章では、四つの施策の方向性ごとに目指す将来像を示すとともに、現状を踏まえた施策の背

景・必要性を確認し、将来像の実現に向けた政策目標を明示しています。 

施策の方向性Ⅰ  特別支援学校における特別支援教育の充実 

＜目指す将来像＞ 

 

 

＜背景・必要性＞ 
 ○ 現在、都内の公立特別支援学校には、約 1.2 万人の幼児・児童・生徒が在籍しています。  

○ 都教育委員会はこれまでも、東京都特別支援教育推進計画に基づいて、個に応じた指

導・支援の充実や、特別支援学校の適正規模・適正配置、教育課程の研究・開発など、様々

な取組を進めてきました。 

○ 今後、共生社会を実現していくためには、障害のある子供たちがより積極的・主体的に

社会と関わっていくことが重要であり、そのために必要となる力や態度等を、一人一人の

障害に即して育んでいく必要があります。 

○ 知的障害特別支援学校の在籍者数は、今後も増加傾向となることが見込まれており、ま

た、子供たちの障害の重複化に対しても、引き続き適切に対応していくことが求められて

いることから、特別支援学校の適正規模・適正配置の取組を更に推進することが必要です。 

○ また、障害のある子供たちが、安心して安全に過ごすことができるよう、教育環境を一

層充実していくことも必要です。 

○ さらに、平成 19 年の学校教育法の改正以降、特別支援学校は、障害の重複化への対応

や地域におけるセンター的機能の発揮などが求められており、障害のある子供たちの教育

において中核的な役割を果たしています。 

  こうした役割の重要性を踏まえて、特別支援学校における指導や支援の充実を図ってい

く必要があります。 
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＜政策目標＞ 

 

○ 特別支援学校生徒の進学率の向上 

 
 
○ 特別支援学校生徒の企業就労率の向上 

 
 
○ 知的障害特別支援学校生徒の企業就労率の向上 

 
 
○ 知的障害特別支援学校高等部就業技術科・職能開発科の拡充 

 
 
○ 知的障害特別支援学校の教室数の確保 

 
 
○ 副籍制度による交流の充実 

 
  

事　　　　　項

特別支援学校高等部において準ずる教育課程を履修した卒業生の進学率
（特別支援学校高等部専攻科進学者を除く。）

53％以上 38年度卒 42.9％ 27年度卒

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

特別支援学校高等部卒業生の企業就労率 50％以上 38年度卒 41.2％ 27年度卒

≪現状≫目標値

事　　　　　項

知的障害特別支援学校高等部卒業生の企業就労率 55％以上 38年度卒 46.4％ 27年度卒

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

知的障害特別支援学校高等部就業技術科・職能開発科の設置校数 13校 38年度 7校 28年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

知的障害特別支援学校における普通教室数
学級数分の普
通教室を確保

38年度 1,239教室 28年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

副籍制度の利用率（直接交流又は間接交流実施率） 66％以上 38年度
小52.1％
中29.2％

27年度

目標値 ≪現状≫
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施策の方向性Ⅱ  小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実 

＜目指す将来像＞ 

 

 

＜背景・必要性＞ 

○ 区市町村の特別支援学級（固定学級）には約１万人の児童・生徒が在籍しており、特別

支援教室や通級指導学級における指導を受けている児童・生徒は、約 1.5 万人に上ってい

ます。 

 ○ また、平成 28 年２月に策定した東京都発達障害教育推進計画によれば、発達障害と考

えられる児童・生徒数は、小学校で約 3.4 万人、中学校で約 1.1 万人、高校で約３千人に

上るとされています。 

○ 障害のある児童・生徒の在籍する全ての学びの場において、個々の障害の程度等に応じ

て特別支援教育を推進することが、将来の共生社会の実現へとつながっていきます。 

○ 都教育委員会では、これまでも特別支援学級の教育内容・方法の充実、都立高校等にお

ける特別支援教育コーディネーターの機能強化などの取組を進めてきました。 

○ また、発達障害の児童・生徒を対象とした特別支援教室の設置を推進し、小学校や中学

校における支援が講じられつつある状況を踏まえると、都立高校等における継続性のある

支援についても、検討を進めていく必要があります。 

○ 今後は、これまでの取組の成果を踏まえつつ、特別支援学級の教員の専門性の向上や発

達障害の児童・生徒に対する継続性のある指導・支援の充実などの取組を更に進めていく

ことが必要です。 
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＜政策目標＞ 

 

○ 区市町村の設置する特別支援学級への支援の充実 

 

 
○ 個別の教育支援計画による一貫した指導・支援の推進 

 

 

○ 小学校における発達障害の児童への適切な指導体制の構築 

 
 
○ 中学校における発達障害の生徒への適切な指導体制の構築 

 
 
○ 都立高校等における発達障害の生徒への適切な指導体制の構築 

 
 
  

事　　　　　項

都と連携し、計画的・継続的に特別支援学級の専門性向上に取り組んだ
区市町村数

全区市町村 38年度
ﾓﾃﾞﾙ実施

（9区市町） 24年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

学校生活支援シート（個別の教育支援計画）の作成が必要な児童・生徒
がいる学校のうち、作成済みの学校の割合（小学校、中学校、都立高校
等）

小100％
中100％
高100％

38年度
小84.5％
中80.2％
高37.7％

27年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

小学校における特別支援教室での指導が必要と考えられる児童のうち、
特別支援教室を利用している児童の割合

100％ 38年度 37.8％ 26年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

中学校における特別支援教室での指導が必要と考えられる生徒のうち、
特別支援教室を利用している生徒の割合

100％ 38年度 57.4％ 27年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

都立高校等の発達障害の生徒への適切な支援体制を構築する地域 全都 38年度

目標値 ≪現状≫

新規



- 22 - 

 

施策の方向性Ⅲ  変化・進展する社会に対応した特別支援教育 

＜目指す将来像＞ 

 

 

＜背景・必要性＞ 

○ 地震をはじめとする様々な自然災害へ備える防災教育や、公職選挙法の改正に伴い、責

任ある主権者としての意識を涵養
かんよう

する主権者教育についても、その重要性を踏まえた取組

の充実が必要です。 

○ また、ＩＣＴの進歩が、障害による学習上・生活上の困難を改善・克服する上で、可能

性を大きく広げたことを踏まえて、ＩＣＴ機器を活用した教育活動の充実を図っていくこ

とも求められています。 

○ 加えて、スポーツや芸術の分野において、障害のあるアスリートや芸術家が優れた才能

を発揮し、世界中から高い評価を受けていることから、その活躍への関心が高まっており、

スポーツ・芸術教育を通じて、子供たちの情操を養うことや、子供たちの才能を掘り起こ

し、将来の豊かな生活へとつなげていくことが期待されています。 

 ○ 平成 28年１月に都教育委員会が策定した「東京都オリンピック・パラリンピック教育」

実施方針では、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を、子供たちの人生に

とってまたとない重要な機会と捉え、オリンピック・パラリンピック教育を全校で展開す

ることとしています。 

○ 障害のある児童・生徒が、将来参画していく社会は、時代によって様々に変化していき

ます。これからの特別支援教育においては、こうした社会状況の変化に的確に対応できる

力を育んでいくことが不可欠です。 
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＜政策目標＞ 

 

○ 地域や関係機関と連携した避難訓練・宿泊防災訓練等の推進 

 
 
○ 障害者スポーツの全国大会において活躍できる選手の育成 

 
 
○ 障害者スポーツの振興に向けた特別支援学校の施設設備の充実 

 
 
○ アートプロジェクト展への児童・生徒の積極的な参加の促進 

 
 
○ オリンピアン・パラリンピアンと児童・生徒との交流の促進 

 
  

事　　　　　項

全都立特別支
援学校

20校

累計30,000人
（H29～H38）

1,079人
（単年度）

地域や関係機関と連携した宿泊防災訓練を実施した特別支援学校数及び
参加児童・生徒・教員数

38年度 27年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

スポーツ教育推進校に指定した特別支援学校において、障害者スポーツ
の全国大会に出場し、入賞した生徒・チーム数

35人・チーム
以上

38年度 ３人・チーム 27年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

障害者スポーツの振興に向けた施設整備を実施した特別支援学校数 50校以上 38年度 5校 28年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

750人 439人

全都立特別支
援学校

35校

目標値 ≪現状≫

アートプロジェクト展に応募する児童・生徒数及び特別支援学校数 38年度 27年度

事　　　　　項

オリンピアン・パラリンピアン等の派遣により、児童・生徒とアスリー
トの直接交流を実施した特別支援学校数

全都立特別支
援学校におい
て１回以上

38年度 累計13校 28年度

目標値 ≪現状≫
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施策の方向性Ⅳ  特別支援教育を推進する体制の整備・充実 

＜目指す将来像＞ 

 
 

＜背景・必要性＞ 
 ○ 特別支援教育の更なる充実を図る上では、それを推進するための基盤ともいえる推進体

制を充実することが不可欠です。 

○ 子供たち一人一人の障害の状態等に応じた質の高い指導・支援をするためには、教員の

専門性を更に高めていくことが必要です。 

○ また、子供たちの障害の状態や教育ニーズに即した適切な就学を、保護者の方々の理解

を得ながら進めていくためには、区市町村教育委員会等における就学相談等に係る機能を

充実させていくことも求められます。 

○ さらに、障害のある子供たちのライフステージ全体を見通して、一貫性のある支援を行

っていくためには、教育、保健、医療、福祉、労働などの関係機関が、一層連携を深めて

対応していくことが重要になってきます。 

○ これらに加えて、多くの都民が、共生社会の意義や重要性等について、理解を深めてい

くことも必要です。 

○ こうした特別支援教育を支える土台となる部分を強固なものとしなければ、障害のある

子供たちの自立と社会参加を実現することはできません。 

○ 都教育委員会は、こうした観点に立って、専門性の高い教員の養成・確保・育成や、学

校、区市町村に対する支援の充実、関係機関等との連携強化などの取組を進めていきます。 
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＜政策目標＞ 

 

○ 特別支援学校の教員の特別支援学校教諭免許状の取得促進 

 
 

○ 特別支援学級担任の特別支援学校教諭免許状の取得促進 

 

  

○ 区市町村相談担当者向け研修の充実 

 
 

○ 就学・入学決定における対応の充実 

 

 

○ 学校経営診断を通じた特別支援学校の経営力の向上 

 
 

○ 特別支援教育に対する理解の促進 

 

事　　　　　項

特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率 100％ 38年度 65.3％ 27年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

特別支援学級担任の特別支援学校教諭免許状保有率
小66％
中53％

38年度
小29.9％
中20.9％

27年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

区市町村相談担当者向け研修の受講者数
累計15,000人
(29～38年度)

38年度
890人

（単年度）
28年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

区市町村教育委員会の当初の就学先の判断と保護者の意向が異なる事例
の割合

5％以下 38年度 9.5％ 27年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

学校経営診断を受けた特別支援学校数
全都立特別支
援学校

38年度 累計42校 28年度

目標値 ≪現状≫

事　　　　　項

特別支援教育の理解促進に向けた行事への参加者数
累計35,000人
(29～38年度)

38年度
年間平均
約3,000人

25～27
年度

目標値 ≪現状≫
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第５章   東京都特別支援教育推進計画（第二期）における施策の体系 

１ 四つの施策の方向性に即した施策の体系 
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第２部 第一次実施計画（案）の骨子 
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第１章 特別支援学校における特別支援教育の充実 

Ⅰ－１ 主体的・積極的な社会参画に向けた個に応じた指導・支援の充実 

【これまでの取組】 

 ➤ 障害の種類と程度に応じて、職業的な自立を目指すための教育内容・方法を充実。知的障

害特別支援学校高等部就業技術科では、これまで 90％以上の高い企業就労を実現 

 ➤ 大学等への進学を目指す生徒のニーズに応えるため、教科指導、各種検定の受検等による

学力向上のための取組や進路指導を充実 

 ➤ 学校生活支援シート※1及び個別指導計画※2の作成と活用を促進し、就学前から学校卒業後

までの連続性ある支援を実施 

➤ 自閉症の児童・生徒の教育課程の研究・開発を行い、知的障害特別支援学校全体に成果を

普及して、質の高い教育を行うための教育環境を整備 

 ➤ 複数の障害教育部門を併置する学校の特色を活かした教育活動を研究・開発し、それぞれ

の教育部門の専門性を活かした指導を実施 

※1 学校生活支援シート 

本人や保護者の希望を踏まえて、教育・保健・医療・福祉等が連携して児童・生徒を支援していく長期計

画。本人や保護者に対する支援に関する必要な情報が記載され、乳幼児期から学校卒業後までの一貫性のあ

る支援を行っていくためのツール。文部科学省では「個別の教育支援計画」という名称であるが、都では、

児童・生徒の学校生活を支えるという視点をより明確にするため、学校生活支援シートと呼ぶ。 

※2 個別指導計画 

学校生活支援シートに示された学校での支援を具体化した指導計画。児童・生徒一人一人の障害の状態等

に応じたきめ細かな指導を行うことができるよう、より具体的に指導目標や指導内容・方法を設定し作成す

る。 

【施策の考え方】 

○ 将来の夢や希望の実現に必要な力を培うためには、一人一人の障害の状態に応じたきめ細

かな指導・支援の充実が必要 

○ 主体的・積極的に社会に参画するためには、子供たちが、自らの将来像とそこに至る道筋

を、明確に意識することが必要 

【今後の施策の展開】 

 （１）障害の種類と程度に応じた指導・支援の充実 

準ずる教育課程※3の教育内容・方法の充実、国際教育の充実 等 

 （２）自らの望む将来を実現するためのキャリア教育※4等の充実 

一貫したキャリア教育の充実、職業教育の充実 等 

 ※3 準ずる教育課程 

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由及び病弱特別支援学校において、学校教育法第 72 条に基づき、小学校、

中学校又は高校に準ずる教育を行う教育課程。「準ずる」とは、各教科等の目標・内容が、原則として小学

校、中学校又は高校と同様であることを意味する。 

 ※4 キャリア教育 

特別支援学校等におけるキャリア教育とは、児童・生徒の実態に応じて、労働や就職・就労のみにとらわ

れず、自分でできることを増やしていこうとする態度・意欲（勤労観）を育み、自らの生き方を主体的に考

え、進路を適切に選択できる能力・態度（職業観）を障害の特性や発達段階に応じて育成する教育のこと。 
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（１）障害の種類と程度に応じた指導・支援の充実 

【具体的な取組】 

 ① 準ずる教育課程の教育内容・方法の充実 

  ア 準ずる教育課程の教育内容・方法の充実 

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由及び病弱特別支援学校には、小学校、中学校及び高校

に準ずる教育を行う教育課程（以下「準ずる教育課程」という。）を履修する児童・生徒が

在籍しています。 

これらの児童・生徒の学力を向上し、一人でも多くの児童・生徒が、大学進学等の将来

希望する進路を実現できるようにするためには、特別支援学校の教員が、小学校、中学校

及び高校における教科指導と同等の指導技術や授業力を身に付け、小学部、中学部及び高

等部それぞれにおいて、教育内容・方法を充実させていくことが必要です。 

そこで、特別支援学校の教員の指導技術や授業力を向上していくことを目的として、小

学校、中学校及び高校との連携を密にして、効果的な教科指導についての情報交換・情報

共有を行うため、各特別支援学校において、地域の小学校、中学校及び高校を「地域連絡

交流校」に指定し、小学校、中学校及び高校における各教科の授業研究と各特別支援学校

の授業研究に相互に教員が参加できる機会を充実させるなどの取組を推進していきます。 

加えて、特別支援学校の準ずる教育課程の教科担当を教育研究員※5 等にするなどして、

指導を充実させるための取組の検討を行います。 

また、都教育委員会が毎年度実施する「児童・生徒の学力向上を図るための調査」や「全

国学力・学習状況調査」の結果を個別指導計画に反映させるなど、児童・生徒個々の能力

を効果的に伸長させるための指導を工夫するとともに、授業改善推進プラン※6 を作成し、

各特別支援学校の準ずる教育課程の教育内容・方法の充実を図ります。 

   ※5 教育研究員 

      都内各地区の教育研究活動の中核となる教員を養成することにより、東京都の教育の質の向上に資

するために都教育委員会が設置するもの。総会、月例会、宿泊研究会及び部会別発表会を通して、各

教科等に関する内容、指導方法等の実践的研究を１年間行う。 

    ※6 授業改善推進プラン 

            都内全ての公立小学校及び中学校において作成している授業改善を図るための計画。国や都の学力

調査の結果等を基に、児童・生徒の学力の実態を分析し、課題に応じた具体的な方策等を示している。 

イ 病院内教育における自立活動※7の在り方の研究 

入院中の児童・生徒の多くは、小学校、中学校又は高校等からの転編入学であり、入院

後に初めて自立活動の授業を受けることになります。都教育委員会は、病院内教育の教育

課程の編成方針として「前籍校へ復帰した後の自律的な健康管理に結び付く指導」を各特

別支援学校に示していますが、実際の指導は、各学校が児童・生徒の状態に応じて個別に

行っているところです。 

急性期にある児童・生徒への自立活動の授業を行う意義及び内容、在学期間の短い児童・

生徒に対する指導の計画の在り方等については、効果的な指導内容・方法を体系的に整理

することで、各特別支援学校における指導を充実していく必要があります。 

そこで、研究指定校を指定し、病種及び学部・学年別の自立活動の授業研究並びに児童・

生徒の在籍状況に対応した年間指導計画の在り方について研究を行います。 

また、有識者等による「病院内教育における自立活動の在り方検討委員会（仮称）」を設

置し、病院内教育における自立活動の在り方及び指導方法をまとめた資料を作成し、各学

校へ普及を図ります。 

   ※7 自立活動 

      個々の幼児・児童・生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克
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服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う教育活

動。健康の保持、心理的な安定、人間関係の形成、環境の把握、身体の動き、コミュニケーションの

六つの区分がある。 

 

② 特別支援学校における国際教育の充実 

  グローバル化の進展に伴い、日常生活や就労先等において外国人と接する機会が増えてい

ます。また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、今後、ますます外

国人、外国の文化及び外国の言語に接する機会は増加していくことが想定されます。 

  こうした状況の中、特別支援教育の分野においても、外国語教育や国際理解教育をこれま

で以上に充実し、多様な文化や言語への理解を深めることで、国際社会で交流・活躍できる

人材を育成・輩出していくことが求められます。 

  そこで、外国人との交流の機会や場を設定し、実体験を通して児童・生徒の国際感覚や積

極的に他国の人々とコミュニケ―ションを取ろうとする態度等を涵養
かんよう

するために、「国際教育

推進委員会（仮称）」を設置し、特別支援学校における外国語教育や国際理解教育の推進策を

検討します。 

 

③ 言語活動及び読書活動の充実 

言語は、論理や思考等の知的活動のみならず、コミュニケーションや感性・情緒を育むた

めに重要な役割を果たしていることから、学習指導要領の教育課程編成の一般方針では、言

語に関する能力の育成を重視し、各教科等において言語活動を充実することとしています。

具体的には、国語科において、「話す・聞く・書く・読む」といった基本的な国語の力の定着

や、言葉の美しさやリズムの体感、発達の段階に応じて記録、要約、説明、論述といった言

語活動を行う能力を培う必要があり、その他の教科等においても、国語科で培った能力を基

本に、言語活動を充実させることが求められています。 

また、言語に関する能力を育成するに当たっては読書活動が不可欠であり、児童・生徒が

日常的に読書に親しみ、読書をより豊かなものにするための指導や、図書室の充実等により、

学校において児童・生徒が読書をする環境を整備することが必要です。 

このことから、特別支援学校において、言語活動及び読書活動の更なる充実を図り、児童・

生徒の言語に関する能力を高めるための取組を実施します。具体的には、これまでの優れた

教育実践を基に、各教科等における言語活動や読書活動の現状と課題や図書室等の環境を調

査、分析した上で、図書室等の蔵書や効果的な活用の検討を行います。あわせて、学校図書

を充実するとともに、児童・生徒の読書活動を推進するための図書室や図書コーナーの整備・

活用方針を作成し、全ての特別支援学校における環境の整備を進めます。 

 

④ 知的障害と視覚障害や聴覚障害を併せ有する児童・生徒への指導内容・方法の充実 

【関連:Ⅰ-2-(2)-①】 

  視覚障害特別支援学校や聴覚障害特別支援学校に在籍する知的障害を併せ有する児童・生

徒は増加しており、障害が重複する児童・生徒への指導内容・方法の充実を図ることが必要

となっています。 

都教育委員会は、視覚障害教育部門と知的障害教育部門を併置する学校として、平成 22年

度に久我山青光学園を設置しました。同校では、指導内容や指導方法を両部門で共有し、併

置校としての特色を活かした教育を展開しており、両部門の専門性を活かした指導は、児童・

生徒の成長に有効であるとともに、障害のある児童・生徒同士の相互理解の促進につながっ

ています。 

そこで、知的障害と視覚障害を併せ有する児童・生徒への指導内容・方法の充実のため、

久我山青光学園における教育の実践を他の視覚障害特別支援学校及び知的障害特別支援学校
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に普及していきます。 

また、今後、立川ろう学校を、聴覚障害教育部門と知的障害教育部門を併置する立川学園

特別支援学校（仮称）に改編することから、同校を知的障害と聴覚障害を併せ有する児童・

生徒への指導内容・方法に関する研究・開発校として位置付け、その成果を他の聴覚障害特

別支援学校及び知的障害特別支援学校に普及できるようにします。 

 

⑤ 視覚障害教育と聴覚障害教育におけるＩＣＴ教育の充実【関連:Ⅲ-2-(1)-②-ア】 

都教育委員会では、視覚障害教育部門と聴覚障害教育部門におけるＩＣＴを活用した教育

内容の充実を図るため、平成 23 年度から平成 25年度まで、「視覚障害・聴覚障害の教育内容

の研究・開発事業」を実施し、研究開発委員会を設置するとともに、研究指定校においてＩ

ＣＴ機器を活用した授業研究を実施してきました。あわせて、国立大学法人筑波技術大学（以

下「筑波技術大学」という。）とＩＣＴ機器を活用した授業交流を試行実施するなど、ＩＣＴ

による教育内容の充実に努めてきました。 

今後は、ＩＣＴ機器を活用した優れた指導事例について、都教育委員会の学習コンテンツ

活用システム※8 を活用して共有することなどにより、各学校において効果的な指導を行うこ

とができるよう進めていきます。 

  ※8 学習コンテンツ活用システム 

     都立学校の教員等が作成した学習コンテンツやそれを用いた学習指導案を、教科別等に整理・格納し、

全ての都立学校で活用できるシステム 

 

⑥ 知的障害教育における教育課程の充実 

平成 24 年度から平成 28年度まで、知的障害の児童・生徒の教科指導の充実事業を実施し、

「知的障害者である児童・生徒を教育する特別支援学校の各教科の内容例」を作成するとと

もに、知的障害の児童・生徒の教育課程編成の指針を示すことで、教育課程編成の流れ及び

教科指導の在り方を明示するなどの成果を上げました。 

引き続き、各特別支援学校は、都教育委員会が作成した指導資料等を基に、児童・生徒の

実態や課題に応じて教育課程の改善・充実に努めていきます。あわせて、都教育委員会にお

いて、毎年度、教育課程の編成方針について見直しを行い、教育課程に関する説明会等で各

特別支援学校に示すなどして、各学校の指導・支援に努めることで、教育課程の充実を図っ

ていきます。 

 

⑦ 知的障害特別支援学校における自閉症教育の充実 

都教育委員会は、これまで、東京都特別支援教育推進計画に基づいて、自閉症の児童・生

徒にとって教育効果の高い学習環境（校内環境）の整備の在り方の研究・開発を進めてきま

した。 

この成果として、「教室等の学習環境について、集団で学習する場所と個別に学習する場所

を分ける。」、「一日の予定を活動内容の絵カードで並べて提示する。」等の、場所や時間、活

動の内容や状況等を、自閉症の児童・生徒が視覚的に分かりやすく理解できるようにするた

めの指導の工夫である「学習環境の構造化」について、各特別支援学校に示しました。この

ことは、自閉症学級のみならず、普通学級や重度・重複学級における教育内容・方法の改善

にもつながるなど、知的障害特別支援学校に高い教育効果をもたらしました。 

今後は、教室以外の学校全体における構造化や、小学部及び中学部における実践を踏まえ

て、自閉症学級を編制しない高等部における構造化を促進するための手順の確立等について

の検討を進めていきます。 

また、知的障害特別支援学校の新築・改築に当たっては、施設内のサイン表示にピクトグ

ラムを用いたり、各階の床や壁の色分けを行ったりするなど、自閉症の児童・生徒にとって

視覚的に分かりやすくするための整備を行います。 
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⑧ 知的障害や発達に課題のある児童・生徒への指導方法の開発 

知的障害や発達に課題のある児童・生徒（以下「知的障害等の児童・生徒」という。）に対

しては、読み書きの困難さに対する指導内容・方法の開発をこれまで行ってきました。 

知的障害等の児童・生徒は、学習面の課題だけでなく、動きがぎこちなかったり、微細な

動きが苦手な様子が見られたりする場合があります。 

知的障害等の児童・生徒が、学習や運動に自信を持って取り組めるようにするためには、

協調運動、協応動作及び体幹に関して、児童・生徒の障害の実態に応じた適切な指導を行う

必要があります。 

そこで、特別支援学校小学部・中学部設置校と小学校から、それぞれ研究校を指定し、作

業療法士等の専門家の協力を得て、知的障害等の児童・生徒が日常生活や体育的活動で必要

な身体の動きを身に付けるための指導内容・方法の開発を行います。研究成果については、

指導資料としてまとめ、全特別支援学校及び小学校に普及していきます。また、各学校にお

ける指導の実践による児童・生徒の体力・運動能力向上の効果について、運動能力調査等に

より検証を行います。 

 

⑨ 肢体不自由教育におけるＩＣＴ機器の活用 

肢体不自由特別支援学校高等部 17校において、準ずる教育課程で教育を受けている生徒は、

それぞれ少人数の在籍となっており、在籍者が特に少ない学校においては、大学等への進学

を希望する生徒が共に切磋琢磨
せ っ さ た く ま

することが難しい状況にあります。 

こうした状況の中、肢体不自由特別支援学校高等部から大学への進学者数は、直近３年間

（平成 25年度～平成 27年度）で 17 人となっています。将来、大学等への進学を希望する生

徒の進学を促進するためには、生徒の学力向上や、進学のための支援を充実していくことが

求められます。 

そこで、ＩＣＴ機器を有効に活用した教科指導の充実を図ります。具体的には、ＩＣＴ機

器を活用した遠隔教育の導入により、肢体不自由特別支援学校数校をグループ化することで、

各学校の生徒が共に切磋琢磨
せ っ さ た く ま

できる環境を整備します。 

 

⑩ 病弱教育におけるＩＣＴ機器の活用【関連：Ⅲ-2-(1)-④】 

病院内訪問教育は、教員が病院を訪れて指導するという形態により、週３日・１回２時間

の指導を基本として実施しています。 

しかしながら、学習指導要領の改訂により指導時数や内容が増加している中、入院中の学

習の遅れを回避し、前籍校へ円滑に復帰するという観点からは、病院内訪問教育の更なる充

実が求められています。 

このため、ＩＣＴ機器を活用して、分教室との中継による教科指導や学校行事への参加、

映像教材の活用、通信機能等を活用した前籍校との交流活動等を展開します。また、病院内

訪問教育の指導時数をこれまで以上に充実させ、子供たちの学習を支援するための仕組みに

ついて検討していきます。 
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（２）自らの望む将来を実現するためのキャリア教育等の充実 

【具体的な取組】 

① キャリア教育の充実 

ア 視覚障害教育における一貫したキャリア教育の充実 

視覚障害特別支援学校では、児童・生徒の障害の状態に応じた各教科等の指導の充実を

図るとともに、身辺処理能力や歩行に関する指導及び視覚補助具の活用等の自立活動の充

実を図っています。 

視覚障害のある児童・生徒の自立と社会参加に向けては、一人一人の障害の状態を的確

に把握し、身辺処理能力の向上、触覚を活用した指導や歩行指導及び白杖や弱視レンズ等

の補助具の活用を図ることにより、自立活動を充実させるとともに、基礎的・基本的な学

力の定着を図る必要があります。 

こうした観点から、幼稚部から一貫した考え方の下、幼児・児童・生徒一人一人の保有

する視機能や発達段階等に応じた教材・教具の工夫・開発及び指導内容・方法の工夫・改

善を行い、 基礎的・基本的な学力の定着と伸長を図っていきます。 

また、視覚障害のある児童・生徒がＩＣＴ機器を適切に活用する能力を身に付けること

は、将来の自立と社会参加のために欠かせない要素であることから、授業等においては積

極的にＩＣＴ機器を活用していきます。その活用に当たっては、児童・生徒がＩＣＴ機器

を使いこなすことができるよう、必要に応じて音声でのやり取りや、画面を拡大表示する

などして、障害の特性に応じた配慮を行います。 

イ 聴覚障害教育における一貫したキャリア教育の充実 

職業教育に重点を置く立川ろう学校及び葛飾ろう学校では、職業に直接的に結び付く指

導の充実を図ってきましたが、事務・サービス業での就職の割合が多くを占めることや、

近年、高等部卒業後に大学に進学する生徒が増えていることから、基礎的・基本的な学力

の定着と伸長を図るための指導に力を入れる必要があります。 

そこで、幼稚部・小学部・中学部において、それぞれの段階に応じたキャリア教育を実

施し、高等部卒業後の生徒の希望の実現を図るための効果的な指導内容・方法の検討を行

うとともに、職業に関する教科・科目の在り方を整理し、教育課程の改善を図ります。ま

た、中央ろう学校では、都立高校との連携を強化するなどして、教育内容の一層の充実を

図っていきます。 

あわせて、聴覚障害特別支援学校の生徒の中には、企業就労を目指し、高等部普通科か

ら専攻科に進学する者も一定数いることから、専攻科の職業教育を充実し、職業に関する

専門的な知識・技能を身に付けられるようにすることで、生徒の職業的な自立を支援しま

す。 

また、聴覚障害のある生徒の自立と社会参加を促進するためには、積極的な挨拶や社会

のルール・マナー、ＳＮＳの適切な利用等、社会人として身に付けるべき能力を備えさせ

ることが重要であることから、小学部から一貫した生活指導の充実を図っていきます。 

ウ 知的障害教育における一貫したキャリア教育の充実 

知的障害特別支援学校におけるキャリア教育は、各教科等を合わせた指導、特別活動等

それぞれの特色を生かしながら、小学部から段階的に積み重ねていくように実践されてき

ました。 

また、高等部就業技術科・職能開発科の設置及び職業教育の充実により、高等部を卒業

した生徒の企業就労率は、年々高まってきています。 

高等部就業技術科・職能開発科では、キャリアガイダンス等において、自分の将来の進

路について考え、進路実現のために、職場における挨拶、会話、接客等の対人関係能力や

表現能力の向上を目指すとともに、自己の特性に応じた職場選択の基準となる勤労観や職
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業観を養っています。 

高等部普通科においても、生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を

主体的に改善・克服するために必要な知識や技能を身に付け、主体的に進路を選択する能

力や態度を育てていく必要があります。 

このため、小学部から高等部に向けて、自分でできることを増やしていこうとする態度・

意欲（勤労観）を育み、自らの生き方を主体的に考え、進路を適切に選択できる能力・態

度（職業観）を障害の特性や発達段階に応じて育成する教育を更に充実させるとともに、

高等部普通科においても、キャリアガイダンスを選択できるようにし、教育課程の更なる

充実を図ります。 

エ 肢体不自由教育における一貫したキャリア教育の充実 

肢体不自由特別支援学校においては、児童・生徒一人一人の状況に応じた自立と社会参

加を目指し、将来の社会的自立や職業的自立といった主体的な生活を送るために必要な力

を育ててきました。東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画では、肢体不自由特別支

援学校におけるキャリア教育・職業教育の充実事業を実施し、障害の特性や身体の状況に

応じた作業学習※9 の在り方とともに、ＩＣＴ機器等を活用した事務作業等の新たな作業種

の検討を進めてきました。これらの実践的な研究とともに、小学部段階からの系統的なキ

ャリア教育を進めることで効果的な授業展開が行われ、生徒及び保護者がより将来を意識

して、具体的な進路を考える機会につなげることができました。 

今後は、生徒の進路選択に応じて、高等部の各類型の教育課程を適切に編成するととも

に、大学進学を目指す生徒に対しては、前述したＩＣＴ機器を活用した教科学習を実施し、

学力向上を図ります。また、企業等と連携した学習、現場実習の充実及び進路先となる企

業の開拓を進めていきます。 

   ※9 作業学習 

      作業活動を中心にしながら、将来の職業生活や社会自立に必要な事柄を総合的に学び、児童・生徒

の働く意欲を培い、任された役割を遂行する態度を身に付けるために行う学習。作業学習で取り扱う

作業活動の種類は、農耕、園芸、紙工、木工、縫製、織物、食品加工、事務・サービス、清掃など様々

である。 

オ 病弱教育における一貫したキャリア教育の充実 

病弱特別支援学校では、健康状態の回復・改善と基礎的・基本的な学力の定着・伸長を

図り、病気の自己管理や健康の保持・増進等への意識を高めるため、自立活動の指導の充

実に努めてきました。 

児童・生徒が社会の一員として、望ましい勤労観・職業観を持ち、社会の中で生き生き

とした生活を送るため、病院内訪問教育において、ＩＣＴ機器を活用した分教室との中継

による指導やコミュニケーションの機会の確保により、様々なものの見方や考え方に触れ

ることで、社会とのかかわりを意識し、児童・生徒が自らの生き方を選択していくための

力を伸長していきます。 

また、知識や技能を段階的に身に付けられるよう、保護者や医療機関等とともに学校生

活支援シートを作成するなど、連携を強化しながら、児童・生徒一人一人の病状や健康状

態等に応じて、個別指導計画に基づく指導を展開していきます。 

カ 保護者向け「キャリア教育セミナー」の実施 

障害のある児童・生徒の自立と社会参加を推進するには、学校と家庭が協力してキャリ

ア教育を推進することが重要です。キャリア教育を推進していくためには、家庭の中で児

童・生徒が役割を持ち、家族の一員として自覚を深める機会を意図的に設定するなど、家

庭の協力が不可欠です。 

そこで、東京都特別支援教育推進室では、キャリア教育及び進路指導の内容に係る理解

促進を目的として、保護者等に対して年２回各３時間程度、キャリア教育理解推進セミナ

ーを実施しています。このセミナーには、例年 400 名程度の保護者等が参加しており、ア
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ンケートを実施していますが、アンケート結果をみると、小学校、中学校の通常の学級及

び知的障害特別支援学級においては、特別支援学校高等部卒業後の企業就労等に係る情報

を得る機会が限られている旨の記載が散見されます。 

今後も、特別支援学校に在籍している児童・生徒はもちろんのこと、小学校、中学校に

在籍している障害のある児童・生徒が、将来に向けた確かなビジョンを持ち、明確なキャ

リアプランニングが行えるよう、本セミナーの内容を充実していきます。 

② 職業教育の充実 

ア 視覚障害特別支援学校高等部における職業教育の充実 

あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師の活躍の場の一つとして、企業におけるヘ

ルスキーパーがあります。現状では、ヘルスキーパーの採用条件として「パソコンによる

カルテ操作ができること」が多く示されている実態に鑑み、平成 26 年度から教育現場に電

子カルテシステムを導入しました。 

一方で、視覚障害特別支援学校高等部卒業生のうち一定数は、就職を希望しながらも、

その実現に至っていない者がいることから、視覚障害特別支援学校の就労に向けた職業教

育の更なる充実が求められます。 

そこで、改めて視覚障害特別支援学校高等部の教育課程の課題を整理し、その在り方を

検討するとともに、就労に必要な資格の取得やスキルの習得を目指した教育を実施します。 

    また、ヘルスキーパーの役割等に関する企業の理解を促進するとともに、新たな職域の

開発により、就労の拡大を図ります。 

イ 聴覚障害特別支援学校高等部における職業教育の充実 

東京都特別支援教育推進計画では、民間の専門技術者を講師に招いて職業技術の習得を

図るとともに、関係機関と連携した就労支援や職場定着支援の在り方について検討を進め

ることにより、立川ろう学校及び葛飾ろう学校の高等部における職業教育の充実を図って

きました。 

生徒の進路状況を見ると、専攻科に進学する者が多いことから、高等部本科においては、

専攻科における職業教育との関連性を踏まえた形で一貫性のある指導を実施していく必要

があります。 

そこで、高等部本科及び専攻科修了者の就職状況等を分析し、高等部の職業教育の在り

方を検討します。 

ウ 知的障害特別支援学校高等部における職業教育の充実【関連：Ⅰ-2-(2)-③】 

知的障害が軽度の生徒を対象とした就業技術科では、ビルクリーニングやロジスティク

ス等の各コースにおいて、企業ＯＢ等の民間の専門技術者を講師に招き、専門的な校内実

習を実施するとともに、就業体験（インターンシップ）や現場実習を積極的に行い、十分

な企業経験を積むための教育を実施するなど、民間や関係機関と連携した就労支援や職場

定着支援の充実に努めてきました。こうした取組の成果もあり、就業技術科の卒業生は９

割を超える高い企業就労率を達成しています。 
また、知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした職能開発科においては、「知的障害特

別支援学校高等部職能開発科設置に係る検討委員会」でまとめた職能開発科の基本的枠組

及び教育課程の在り方等の基本的な考え方に基づき、産業現場等の実習の充実を図るなど

して、生徒全員の企業就労を目指した教育を実施しています。 

普通科においては、教育課程を類型化するとともに、就労支援アドバイザー等からの助

言を基に、作業学習における指導や環境整備等の改善・充実に努めるとともに、卒業生の

就労先での職務を踏まえ、指導内容や方法の充実に努めています。 
今後は、新たに設置する職能開発科を含め、就業技術科、職能開発科、普通科の３科に

よる重層的な職業教育が展開できるよう、それぞれが培ってきた職業教育のノウハウを共

有して、教育内容・方法を充実していきます。あわせて、学校間交流、授業研究等により、

教員の専門性の向上を図り、障害の状態と程度に応じたきめ細かい職業教育や就労支援を
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実施して、知的障害のある生徒が一人でも多く企業就労を実現し、職場に定着することを

目指した取組を進めていきます。 
エ 肢体不自由特別支援学校における職業教育の充実 

肢体不自由特別支援学校には、一般企業への就労を希望する生徒が在籍しており、生徒

のニーズに応じて、職業生活を送るために必要な知識や技能の習得に向けた学習機会を充

実させていく必要があります。 

こうしたことから、東京都特別支援教育推進計画に基づいて、「特別支援学校のキャリ

ア教育・職業教育の研究・充実事業」を実施し、研究指定校を指定し、都立肢体不自由特

別支援学校の職業教育の充実を図ってきました。 

具体的には、研究指定校において、作業学習の授業について、企業関係者や学識経験者

等の指導・助言を受け、生徒が一人で作業ができる工程の工夫や身体の状況に応じた作業

環境の工夫等、生徒の働く意欲を培うための具体的な授業改善方法を研究し、その成果を

報告書にまとめ、特別支援学校に配布しました。現在、全ての肢体不自由特別支援学校高

等部で、作業学習の授業を実施しています。 

また、準ずる教育課程においては、就職を目指す生徒に対応するため、平成 27年度から

職業類型を設定し、職業教育の充実を図ってきました。 

今後も生徒の就労の希望を実現していくため、これまでの研究の成果等を踏まえた授業

改善を図っていきます。 

 

③ 進学指導の充実 

ア 視覚障害特別支援学校における進学指導の充実 

これまで、高等部普通科において、学校生活支援シート及び個別指導計画に基づく大学

等への進学に向けた指導や各種検定（漢字、数学、英語等）の受検への取組を充実し、検

定合格の実績を上げてきました。今後も、放課後等を活用して検定試験に向けた指導の充

実を図るとともに、生徒の受検意欲の喚起を図ります。 

また、大学等への入学後の生活を充実するため、個別移行支援計画を活用して、大学等

における必要な支援につなげていきます。 

イ 聴覚障害特別支援学校における進学指導の充実 

    これまで、大学等への進学を目指す生徒に対して、各種検定（漢字、数学、英語等）の

受検、予備校の模擬試験の参加等、学力向上のための取組を充実させてきました。その成

果として、各学校において、実用英語技能検定や漢字検定の合格者を出すなど、学力向上

につながり、進路選択の幅を広げることができました。 

今後も、放課後等を活用して検定試験に向けた指導の充実を図るとともに、生徒の受検

意欲の喚起を図ります。 

    また、大学等への入学後の生活を充実するため、個別移行支援計画を活用して、大学等

における必要な支援につなげていきます。 

ウ 肢体不自由特別支援学校高等部の教育課程の改善・充実 

都立肢体不自由特別支援学校には、大学への進学を希望する生徒が在籍しており、生徒

のニーズに応じて、教科指導の充実や進学に向けた進路指導、大学との連携強化といった

進学支援に努めていく必要があります。 

こうしたことから、東京都特別支援教育推進計画では「肢体不自由特別支援学校高等部

の教育課程の改善・充実に関する研究・開発事業」を実施し、研究指定校４校において、

高等部の準ずる教育課程の類型化の試行・検証を実施しました。検証結果を踏まえ、平成

27年度入学生から全ての肢体不自由特別支援学校高等部において教育課程の類型化を行い、

教科指導の充実を図りました。 

今後は、各学校における教科指導の実施状況を検証の上、高等部３年間を見通して、更

なる改善・充実を図っていきます。 
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エ 病弱特別支援学校中学部及び高等部における教科指導や進路指導の充実 

都立病弱特別支援学校についても、大学への進学を希望する生徒が在籍しており、生徒

のニーズに応じて、教科指導の充実や進学に向けた進路指導、大学との連携強化といった

進学支援に努めていく必要があります。 

そこで、都立病弱特別支援学校中学部及び高等部に在籍する高校や大学等への進学希望

者に対し、教科指導や進路指導の一層の充実や、高校及び大学等との連携強化による進学

支援を進めていきます。 



 

- 40 - 

 

Ⅰ－２ 多様な教育ニーズに応える特色ある学校づくりの推進 

【これまでの取組】 

 ➤ 知的障害のある児童・生徒の増加を踏まえて、都立知的障害特別支援学校の再編整備等に

よる規模と配置の適正化を着実に推進 

 ➤ 児童・生徒の障害の重度・重複化に対応するため、複数の障害教育部門を併置する特別支

援学校を設置 

 ➤ 知的障害が軽度から中度の生徒の職業的な自立を支援するため、都立知的障害特別支援学

校高等部に就業技術科・職能開発科を設置 

（平成 28年度現在：就業技術科５校、職能開発科２校） 

 ➤ 学校介護職員を肢体不自由特別支援学校全校に導入し、教員との協働により、児童・生徒

の安全の確保と、教員が授業づくりに専念できる体制を整備 

【施策の考え方】 

○ 障害のある子供たちの能力を高めるためには、特別支援学校において指導・支援の基礎と

なる教育環境の充実が必要 

○ 障害の種類や程度が様々に異なる状況に適切に対応するためには、一人一人の教育ニーズ

に即した教育活動が必要 

【今後の施策の展開】 

 （１）特別支援学校の規模と配置の適正化 

知的障害特別支援学校の適正な規模と配置 等 

 （２）多様な教育ニーズに即した特色ある教育活動の推進 

職能開発科の設置、病弱教育部門の再編等による病院内教育の充実 等 

 （３）様々な分野の専門家を活用した指導・支援体制の充実 

専門家を活用した自立活動の充実 等 
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（１）都立特別支援学校の規模と配置の適正化 

【具体的な取組】 

   都教育委員会はこれまで、知的障害特別支援学校の在籍者数の増加や児童・生徒の障害の

重複化に適切に対応するため、東京都特別支援教育推進計画に基づいて、特別支援学校の適

正規模・適正配置を着実に推進してきました。これまでの取組により、知的障害特別支援学

校や複数の障害教育部門を有する併置校を新設するなど、教育環境の充実に努めてきました。 

一方で、知的障害特別支援学校の在籍者数の増加傾向は続いており、また、最新の将来推

計を踏まえると、今後も在籍者数が増加していくと見込まれることから、引き続き、教育環

境の充実に向けた取組を進めることが必要です。 

このため、都教育委員会では、今後も知的障害特別支援学校を中心として特別支援学校の

適正規模・適正配置の取組を推進していきます。知的障害特別支援学校については、学校の

新設や増改築工事をはじめとして、多様な方法により教育環境の充実を図っていきます。ま

た、知的障害以外の障害種別の特別支援学校については、障害の状態や教育活動の内容等が

それぞれに異なる状況を踏まえて、複数の障害教育部門を有する併置校への改編等を通じて

必要な施設を整備するとともに、実際の教室利用の状況等を見定めながら、更なる施設整備

の必要性についての検討を進めていきます。 

 

① 視覚障害特別支援学校及び聴覚障害特別支援学校の適正な規模と配置 

ア 複数の障害教育部門を併置する学校の設置 

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画では、特別支援学校に在籍する児童・生徒

の障害の重複化や都立知的障害特別支援学校の在籍者数の増加に適切に対応するため、都

立立川ろう学校を、聴覚障害教育部門と知的障害教育部門を併置する立川学園特別支援学

校（仮称）に改編することとしており、都教育委員会では、平成 27年度に同校の目指す学

校像や教育目標、教育課程等について検討する基本計画検討委員会を設置し、平成 28 年２

月に同委員会の報告書を公表しました。 

立川学園特別支援学校（仮称）では、聴覚障害と知的障害を併せ有する児童・生徒に対

する指導内容・方法に関する研究・開発校として位置付け、その成果を広く普及していき

ます。 

改編に当たっては、それぞれの障害教育部門における専門性を確保するとともに、知的

障害教育部門に係る通学区域について、必要な調整を行います。 

イ 視覚障害特別支援学校の適正な規模と配置 

都教育委員会では、東京都特別支援教育推進計画に基づいて、視覚障害教育部門と知的

障害教育部門を併置する久我山青光学園を設置し、視覚障害特別支援学校の適正な規模と

配置を進めてきました。 

都立視覚障害特別支援学校は、現在４校が配置されており、地域ごとの配置バランスや

在籍者数に関する将来の推計等を踏まえて、今後とも現在の配置規模を維持していきます。 

ウ 聴覚障害特別支援学校の適正な規模と配置 

   聴覚障害特別支援学校は、東京都特別支援教育推進計画に基づく再編整備において、現

在の４校の配置となっています。 

都教育委員会では、地域ごとの配置バランスや在籍者数に関する将来の推計等を踏まえ

て、今後とも現在の配置規模を維持するとともに、専門人材を活用した乳幼児への早期支

援を実施するなど、早期相談・支援の拠点としての機能を発揮していきます。 

なお、東京都特別支援教育推進計画に引き続き、都立大塚ろう学校の３分教室（永福・

城東・城南分教室）は、乳幼児の通学負担等を考慮し、幼稚部については入学者数にかか

わらず存続させるとともに、小学部については、集団による教育活動の確保が重要である
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ことから、新入生が２年続けて３名に満たない場合には、それ以降は募集を停止します。 

 

② 知的障害特別支援学校の適正な規模と配置 

ア 適正規模・適正配置計画 

知的障害特別支援学校の在籍者数は、これまで一貫して増加傾向にあり、また、今後の

将来推計によっても、この傾向が続くことが見込まれています。 

都教育委員会はこれまでも、特別支援学校の適正規模・適正配置の取組を着実に進め、

教育環境の充実に努めてきましたが、今なお、特別教室を転用したり、一つの教室を間仕

切りしたりして普通教室を確保している学校が残されています。 

知的障害特別支援学校の在籍者数の増加の背景には、特別支援教育に対する理解が進み、

障害特性に即した専門的な教育へのニーズが高まったことも要因の一つと考えられてお

り、児童・生徒や保護者の期待に応えるためにも、知的障害特別支援学校の教育環境の充

実は、早期に実現を図る必要があります。 

教育環境の充実に向けた普通教室の確保に当たり、学校の新設や校舎の増改築によって

対応することは、教育環境を抜本的に改善する方策として非常に有効ですが、それ以外の

方法も活用して普通教室を確保していくことが重要です。今後は、学校の新設や校舎の増

改築をはじめとして、多様な方法を用いて迅速かつ効果的に教育環境の改善を図っていき

ます。 

こうした適正規模・適正配置計画を着実に実施することにより、通常の学級において一

つの普通教室を間仕切りして使用している教室を解消します。また、特別教室等から転用

した普通教室についても解消します。 

(ア) 特別支援学校の新設 

都有地を有効に活用することにより、知的障害特別支援学校を新設し、必要な教室を

確保します。具体的には、八王子市鑓水の都有地を活用し南多摩地区特別支援学校（仮

称）を、墨田区の都有地を活用し墨田地区第二特別支援学校（仮称）を、北多摩地区の

都有地を活用し北多摩地区特別支援学校（仮称）を新設します。なお、現在の墨田特別

支援学校（小学部・中学部・高等部）の小学部及び中学部は、墨田地区第二特別支援学

校（仮称）に移転します。 

また、新宿区戸山にある都立心身障害者福祉センター跡地を活用し、肢体不自由教育

部門（高等部）を併置する戸山地区学園特別支援学校（仮称）（東京都特別支援教育推

進計画第三次実施計画で示した市ヶ谷地区特別支援学校（仮称）の設置場所を変更）を

設置します。 

(イ) 特別支援学校の増改築 

地域の実情や校舎の状況等を踏まえ、既存の特別支援学校において、校舎の増築及び

改築（一部棟の改修を含む。）により、必要な教室を確保します。 

具体的には、練馬特別支援学校等の学校において、校舎の増築を行います。 

また、校舎の改築に合わせ、必要な教室を確保していきます。 

(ウ) 既存校舎の活用  

既存校舎を活用し、知的障害特別支援学校の在籍者数の増加に適切に対応していきま

す。具体的には、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画において、八王子市台町

から八王子市東浅川町に移転改築を計画していた八王子特別支援学校について、八王子

市東浅川町に建設する特別支援学校を新設校（八王子地区第二特別支援学校（仮称））

に位置付け、八王子市台町にある現在の校舎は、引き続き八王子特別支援学校として活

用します。 

(エ) 仮設校舎の活用 

コストと効果のバランスを考慮しながら、改修のために設置が必要な仮設校舎を有効

活用し、より早期に教室確保を実現します。具体的には、墨田特別支援学校の改修のた
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めの仮設校舎を前倒しして設置することで、早期に必要な教室を確保します。 

(オ) 区市町村との連携 

区市町村と連携し、区市町村の整備する学校施設等に、新たな知的障害特別支援学校

を設置することについて検討を進めていきます。 

(カ) 第三次実施計画に基づく特別支援学校の施設整備 

このほか、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づいて、新設や増改築を

予定している特別支援学校についても、引き続き、着実に施設整備を推進していきます。 

(キ) 通学区域の調整 

知的障害特別支援学校の新設・増改築等に応じて、通学区域の調整を行い、教育環境

の改善を図ります。 

イ 教室の活用【関連：Ⅰ-3-(1)-①-ア】 

特別支援学校の新設及び増改築には長い時間を要すること及び地域的・一時的に児童・

生徒の増減等が生じた場合に対応するためには、学校の施設を柔軟に有効活用することも

重要です。 

今後の施設整備に当たっては、幼児・児童・生徒の障害等の状態、発達段階、障害特性

等に応じた多様な学習内容・形態に柔軟に対応できる可変性の高い教室の整備を進めるこ

ととしています。 

こうした可変性の高い教室等を暫定的に有効活用することで必要な教室を確保します。 

   (ア) 既存施設の有効な活用 

特別支援学校では、必要な教室を確保するために、特別教室等を普通教室に転用する

場合がありますが、同時に、学校運営上の都合により、普通教室を別の特別教室に転用

している場合があります。 

また、一学級を３人で編制する重度・重複学級について、６～８人編制用の広さの普

通教室を使用している例もあります。 

こうした教室の利用についての考え方を整理し、限られた学校施設の有効活用を図り

ます。 

(イ) 可変性の高い教室等の整備と活用 

今後の施設整備に当たっては、特別支援学校における多様な学習内容・形態に柔軟に

対応できる可変性の高い教室を確保することとしています。具体的には、可動式の間仕

切り等を活用し用途に合わせて広さを変更できる教室等を整備することで、グループ活

動の際には大きな部屋として使用し、個別指導を行う際には個室として使用するなど、

弾力的な運用を行うことが可能となります。こうした可変性の高い教室等を、将来、一

時的な学級数の変動等が生じた際に暫定的に普通教室としても利用可能な施設と位置

付け、有効な活用を図ります。 

なお、既存校舎においても、これまで可動式パーテーションの設置工事を行ってきま

したが、今後も引き続き計画的に設置を進め、施設の有効活用を進めていきます。 

 

③ 肢体不自由特別支援学校及び病弱特別支援学校の適正な規模と配置 

ア 複数の障害教育部門を併置する学校の設置 

  （ア）光明学園の開設 

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画では、病弱特別支援学校である久留米特

別支援学校の在籍者数の減少等を踏まえて、同校の教育機能を光明特別支援学校に移転

し、肢体不自由教育部門と病弱教育部門を併置する光明学園を設置することとしていま

す。 

都教育委員会では、平成 26 年度に同校の目指す学校像や教育目標、教育課程等につい

て検討する基本計画検討委員会を設置し、平成 27年３月に同委員会の報告書を公表しま

した。 
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光明学園では、本報告書に基づいて、都全体における病弱教育の機能の集約と教育内

容・方法の一層の充実を図るとともに、肢体不自由教育部門と病弱教育部門の相互の専

門性を向上させ、両部門の児童・生徒の就労や進学を支援するキャリア教育や教科指導

を展開していきます。 

また、機能移転・拡充に伴い、適切な教育環境を確保するため、老朽化した校舎を建

て替え、新たな校舎等必要な施設・設備の整備を行います。 

（イ）南花畑学園特別支援学校（仮称）の開設 

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画では、特別支援学校に在籍する児童・生

徒の障害の重複化や都立知的障害特別支援学校の在籍者数の増加に適切に対応するため、

南花畑特別支援学校と城北特別支援学校を発展的に統合し、知的障害教育部門と肢体不

自由教育部門を併置する都立南花畑学園特別支援学校（仮称）に改編することとしてい

ます。 

都教育委員会では、平成 23 年度に同校の目指す学校像や教育目標、教育課程等につい

て検討する基本計画検討委員会を設置し、平成 24年３月に同委員会の報告書を公表しま

した。 

南花畑学園特別支援学校（仮称）では、それぞれの障害教育部門における専門性を確

保するとともに、児童・生徒の障害特性に応じた適切な学習環境を確保します。 

  イ 病院内教育の充実に向けた病弱教育部門の再編 

    都の病院内教育については、病院内に設置されている分教室と、特別支援学校の教員が

病院に入院している児童・生徒を訪問して行う病院内訪問教育の二つの形態で実施してい

ます。 

病院内教育を取り巻く状況については、都内の病院には約 2,000 人程度の学齢期に近い

年齢（５歳～19 歳）の患者が入院しており、その総数は大きく変化していません。一方、

医学の進歩により入院期間が短縮化するなど、医療の状況は変化しています。 

医療の状況が変化する中、全寮制で病弱教育を担う久留米特別支援学校の在籍者数は減

少していますが、病院内教育の在籍者数は、200 名程度のほぼ横ばいで推移している状況

にあります。 

入院患者総数が大きく変化していない状況を踏まえると、病弱教育に対する潜在的なニ

ーズはこれまでと変わっていないと推察されますが、入院期間の短縮化等の医療の状況変

化に即して、児童・生徒が入院中に継続的かつ質の高い学習を行い、円滑に前籍校に戻る

ことができるよう、病院内教育を充実していくことが必要です。 

しかしながら、都の病院内教育は、これまで肢体不自由特別支援学校が担っており、病

弱教育の位置付けが不明確であることなどから専門性を有する教員を計画的に育成するこ

とが難しいといった様々な課題があります。 

このため、病弱教育部門を再編し、その充実を図っていきます。 

  （ア）病弱教育部門の設置 

現在の病院内教育は、専門性の異なる肢体不自由特別支援学校の教育の一部と位置付

けられており、病弱教育部門としての位置付けが不明確になっています。このため、専

門的な知識やノウハウを持った教員を、計画的に配置・育成することが困難となってい

ます。 

そこで、肢体不自由特別支援学校のうち、病院内分教室を有し、かつ、病院訪問教育

の実績を有する４校に、病弱教育部門を設置します。具体的には、光明学園、北特別支

援学校、墨東特別支援学校、小平特別支援学校に、病弱教育部門を設置します。正式に

病弱教育部門として位置付けることで、病弱教育の位置付けを明確にするとともに、病

弱教育を担う教員を育成するための基盤となる一定規模の職場を形成し、専門性を有す

る教員を計画的に配置・育成していきます。 
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  （イ）病院内訪問教育機能の拠点化 

病院内訪問教育については、入退院する児童・生徒の数が一定ではないため、在籍者

の規模が年度や学校によって大きく異なります。また、同一年度内でも在籍者数の変動

が大きいという特徴もあります。 

こうしたことから、特に、在籍者規模が小さい学校では、十分な教科指導の体制を構

築することが難しいといった課題があります。 

このため、一部の地域を除き病院内訪問教育の機能については、新たに病弱教育部門

を併置する４校に拠点化することで、学校ごとの在籍者規模のばらつきを抑制していき

ます。具体的には、区部南西部については光明学園、区部北部については北特別支援学

校、区部南東部については墨東特別支援学校、多摩地域北部については小平特別支援学

校の担当地域とします。 

なお、多摩地域南西部については、拠点化をすると移動時間等の関係でかえって指導

時数の充実を図り難いことから拠点化の対象とはしませんが、適切な指導体制を構築す

ることにより、指導の充実を図っていきます。 

  （ウ）病院内訪問教育における指導時数の充実【再掲:Ⅰ-1-(1)-⑩,関連:Ⅲ-2-(1)-④】 

 

④ 施設整備計画 

上記①～③に示した取組に関する施設整備計画は、次表のとおりとなっており、都教育委

員会ではこの計画に基づいて、関係諸機関と連携し、計画的に施設整備を進めていきます。 

なお、施設整備に当たっては、施設ごとに土地の利用状況や工事施工上の課題等について

詳細に検討した上で、安全かつ効果的に工事を進める必要があります。 

このため、関連諸機関との調整や課題の検討等を十分に行い、配置の適正化を踏まえた設

置場所とするとともに、最も合理的かつ効果的な施設整備の規模、整備手法及び整備スケジ

ュールとなるよう必要な見直しを行います。 
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特別支援学校の規模と配置の適正化に関する施設整備計画 

 

 

八王子地区第二特別支援学校（仮称）

平成32年度

都有地
（八王子市東浅川町）

知的障害教育部門
小学部・中学部・高等部

南多摩地区特別支援学校 （仮称）

平成36年度

都有地
（八王子市鑓水）

知的障害教育部門
高等部

墨田地区第二特別支援学校 （仮称）
調整中
（墨田区）

知的障害教育部門
小学部・中学部

北多摩地区特別支援学校 （仮称） 調整中
知的障害教育部門

小学部・中学部・高等部

練馬特別支援学校

平成36年度
練馬特別支援学校

知的障害教育部門
高等部

墨田特別支援学校※

平成33年度　仮設校舎設置

墨田特別支援学校

知的障害教育部門
小学部・中学部・高等部

（墨田地区第二特別支援学校開校後、
高等部単独校に改編）

立川学園特別支援学校 （仮称）

平成33年度
立川ろう学校

聴覚障害教育部門
幼稚部・小学部・中学部・
高等部（普通科・専攻科）

知的障害教育部門
小学部・中学部

臨海地区特別支援学校 （仮称）

平成31年度

都有地
（江東区青海）

知的障害教育部門
小学部・中学部

王子地区特別支援学校 （仮称）

平成31年度

王子特別支援学校
王子第二特別支援学校

知的障害教育部門
小学部・中学部・高等部

久留米特別支援学校 （仮称）

平成32年度
久留米特別支援学校

知的障害教育部門
高等部

戸山地区学園特別支援学校（仮称）
 (旧市ヶ谷地区特別支援学校（仮称）)

平成38年度

都有地
（新宿区戸山）

知的障害教育部門
小学部・中学部・高等部
肢体不自由教育部門

高等部

【東京都特別支援教育推進計画（第二期）第一次実施計画に基づく整備】

学校名/
開校等予定年度

設置場所
障害部門
設置学部

新
設
校

増
改
修
等

【東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画（平成22年11月策定）に基づく整備】

学校名/
開校等予定年度

設置場所
障害部門
設置学部

新
設
校
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上記のほか、区市町村と連携し、区市町村の整備する学校施設等に、新たな知的障害特別支

援学校を設置する検討を進めていく（1校程度）。また、既存の知的障害特別支援学校での増築

を検討する（1校程度）。 

 

※ 現墨田特別支援学校の小学部及び中学部を分離し、新設校（墨田地区第二特別支援学校（仮

称））を設置する。現在の校舎は学部改編及び老朽化に伴う改修を行う。 

 

 

施設整備に当たっては、施設ごとに土地の利用状況や工事施工上の課題等について詳細に検

討した上で、安全かつ効果的に工事を進める必要がある。 

このため、関連諸機関との調整や課題の検討等を十分に行い、配置の適正化を踏まえた設置

場所とするとともに、最も合理的かつ効果的な施設整備の規模、整備手法及び整備スケジュー

ルとなるよう必要な見直しを行う。 

  

光明学園

平成29年度
光明特別支援学校

肢体不自由教育部門
小学部・中学部・高等部

病弱教育部門
小学部・中学部・高等部

南花畑学園特別支援学校 （仮称）

平成32年度

南花畑特別支援学校
城北特別支援学校

知的障害教育部門
小学部・中学部

肢体不自由教育部門
小学部・中学部・高等部

小金井特別支援学校

平成30年度
小金井特別支援学校

知的障害教育部門
小学部・中学部

七生特別支援学校

平成32年度
七生特別支援学校

知的障害教育部門
小学部・中学部・高等部

水元特別支援学校

平成32年度
水元特別支援学校

知的障害教育部門
小学部・中学部

町田の丘学園

平成35年度
町田の丘学園

知的障害教育部門
小学部・中学部・高等部
肢体不自由教育部門

小学部・中学部・高等部

矢口特別支援学校

平成33年度
矢口特別支援学校

知的障害教育部門
小学部・中学部

新
設
校

学校名/
開校等予定年度

設置場所
障害部門
設置学部

増
改
築
等
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（２）多様な教育ニーズに即した特色ある教育活動の推進 

【具体的な取組】 

① 複数の障害教育部門を併置する学校の特色を生かした教育活動の研究 

【関連:Ⅰ-1-(1)-④】 

都教育委員会では、児童・生徒の障害の重複化に適切に対応するため、複数の障害教育部

門を設置する併置校を開設してきました。 

併置校において、複数の障害教育部門の専門性を生かした指導・支援を展開するため、知

的障害教育部門における作業学習の指導方法を肢体不自由教育部門で活用する、あるいは、

肢体不自由教育部門で培ってきた児童・生徒の指導上の課題把握のノウハウを知的障害教育

部門で活用するなどの取組を進め、それぞれの障害教育部門における指導・支援の充実を図

ってきました。また、こうした取組の成果を特別支援教育指導資料として取りまとめ、その

成果を広く普及しています。これにより、併置校では、それぞれの障害教育部門が保有する

専門性を効果的に組み合わせ、自立活動の指導、健康管理及び進路指導といった様々な場面

において、障害が重複する児童・生徒への指導等の充実が図られたほか、併置校以外の特別

支援学校における障害が重複する児童・生徒への指導等の専門性の向上にも寄与しています。 

今後は、知的障害と視覚障害を併せ有する児童・生徒への指導内容・方法の充実のため、

久我山青光学園における教育の実践を他の視覚障害特別支援学校及び知的障害特別支援学校

に普及していきます。 

また、立川ろう学校を、聴覚障害教育部門と知的障害教育部門を併置する立川学園特別支

援学校（仮称）に改編することから、同校を知的障害と聴覚障害を併せ有する児童・生徒へ

の指導内容・方法に関する研究・開発校として位置付け、その成果を他の聴覚障害特別支援

学校及び知的障害特別支援学校に普及できるようにします。 

さらに、肢体不自由教育部門と病弱教育部門を併置する光明学園では、病弱教育部門の教

科指導等の専門性を有効に活用し、部門を越えた合同授業等を展開することなどにより、両

部門における教科指導等の充実を図っていきます。 

 

② 視覚障害や聴覚障害のある乳幼児への早期からの適切な支援 

視覚障害や聴覚障害を有する乳幼児に対し、早期からの支援を適切に行うことは、その後

の社会性を獲得する上で大きな影響があります。 

視覚障害のある乳幼児に対しては、触察経験等を豊かにする教育的支援や、保有する視力

を最大限に活用する能力を育てる支援等が有効であり、また、聴覚障害を有する乳幼児に対

しては、多様なコミュニケーション手段の修得に関する教育的支援や、保有する聴力を最大

限に活用する能力を育てる支援が有効であるとされています。 

このため、幼稚部を設置する視覚障害及び聴覚障害特別支援学校において、乳幼児教育相

談や専門家・機関と連携した支援を実施するなど、早期からの支援を実施してきました。ま

た、地域の小学校、中学校と連携し、視覚障害や聴覚障害のある児童・生徒に対する就学支

援や就学後の支援も実施しています。 

今後も、引き続き、幼稚部を設置する視覚障害及び聴覚障害特別支援学校において、早期

教育の拠点としての機能を発揮し、視覚障害や聴覚障害のある子供たちに対する支援を行っ

ていきます。 

 

③ 職能開発科の設置【関連：Ⅰ-1-(2)-②-ウ】 

都教育委員会では、知的障害が軽度の生徒を対象とした就業技術科や、知的障害が軽度か

ら中度の生徒を対象とした職能開発科を設置し、生徒の企業就労を促進してきました。 

就業技術科については、特別支援学校５校に設置し、全都的な体制を整備しましたが、職
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能開発科については、現在は２校の設置にとどまっており、全都的な視点から、地域ごとの

配置バランス等を勘案した上で、引き続き、設置校を増加させていく必要があります。 

このため、都内を城北ブロック、城東ブロック、城南ブロック、多摩北部ブロック、多摩

南部ブロックに分け、それぞれの地域で職業教育が受けられるよう、全ブロックに職能開発

科を設置します。具体的には、都内６校に新たに職能開発科を設置し、就業技術科と職能開

発科を都内に計 13校設置することで、知的障害のある生徒の企業就労を更に促進していきま

す。 

なお、職能開発科の設置に当たっては、関連諸機関との調整や課題の検討を十分に行い、

最も合理的かつ効果的な設置規模や環境整備となるよう、適宜、必要な見直しを図ります。 

 

＜職能開発科の設置校と設置年度＞ 

・江東特別支援学校（平成 30年度） 

・久留米特別支援学校（仮称）（平成 33年度） 

・青鳥特別支援学校（平成 35年度） 

・練馬特別支援学校（平成 36年度） 

・南多摩地区特別支援学校（仮称）（平成 36年度） 

・北多摩地区特別支援学校（仮称）（設置年度調整中） 

 

 ④ 病弱教育部門の再編等による病院内教育の充実 

  ア 病弱教育部門の再編【再掲：Ⅰ-2-(1)-③-イ】 

イ 編入学の在り方検討 

現在の病院内教育は、病院に入院後、特別支援学校に学籍を異動した児童・生徒を対象

として実施しています。 

一方で、特に高校生については、学籍を異動してしまうと、元の学校に戻れなくなる場

合や、特別支援学校における指導が単位として認められない場合があることなどから、編

入学に対する抵抗感があり、結果として病院内における教育を受けることが難しい状況と

なっている生徒もいます。 

都教育委員会では、都立高校と特別支援学校との間で円滑に復学できるための仕組みを

整えて対応していますが、国私立高校や他道府県の公立高校に在籍する生徒については、

こうした仕組みがありません。 

都内には高度な医療を提供する病院が多くあり、こうした医療機関で治療を受けている

生徒も一定数いることが見込まれることから、こうした生徒に対する教育機会を保障する

ことが必要です。 

このため、病院内教育における編入学の在り方について、今後、検討組織を立ち上げて、

在籍者数に基づく教員の確保や、病院内教育を実施した際の指導と評価の方法、生徒が在

籍している学校における単位の認定等、様々な課題について、多面的に検討していきます。 
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（３）様々な分野の専門家を活用した指導・支援体制の充実 

【具体的な取組】 

 ① 障害のある乳幼児への早期からの適切な支援【再掲:Ⅰ-2-(2)-②】 

 

 ② 専門家を活用した自立活動の充実 

特別支援学校の教育課程には、障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的と

した指導領域である「自立活動」が位置付けられています。 

自立活動では、個々の生徒の障害の状態や発達段階等に応じた指導を実施することが重要

であり、その際に、医師をはじめとした専門家の知見を活用することが有効です。 

このため、都教育委員会では、特別支援学校において、それぞれの障害特性を踏まえた指

導・支援の充実を図る観点から、理学療法士等の専門家の活用を進めており、今後も、専門

的な知見に基づいて、児童・生徒の障害の程度や状態に適切に対応した指導を実施できるよ

う、専門家を積極的に活用していきます。 

 

 ③ 教員と学校介護職員の協働による指導体制の確立 

都立肢体不自由特別支援学校では、児童・生徒の障害の重度・重複化に適切に対応する観

点から、児童・生徒の安全を確保しつつ、教員が授業づくりに専念できる体制を整備するた

め、介護の専門家として学校介護職員を導入しています。 

平成 28 年度に、全ての肢体不自由特別支援学校へ学校介護職員の導入を完了したところで

す。導入した学校からは、教員が学習指導に集中して取り組めるようになり教育環境が改善

された、休憩時間や給食後にも児童・生徒に必要な支援が行き渡るようになったなどの声が

上がっており、学校介護職員は、個に応じた指導・支援の充実に寄与しています。平成 29年

度に開校予定である水元小合学園の肢体不自由教育部門にも、学校介護職員を導入していき

ます。 

今後も、教員と学校介護職員と協働した指導体制を構築し、肢体不自由特別支援学校にお

ける教育内容・方法の充実を図っていきます。 

 

 ④ 将来の自立と社会参加を見据えた専門性の高い指導の実施 

都立知的障害特別支援学校では、自立活動等の指導を充実し、児童・生徒の社会的自立に

向けた取組を推進するため、専門家を導入し、教員と連携した指導体制を構築しています。 

具体的には、心理的ケアの充実や、コミュニケーション能力の向上、作業学習の充実等、

社会的自立に向けた指導の質を向上するため、発達段階に応じて心理の専門家、言語聴覚士、

作業療法士等の専門家からの指導・助言を、教員が受けられる体制を整えています。それぞ

れの専門領域に基づいた指導・助言を活用することで、効果的な指導へとつなげています。 

今後も、児童・生徒の将来の自立と社会参加を見据えて、専門家を積極的に活用し、知的

障害特別支援学校における指導の充実を図っていきます。 

 

 ⑤ 様々な分野の専門家との効果的な連携を図るための端末の配備 

専門家の導入は、一人一人の障害の状態等に即した指導・支援を充実するために行ってお

り、この仕組みを有効に機能させるためには、教員や専門家等が必要な情報を相互に共有し

ながら、「チーム」として児童・生徒に対して一体となって指導・支援を展開していく必要が

あります。 

都教育委員会では、専門家が使用するための端末を特別支援学校に配備し、学校内のネッ

トワークに接続することにより、教員と専門家との間の情報共有等を効率的かつ安全に行う

体制を整えています。 
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こうした取組により、チーム・アプローチによる児童・生徒への多角的な支援体制を構築

していきます。 
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Ⅰ－３ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実 

【これまでの取組】 

 ➤ 児童・生徒の障害の状況に適切に対応した教育環境の整備や地域社会における防災拠点と

しての役割を果たすため、特別支援学校の耐震化並びに特別教室及び体育館の冷房化を計画

的に実施 

 ➤ 都立肢体不自由特別支援学校におけるスクールバスの増車等により、児童・生徒の平均乗

車時間を 60 分以内に短縮 

 ➤ 都立肢体不自由特別支援学校に在籍する常時医療的ケア※10を必要とする児童・生徒に対し

て、安全かつ適切な教育環境を提供するため、非常勤看護師の配置や研修の実施等により、

医療的ケアの実施体制を強化 

 ➤ 副籍制度の導入及び充実により、特別支援学校に通学する児童・生徒の地域とのつながり

を維持・継続 

※10 医療的ケア 

たんの吸引、経管栄養、導尿等、日常的に行う医療行為のこと。 

【施策の考え方】 

○ 防災やスポーツ等、特別支援学校が担っている多面的な役割を果たすためには、適切な環

境整備が必要 

○ 障害のある子供たちが、安心して安全な学校生活を送るためには、様々な教育条件の充実

が必要 

【今後の施策の展開】 

 （１）都立特別支援学校の施設設備の充実 

新たな施設整備標準による施設整備、特別教室及び体育館の冷房化 等 

 （２）特別支援教育を推進する教育諸条件の整備 

医療的ケアを必要とする児童・生徒への支援の充実 等 
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（１）都立特別支援学校の施設設備の充実 

【具体的な取組】 

 ① 新たな施設整備標準による施設整備 

特別支援学校は、障害のある幼児・児童・生徒の教育の場としての機能のほか、地域にお

ける活動の拠点、災害発生時の避難所等の様々な機能を果たすことが求められています。 

都教育委員会では、特別支援教育を進める上で必要な施設機能を確保するために、計画及

び設計において、特別支援学校の施設整備として必要な事項の標準を示し、建設工事計画の

目安とするため、「特別支援学校施設整備標準」を定めて、施設設備の充実に努めてきました。

また、災害発生時における児童・生徒の安全確保等を図るため、体育館等の非構造部材の耐

震化を計画的に進めています。 

一方、就業技術科や職能開発科の設置等、特別支援学校における教育内容は多様化してお

り、こうした内容に柔軟に対応できる施設整備が求められています。また、国において、災

害発生時を見据えて特別支援学校の整備指針が改正されたほか、近年は、ＣＯ₂排出量の削減

等の環境負荷を低減するための取組が、施設整備においても求められています。 

このため、平成 28年度中に改正する新たな施設整備標準に基づく施設整備を進めることで、

こうした状況変化に適切に対応していきます。具体的には、多様な学習内容に柔軟に対応可

能な可変性の高い教室の整備や、防災機能の強化、再生可能エネルギーの活用等の環境負荷

を抑制するための施設設備の整備等、施設設備の充実に必要な内容を盛り込んでいきます。 

ア 可変性の高い教室【関連：Ⅰ-2-(1)-②-イ】 

特別支援学校の施設整備の参考となる「特別支援学校施設整備指針（文部科学省）」では、

特別支援教育制度への転換の取組や、特別支援学校の学習指導要領の改訂への対応、社会

環境の変化への対応を踏まえ、多様な学習・生活集団の編成に対応できる空間や、落ち着

きを取り戻すための小空間等、一人一人の教育的ニーズへの対応に関する記述を充実させ

ています。 

特に、一斉指導による学習以外にティームティーチング※11による学習、個別学習、少人

数による学習、グループ学習、複数学年による学習等の学習空間を計画すること、さらに、

幼児・児童・生徒数の将来動向を十分に考慮しつつ、柔軟性を持たせた施設計画とするこ

とが重要とされています。 

このため、今後の施設整備に当たっては、可動式間仕切り等により幼児・児童・生徒の

障害等の状態、発達段階、障害特性等に応じた多様な学習内容・形態に柔軟に対応できる

可変性の高い教室の整備を進めていきます。 

   ※11 ティームティーチング 

きめ細かな指導を目的にしたもので、同一の学習集団内において、複数の教員が役割を分担し、そ

れぞれの役割を明確にし、協力して指導する指導形態 

イ 防災機能の強化 

特別支援学校は、災害時には幼児・児童・生徒の安全を確保するとともに、帰宅困難者

の災害時帰宅支援ステーション及び福祉避難所として機能するよう耐震性能及び防災機能

の強化を図る必要があります。 

このため、これまでも取り組んできた体育館等の非構造部材の耐震化を図り、福祉避難

所や帰宅支援ステーションとなる場合に備えて、マンホールトイレや非常用発電機・非常

用通信設備を整備していきます。 

ウ 再生可能エネルギーの活用 

学校施設の電力使用量とＣＯ₂排出量の削減のため、「省エネ・再エネ東京仕様※12」を適

用するとともに、最新の設備機器の導入を進めていきます。 
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※12 省エネ・再エネ東京仕様 

「2020 年までに東京のエネルギー消費量を 2000 年比で 20％削減する」という目標の達成に向けた

率先的取組として、都有建築物の改築等において、建築物の熱負荷の低減、最新の省エネ設備、多様

な再エネ設備の導入等により、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的として都が適用している

仕様 

 

② 障害者スポーツの振興に向けた施設設備の充実【関連:Ⅲ-3-(1)-⑤】 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機として、障害者スポー

ツに対する関心が高まっています。障害者や障害者スポーツ団体が、身近な地域でスポーツ

を楽しむためには、地域で障害者スポーツ活動を行うための環境を充実させていく必要があ

り、特別支援学校が、こうした役割を担っていくことが期待されています。 

そこで、都教育委員会では、オリンピック・パラリンピック準備局と連携して、障害者等

へ身近な地域でスポーツに親しめる場を提供するとともに、障害や障害者スポーツへの理解

促進と普及を図るため、障害者スポーツの拠点の一つとして、特別支援学校の体育施設等（体

育館、グラウンド等）の環境整備を推進しています。平成 28 年度においては、５校（墨東特

別支援学校、大塚ろう学校、大泉特別支援学校、府中けやきの森学園、村山特別支援学校）

の体育施設等が活用されています。 

今後、より多くの障害者や障害者スポーツ団体が地域において障害者スポーツを楽しめる

よう、特別支援学校の環境整備を推進していきます。 

 

③ 特別教室及び体育館の冷房化 

都教育委員会では、児童・生徒の障害の重度・重複化等の状況に適切に対応した教育環境

を整えるため、特別支援学校の特別教室や体育館の冷房化を進めてきました。幼児・児童・

生徒の健康への影響を回避し、学習しやすい教育環境を整えるためには、こうした取組を継

続していくことが必要です。 

また、障害者スポーツへの関心が高まる中においては、地域の方をはじめ体育施設を利用

する方々の利用しやすい環境としていくことも求められています。 

このため、特別教室や体育館の冷房化を、計画的に進めていきます。具体的には、引き続

き、平成 30 年度までに冷房化を進めていきます。特別教室については、体育館の冷房化と合

わせて工事を進めていきます。 

また、新築や改築等の工事を予定している特別支援学校については、工事の際に、特別教

室や体育館の空調設備を整備していきます。 

 

④ 老朽校舎の改築・大規模改修 

児童・生徒の安全・安心を確保し、良好な教育環境を維持するために、必要な施設・設備

の整備や校舎棟の維持更新を計画的に進める必要があります。 

このため、建築年数や劣化状況及び特別支援学校における施設上の課題等を考慮した計画

的な維持更新を実施するとともに、多様な児童・生徒に対する様々な教育の実施に向け、学

校の特色や機能を十分に発揮できる施設整備に取り組みます。 
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（２）特別支援教育を推進する教育諸条件の整備 

【具体的な取組】 

 ① 児童・生徒の通学環境の改善（スクールバスの充実） 

都教育委員会では、これまで特別支援学校の適正配置やスクールバスの充実等により、ス

クールバスの乗車時間の短縮に努めてきました。肢体不自由特別支援学校のスクールバスの

平均乗車時間は、平成 27 年度には 60 分にまで短縮されており、東京都特別支援教育推進計

画に掲げた目標は達成しています。 

しかし、各コース別の乗車時間を見ると、今なお乗車時間が 60分を超える児童・生徒が残

されています。肢体不自由の児童・生徒の中には、体温調節が困難な者もおり、長時間の乗

車は可能な限り避けることが望ましいことから、児童・生徒の通学負担の軽減に向けて、更

なる取組を推進することが必要です。 

そこで、肢体不自由特別支援学校のスクールバスについて、更なる乗車時間の短縮を検討

します。 

 

② 医療的ケアを必要とする児童・生徒への支援の充実 

 ア 全ての特別支援学校における医療的ケアの提供体制の構築 

医療技術の進歩や在宅医療の普及を背景に、医療的ケアを必要とする児童・生徒は増加傾

向にあります。 

これまで都教育委員会では、都立肢体不自由特別支援学校に在籍する常時医療的ケアを必

要とする児童・生徒を対象に、医療的ケア整備事業を実施しており、安全な教育環境の確保

に努めてきました。 

一方で、近年、肢体不自由以外の特別支援学校においても、医療的ケアを必要とする児童・

生徒が在籍する状況になっています。こうした学校においては、現在、医療的ケアの実施体

制が整備されておらず、安全な教育環境を適切に提供していくことが求められています。 

このため、肢体不自由以外の特別支援学校においても、医療的ケアを実施できる体制の在

り方について検討していきます。 

 イ 医療的ケア運営協議会の運営・活用等による医療的ケア整備事業の充実 

都教育委員会では、学識経験者や保護者、指導医※13 等で構成する「医療的ケア運営協議

会」を設置し、各学校における医療的ケアの実施状況や現状把握等に努めてきました。 

医療技術の進歩等に伴って、医療的ケアを必要とする児童・生徒の置かれている状況も変

わってきていることから、医療的ケアに関する様々な課題について継続的に検討し、その充

実を図るため、引き続き「医療的ケア運営協議会」を活用していきます。 

また、医療的ケアを必要とする児童・生徒の健康・安全管理に携わる教員を対象とした研

修については、喀痰吸引等の研修機会をこれまで以上に充実していきます。 

※13 指導医 

肢体不自由特別支援学校における医療的ケアの実施に関して、各学校における体制整備や必要な技術

の習得等について、学校や教員に対する指導・助言を行う医師 

 

③ 副籍制度の充実による交流活動の推進【関連:Ⅱ-1-(1)-②】 

都教育委員会では、特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童・生徒の地域とのつ

ながりを維持・継続するため、平成 19年度から副籍制度を導入しています。 

副籍制度による交流活動は、子供一人一人の「心」を育てる教育の場であり、障害のある

子供たちと障害のない子供たちの相互理解や、思いやりの気持ちを育て、将来の共生社会を

実現するための取組といえます。また、障害のある子供たちにとっては、副籍制度を通じて

地域との日常的な関わりを持つことで、地域社会の一員として、将来、積極的に社会に参加
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していこうとする意識を高める機会となります。 

副籍制度の推進・充実を図るため、これまで、「副籍ガイドブック」、「副籍交流事例＆アイ

デア集」の作成や交流事例報告会を実施するとともに、平成 27 年度入学生から新たな副籍制

度を実施し、原則として、特別支援学校に在籍する全ての児童・生徒が副籍を持つこととし

ました。 

新たな副籍制度の実施に当たっては、区市町村が果たす役割が一層重要になることから、

区市町村における就学相談時に副籍制度に関する保護者の意向を聞き取り、地域指定校を決

定することとしました。 

これらの取組により、副籍制度を利用して、直接的な交流又は間接的な交流を実施した児

童・生徒の割合は、これまで 30％台後半で横ばいに推移してきましたが、平成 27年度には約

43％に上昇しました。 

今後は、児童・生徒の学年が進むにつれて副籍制度の利用割合が減少している現状がある

ことから、地域指定校となる小学校、中学校と特別支援学校の連携を更に推進・充実し、新

入生の保護者への理解促進や、地域指定校となる小学校、中学校で効果的な理解推進授業を

実施することで、通常の学級の児童・生徒及び教員の障害への理解を深めていきます。 

また、障害者スポーツ等を活用して交流活動を充実させ、その成果を学校だけでなく地域

に広く発信することで、都民全体の特別支援教育への理解促進を図り、障害のある児童・生

徒が地域における交流も行うことができる環境づくりに努めていきます。 

 

④ 寄宿舎の適正な規模と配置 

東京都特別支援教育推進計画においては、特別支援学校の適正な規模と配置の実施による

通学区域の縮小や、スクールバスの整備等による通学時間の短縮によって、通学困難を理由

とする入舎対象が著しく減少してきたことを背景として、平成 16 年度に 11 舎あった寄宿舎

を５舎に再編する計画を示しました。この計画に基づいて、寄宿舎は平成 27 年度末時点で６

舎にまで再編が進んでいます。 

平成 29 年度に、寄宿舎も含めて久留米特別支援学校の教育機能を移転して、光明学園が開

設することに伴い、寄宿舎は計画どおり５舎に再編します。 

 

⑤ 寄宿舎を活用した特別支援教育の充実 

都教育委員会では、特別支援学校に在籍する生徒が、寄宿舎設置校と非設置校の別にかか

わらず、寄宿舎施設を活用することができるよう、夏季休業日等の長期休業期間における有

効活用を進めてきました。 

それぞれの寄宿舎では、障害種別ごとに特別支援学校が連携して、企業等の協力を得なが

らセミナー等を開催しており、児童・生徒の集団生活への適応力の向上や学校を超えた交流

活動の充実につながっています。 

今後も、こうした取組を継続して実施し、寄宿舎の有効活用を図っていきます。 
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第２章 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実 

Ⅱ－１ 小学校、中学校における特別支援教育の充実 

【これまでの取組】 

 ➤ 特別支援学校のセンター的機能を活用し、特別支援学校と特別支援学級が連携して授業研

究等を行うことにより、特別支援学級の専門性向上を図るための取組を推進 

 ➤ 発達障害の児童が在籍校で特別な指導が受けられるようにするため、小学校において特別

支援教室を導入し、教員による巡回指導を実施 

（平成 28年度：602 校、平成 30 年度：全校導入予定） 

➤ 特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制の整備を図るとともに、特別支援学

級に加えて通常の学級においても学校生活支援シートと個別指導計画の作成と活用を促進 

   

【施策の考え方】 

○ 「多様な学びの場」の充実に向けて、障害のある子供たちが地域において教育を受けられ

る体制を構築するためには、小学校、中学校における指導・支援や、教育環境の充実が必要 

○ 発達障害の子供たちが、他者との関わり方や学習の仕方等将来の自立を図る上での素地を

築くためには、義務教育段階における適切な支援が必要 

【今後の施策の展開】 

（１）小学校、中学校における個に応じた指導・支援の充実と教育環境の整備 

知的障害特別支援学級の一貫した教育課程の研究 等 

（２）小学校、中学校における発達障害教育の推進 

発達障害の児童・生徒への指導内容の充実、特別支援教室の設置 等 
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（１）小学校、中学校における個に応じた指導・支援の充実と教育環境の整備 

【具体的な取組】 

 ① 高等部につなぐための小学校、中学校の知的障害特別支援学級の一貫した教育課程の研究 

   知的障害特別支援学級における教育の更なる充実を図るためには、児童・生徒の将来を見

据え、知的障害特別支援学級（小学校６年間と中学校３年間）及び知的障害特別支援学校（高

等部３年間）の計 12 年間を系統立てて、カリキュラムを構築することが重要です。 

そこで、都教育委員会では、区市町村教育委員会と連携して 12年間を見据えた教育課程編

成とカリキュラムづくりを研究・開発していきます。 

 

② 副籍制度の充実による交流活動の推進【関連:Ⅰ-3-(2)-③】 

  障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒の交流及び共同学習を計画的・組織的に推

進していくことは、障害のある児童・生徒への理解推進の先にある、共生社会の実現に向け

て大きな意義があります。こうした考えの下、平成 20年３月に告示された幼稚園教育要領及

び小学校、中学校の学習指導要領では、「交流及び共同学習の推進」が示されました。 

これを受け、都教育委員会では、副籍制度充実事業において、実践研究校３校を会場とし

て実践事例報告会を開催し、交流事例の紹介等、共同学習の取組に係る情報共有を行ってき

ました。また、平成 26年３月には副籍制度の意義や障害の特性に配慮した副籍事例を示した

指導資料「副籍制度の実施のために」及び「副籍ガイドブック」を作成し、都内公立学校に

配布するとともに、平成 27 年３月には自閉症の児童が見通しを持って参加できる直接交流の

事例や副籍交流に係る保護者座談会の事例等を示した「副籍交流事例＆アイデア集」を作成・

配布しました。 

こうした取組は共生社会を実現していくに当たり、大変有意義であることから、引き続き

効果的な交流活動の在り方について、広く都内の特別支援学校及び小学校、中学校に周知・

浸透させていきます。 

 

③ 幼稚園や小学校、中学校の教員を対象とした研修・講習の更なる充実 

  特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒への個に応じた指導を充実するためには、幼稚

園や小学校、中学校の通常の学級も含めて、教員を対象とした学校生活支援シートや個別指

導計画の作成・活用に係る研修・講習を充実していくことが重要です。 

都教育委員会では、平成 19 年度から公立学校教員を対象とした学校生活支援シートに係る

講習を実施しており、学校生活支援シートの活用や実践事例の報告など教育現場における実

践的な研修、講習を行ってきました。こうした取組により、公立小学校、中学校の受講教員

数は、年々増加しています。また、通常の学級に在籍している発達障害の児童・生徒への理

解を促進するため、公立学校の全教員向けの講習も実施しています。 

  今後も、上記の研修・講習等を継続し、幼稚園や小学校、中学校に在籍する特別な支援を

必要とする幼児・児童・生徒一人一人の障害の状態に応じた指導を推進していきます。 

 

④ 特別支援学級の専門性向上に向けた支援【関連：Ⅳ-2-(2)-①-ア】 

特別支援学級担当教員が児童・生徒一人一人の障害に応じた指導方法を十分に身に付け、

指導力の向上を図ることは、特別支援学級の指導の質を高めていくために必要です。 

学校内に特別支援教育に精通した専門性の高い教員が少ない場合であっても、各教科や領

域、各教科等を合わせた指導等において、教科や単元のねらいに沿った指導を展開していく

ことができるよう、特別支援学級担当教員の指導力を高めていく具体的な取組を講じること

が求められます。 

こうした認識の下、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画では、都立知的障害特別
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支援学校４校をモデル校として、「特別支援学級と特別支援学校の連携による専門性向上プロ

ジェクト」（以下「専門性向上プロジェクト」という。）を実施しました。専門性プロジェク

トでは、特別支援学校のセンター的機能を活用して、４校の通学区域内にある区市町教育委

員会と連携しながら、地域において特別支援教育の推進を担う特別支援学級を計画的・継続

的に支援することで、区市町教育委員会との連携強化、特別支援学級担当教員の専門性向上、

支援を行う特別支援学校の教員の専門性の向上など、様々な効果が上がりました。 

一方で、現在の各特別支援学校のセンター的機能を活用した支援は、小学校、中学校等か

らの支援要請に基づき行っており、必ずしも継続的な関わりがあるものばかりではないため、

小学校、中学校の児童・生徒の実態を十分に把握できない中で、具体的な助言が難しいとい

った課題があります。 

そこで、専門性向上プロジェクトの成果を踏まえて、特別支援学校のセンター的機能の一

層の活用により、特別支援学校教員による特別支援学級担当教員の専門性の向上に努めます。

具体的には、区市町村教育委員会が各特別支援学級の課題を十分に把握した上で、特別支援

学級の専門性向上の方針を定め、特別支援学校がその方針に沿って、計画的・継続的に授業

実践への支援を行います。こうした取組を通じ、学校間連携を強化して相互に学び合う関係

を構築することで、特別支援学級担当教員の専門性を向上するとともに、特別支援学校の教

員が特別支援学級の課題に応じた効果的な支援方法を検討することなどにより、その専門性

を更に向上していきます。また、各区市町村教育委員会との連携の下、小学校、中学校に蓄

積された特別支援教育に係るノウハウを記した手引等の作成・活用により、各区市町村内の

他の小学校、中学校にノウハウを普及させていくための仕組みづくりをしていきます。 

  

⑤ 学校生活支援シート及び個別指導計画に基づく指導と支援の充実 

学校生活支援シートは、進級や進学といったライフステージの節目をつなぎ、切れ目ない

支援を行うためのツールとして重要です。 

また、個別指導計画は、学校生活支援シートに示された学校での支援を具体化し、児童・

生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を行うためのツールとして重要です。 

学校生活支援シート及び個別指導計画が必要な児童・生徒に作成され、有効に活用される

よう、活用状況調査や書式の改善を視野に入れ、国の動向も見定めながら区市町村教育委員

会を支援していきます。 

 

⑥ 特別支援学校のセンター的機能を生かした地域支援【関連:Ⅳ-2-(2)-①-ウ】 

  ア 小学校、中学校の難聴通級指導学級との連携による聴覚障害のある児童・生徒の早期支

援 

聴覚障害のある児童・生徒に対し、多様なコミュニケーション手段の習得に関する教育

的支援や、保有する聴力を最大限に活用する能力を育てる支援、補聴器の管理指導等を適

時・適切に実施することは、その後の言語能力の伸長や社会性の獲得に大きく影響します。 

小学校、中学校に設置された難聴通級指導学級において、適時・適切な支援や指導を行

うためには、都立聴覚障害特別支援学校が有するノウハウを活用することが有効です。 

そこで、都立聴覚障害特別支援学校は小学校、中学校に設置された難聴通級指導学級と

も連携を図りながら、聴覚障害のある児童・生徒の早期支援、就学支援、就学後の支援な

どを行っていきます。 

  イ 視覚障害・聴覚障害特別支援学校への通級による指導と小学校、中学校への巡回相談 

    視覚障害のある児童・生徒に対しても、触察経験等を豊かにする教育的支援や保有する

視力を最大限に活用する能力を育てる支援等を適時・適切に実施することは、その後の成

長・発達や社会性の獲得に大きく影響します。 

そこで、平成 20 年度から、小学校、中学校の通常の学級に在籍する視覚障害又は聴覚障

害のある児童・生徒を対象として、都立視覚障害特別支援学校及び都立聴覚障害特別支援
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学校への通級による指導を開始しました。引き続き、通級による指導を継続し、適時・適

切な支援を行います。また、必要に応じて、特別支援学校のセンター的機能の活用により

小学校、中学校への巡回相談も併せて実施し、通常の学級に在籍する弱視児や難聴児への

支援を推進していきます。 

 

⑦ 区市町村における早期連携・早期支援のための体制整備の充実 

都教育委員会では、東京都特別支援教育推進計画に基づいて、発達障害をはじめとする特

別な支援を必要とする子供の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、「特別な支援を必要とする

子供に対する関係機関の早期支援の連携モデル事業」や「就学時健康診断の在り方に関する

調査研究」を実施してきました。 

こうした取組の結果、月１回関係部署間の緊密な連携が図れるようになり、円滑な就学相

談へつなげることが可能となったほか、幼稚園、保育所、小学校等の教員等を対象にした合

同研修会の実施により、教員等の専門性の向上が図られました。また、保護者が書きやすく、

担任等が読みやすい就学支援シート※1 の開発により、個別指導計画の活用や情報の引継ぎが

推進されるなど、多様な成果を上げることができました。  

そこで、今後もこの取組の周知、浸透を図り、区市町村における就学相談への支援を適切

に行っていきます。また、特別支援教育担当指導主事※2 連絡協議会や区市町村教育委員会訪

問などの機会を通じて、早期教育支援コーディネーターの配置、教育支援委員会の設置及び

教員等の合同研修の実施などの取組とその成果について紹介し、早期連携・早期支援関連事

業の拡充を図ります。 

※1 就学支援シート 

障害のある児童が豊かな学校生活を送ることができるよう、障害の様子や指導の手立て・手掛かり、就

学後も引き継いでほしい支援の内容、保護者の要望等についてまとめ、就学前機関から小学校等に引き継

いでいくもの 

※2 指導主事 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 18 条の規定に基づき教育委員会事務局におかれる職員。

学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 

 

（２）小学校、中学校における発達障害教育の推進 

【具体的な取組】 

 ① 発達障害の児童・生徒への指導内容の充実 

  ア 特別支援教室の指導内容・方法の研究・開発 

都教育委員会は、これまで、発達障害の児童・生徒のソーシャルスキルの習得に向けた

指導の研究・開発はもとより、読み書きに障害がある児童・生徒に対する指導内容・方法

の実践研究を行ってきました。その成果として、平成 26 年３月に「小・中学校の特別支援

教育の推進のために」、平成 27 年３月に「読み書きに障害のある児童・生徒の指導の充実

について」、平成 28 年３月に「読み書きに障害のある児童・生徒の指導の充実について②」

を作成し、個に応じた「読み書き」の指導ポイントをまとめ、その普及を図りました。ま

た、情緒障害等通級指導学級を利用している児童の教科の補充指導等に関する実践研究も

進めてきました。 

今後は、特別支援教室を利用する児童・生徒の自立活動や教科の補充の指導について、

更に充実を図る必要があります。 

そこで、発達障害の児童・生徒に応じた指導内容や方法について、引き続き研究を進め

ていきます。 
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  イ 自閉症・情緒障害特別支援学級※3（固定学級）の教育課程の研究・開発 

通常の学級における学習では、十分その成果を上げることが困難な児童・生徒に対して

は、自閉症・情緒障害特別支援学級において、適切な指導・支援を行うことが有効です。 

そこで、都教育委員会では、自閉症・情緒障害特別支援学級における指導内容や教育課

程の編成・実施について研究・開発を行い、その成果の普及を図ってきました。具体的に

は、都教育委員会は平成 28 年３月に発行した「自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程

の在り方について」において、自閉症・情緒障害特別支援学級では、小学校、中学校の教

育課程に準ずるとともに、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し、自立し社

会参加をする資質を養うための指導の領域である自立活動の時間を適切に教育課程に位置

付け、各教科等の指導の充実を図っていくことが重要である旨を示したところです。 

しかし、教育課程編成の考え方は示したものの、児童・生徒の学習評価や授業評価の手

法については、今後、更に検討を要します。 

そこで、自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程に係る児童・生徒の学習評価の手法

や教育活動の効果検証を行うための手法について研究・開発していきます。 

まず、小学校、中学校それぞれ２校程度を研究指定校に指定し、自閉症・情緒障害特別

支援学級の教育課程及び学習評価の在り方の研究を行います。そして、有識者等による検

討委員会を設置し、教育課程の編成や学習評価の在り方をまとめた事例集等の指導資料を

作成し、より実効性のある教育課程編成へとつなげていきます。 

  ※3 自閉症・情緒障害特別支援学級 

学校教育法の規定に基づき、通常の学級における学習では、十分その成果を上げることが困難な児 

童・生徒のために特別に編制された学級であり、自閉症児及び情緒障害児を対象とする。 

  ウ 学習の「つまずき」を把握するアセスメント※4方法の確立 

    発達障害の児童・生徒に対して、適切な指導・支援を実施するためには、児童・生徒一

人一人の学習の「つまずき」を把握することが不可欠です。 

そこで、読み書きや行動・社会性に関するアセスメント方法を開発し、アセスメントの

実施方法や分析の仕方、保護者との連携の在り方を示したアセスメントマニュアル及びＤ

ＶＤを作成・活用することにより、特別支援教室を含めた小学校、中学校における発達障

害の児童・生徒の指導・支援を充実します。 

※4 アセスメント 

標準化された発達検査等を用いて、幼児・児童・生徒の障害の状態や発達の段階、技能水準等を把 

握すること。 

  エ 通常の学級における個別指導の内容・方法に関する指導資料の作成 

都教育委員会はこれまで、情緒障害等通級指導学級や自閉症・情緒障害特別支援学級に

おける発達障害の児童・生徒に対し、読み書きに関する指導や適切な行動を促すための指

導、自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程等の研究・開発を進めてきました。 

これらの研究の成果を踏まえ、通常の学級と特別支援教室との連携を前提とした、児童・

生徒のアセスメントに基づく個別指導の内容・方法に関する指導資料を作成し、発達障害

の児童・生徒への通常の学級における指導を充実します。 

  オ 通常の学級における発達障害の児童・生徒用の「東京ベーシック・ドリル」の作成 

    発達障害の児童・生徒は、一人一人障害の状態が異なり、また、「つまずき」のポイント

も異なります。 

そこで、発達障害の児童・生徒が障害の状態や自らの学習の「つまずき」に応じて選び、

繰り返し学習することができる教材を作成します。具体的には、小学校や中学校の基礎的・

基本的な学習内容について、児童・生徒が確実に身に付けることを目的として、都教育委

員会が独自に開発した「東京ベーシック・ドリル」をベースに、発達障害の特性に応じた

支援を付加した「東京ベーシック・ドリル」を開発します。また、その具体的な活用方法

を掲載した指導事例集を作成し、発達障害の児童・生徒の学力の向上を図ります。 
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  カ ＩＣＴ機器の活用事例集の作成 

        発達障害の児童・生徒は、学習においてＩＣＴ機器を活用することにより、認知処理の

偏り等を補ったり、注意や集中を高めたりすることが可能となります。このため、大学や

研究機関が開発した発達障害の児童・生徒のためのＩＣＴ機器を活用した学習支援システ

ムについて、研究指定校において実践検証して作成する活用事例集を活用することにより、

発達障害の児童・生徒の学習における困難の改善を図ります。 

  キ ユニバーサルデザインの考え方に基づく指導と学級づくり 

ユニバーサルデザインの考え方とは、障害の有無等に関わらず多様な人々が利用しやす

い生活環境等をデザインする考え方のことです。こうした考え方の下、通常の学級におい

て、発達障害の児童・生徒を含む全ての児童・生徒にとって分かりやすい授業を実施する

ことや落ち着いて生活できる教室環境を整備することがユニバーサルデザインの考え方に

基づく指導と学級づくりです。通常の学級に在籍する発達障害の児童・生徒にとって分か

りやすい授業を実施するとともに、落ち着いて生活できる教室環境の整備や、周囲の児童・

生徒の理解を深めるなどの学級づくりを行うことで、全ての児童・生徒が安心して学ぶこ

とができます。 

そこで、都教育委員会は、ユニバーサルデザインの考え方に基づく指導及び学級づくり

を促進させます。具体的には、通常の学級に在籍する発達障害の児童・生徒を含む全ての

児童・生徒にとって、分かりやすい授業、安全で過ごしやすい教室環境の整備及び見通し

が持て、活動しやすい学級風土づくりに関する実践的な研究活動を、平成 28 年度中に取り

まとめるガイドラインにより、区市町村教育委員会を通して、小学校、中学校への普及を

図ります。 

ク ソーシャルスキルトレーニング※5の事例集の普及 

発達障害の児童・生徒は、その障害特性から対人関係やコミュニケーションに課題があ

る場合もあります。発達障害の児童・生徒のコミュニケーション能力を高めるには、ソー

シャルスキルトレーニングを通常の学級における教科指導や特別活動等で実践し、具体的

に指導することが効果的です。 

そこで、情緒障害等通級指導学級等における実践例を参考に、大学等の研究機関と連携

して、平成 28年度中に作成する通常の学級で活用できるソーシャルスキルトレーニングの

事例集により、区市町村教育委員会を通して、小学校、中学校への普及を図ります。あわ

せて、教員向けの指導資料及びＤＶＤを、学校において教員が活用し、実践することを通

して発達障害の児童・生徒の社会性の向上を図ります。 

※5 ソーシャルスキルトレーニング 

一般に、「相手を理解する」、「自分の思いや考えを適切に伝える」、「人間関係を円滑にする」、「問題 

を解決する」、「集団行動に参加する」などの社会生活上の基本的な技能を習得するため、ロールプレ 

イングなどの実際の場面を想定した練習を通して身に付けることや、ストレスへのよりよい対応の仕 

方を学ぶなどのトレーニング 

 

② 発達障害教育の環境整備と支援体制の充実 

  ア 特別支援教室の設置 

都教育委員会が実施した実態調査によると、通常の学級に在籍する発達障害と考えられ

る児童・生徒の在籍率は小学校で6.1％、中学校で 5.0％であり、そのうち、小学校で 48.9％、

中学校で28.3％の児童・生徒が通級指導学級相当の指導が必要であると推測されています。 

こうしたことから、より多くの発達障害の児童・生徒が障害の状態に応じた特別な指導・

支援を受けられる体制を整備する必要があります。 

そこで、全ての公立小学校、中学校に特別支援教室を設置し、発達障害教育を担当する

教員が各学校の特別支援教室を巡回して指導することにより、通級指導学級で行ってきた

特別な指導（個別指導と小集団を活用した指導による教科の補充と自立活動）を、児童・
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生徒が在籍校で受けられるようにします。 

これにより、これまでより多くの発達障害の児童・生徒が特別な指導を受けられるよう

になります。また、巡回指導を担当する教員（以下「巡回指導教員」という。）と在籍学級

担任との連携が密になることにより、児童・生徒一人一人が抱える学習上・行動上での困

難をより効果的に改善・克服することができ、学力や集団適応能力が伸長されます。さら

に、特別支援教室の導入により、発達障害の児童・生徒に対する周囲の理解が進むととも

に、巡回指導教員が在籍学級担任に対して助言等を行うことによって、在籍学級における

学級運営の安定化も図られます。 

（ア）小学校への導入 

平成 28 年度以降、準備の整った区市町村から小学校に特別支援教室を順次導入してお

り、平成 30 年度までに、全ての小学校での設置を実現します。都教育委員会は、特別支

援教室専門員※6の配置及び臨床発達心理士等※7の巡回を実施し、各学校の特別支援教室の

円滑な運営と指導・支援の充実を促進していきます。あわせて、特別支援教室を設置する

学校における物品購入及び簡易工事費相当の経費補助を行い、区市町村を支援します。 

※6 特別支援教室専門員 

巡回指導教員や臨床発達心理士等の巡回日の連絡・調整、児童の行動観察や指導の記録の作成など、 

巡回指導教員等と連携して特別支援教室の円滑な運営に必要な業務を行う職員 

※7 臨床発達心理士等 

児童・生徒が抱える学習上・行動上での困難について的確に把握し、巡回指導教員や在籍学級担任 

に専門的立場から助言する専門家。本事業における臨床発達心理士等は、臨床発達心理士、特別支援 

教育士及び学校心理士を指す。 

（イ）中学校への導入 

中学校に特別支援教室を導入するに当たり、教科の学習や複雑化する人間関係、将来 

の進路への不安等、中学校特有の課題について対応する必要があります。このため、中

学校における巡回指導体制や、生徒一人一人の障害特性に応じた進学指導を含めた相談

機能の在り方について検討を行うモデル事業を、平成 28 年度から実施しています。 

今後は、このモデル事業での成果と課題を踏まえ、平成 30 年度から準備の整った区市

町村において特別支援教室を導入し、平成 33 年度までに全ての中学校での設置を目指し

ます。 

（ウ）発達障害に関する専門性の向上を図る研修の実施 

特別支援教室の巡回指導教員等、発達障害教育を中心となって担う教員を対象に、発 

達障害の児童・生徒の行動特性や指導の在り方等について研修を行い、専門性の向上を

図ります。また、新たに特別支援教室の担当となる教員等に対し、異動前の講習会を実

施します。 

  イ 自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）の充実に向けた支援 

自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する児童・生徒は、近年増加傾向にあります。こ

れに伴い、区市町村では自閉症・情緒障害特別支援学級の設置数を増やしているものの、

障害の状態に応じた指導が確立されていない、対象児童・生徒の入級の判定が難しい等の

課題が挙げられています。 

このため、都教育委員会では、障害の状態に応じた特別な教育課程の編成方針や適切な

就学の徹底、学習の評価方法等の在り方を示し、固定学級における指導の充実を図ります。

また、こうした実践を踏まえた上で、運営上の課題を詳細に検証し、区市町村が必要に応

じて固定学級を設置する際には、区市町村を支援していきます。 

  ウ 支援体制の充実 

  （ア）支援員の活用と資質向上 

発達障害の児童・生徒に対する支援員による適切かつ効果的な支援の在り方や、円滑

な学級経営への関わり方等、支援員の効果的な活用について研究するとともに、区市町
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村が配置する支援員の資質向上のための研修用ＤＶＤを、全ての公立小学校、中学校で

活用し、成果を普及していきます。 

  （イ）様々な分野の専門家の活用 

児童・生徒一人一人の障害の状態に応じた指導・支援を行うため、医師、心理の専門

家及びスクールソーシャルワーカーの活用に関する研究成果について、各学校等に普及

していきます。 

  （ウ）特別支援学校のセンター的機能の活用【関連：Ⅳ-2-(2)-①】 

エリア・ネットワーク※8のセンター校※9の役割を担う特別支援学校が、エリア内の区

市町村教育委員会と一層連携し、各教育委員会が行う研修会に、その要請に応じて講師

の派遣等を行うとともに、企画段階から参画します。また、特別支援学校間の連携強化

等により、特別支援教育コーディネーターの専門性の向上を図るとともに、小学校、中

学校からの要請に応じて、特別支援学校の特別支援教育コーディネーター等が指導に立

ち会い、助言を行うことで、小学校、中学校の発達障害教育を担う教員等に対する支援

を充実します。 

※8 エリア・ネットワーク 

各区市町村を基礎的な単位として教育、保健、医療、福祉、労働等の関係機関等が相互に密接な

連携を図り、互いの機能を有効に活用するネットワーク 

※9 センター校 

エリア・ネットワークの拠点となる特別支援学校 
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Ⅱ－２ 都立高校等における特別支援教育の充実 

【これまでの取組】 

 ➤ 特別支援教育コーディネーターの指名、学校生活支援シート及び個別指導計画の作成と活

用を進めるなど、発達障害の生徒に対する指導体制を充実 

 ➤ 特別支援学校高等部との連携により、発達障害の生徒に対する進路指導を充実 

 ➤ 心理の専門家が都立高校等を巡回し、生徒一人一人の障害の状態に応じた支援方法等につ

いて、専門的な見地からの助言を実施 

 ➤ 障害者差別解消法の施行に伴い、障害のある生徒等に合理的な配慮の適切な提供を確実に

行うため、障害種別ごとの対応例を示した「障害者差別解消法ハンドブック」を作成・周知 

【施策の考え方】 

○ 都立高校にも障害のある生徒が在籍している状況に適切に対応するためには、高校におけ

る指導・支援の充実や教育環境の整備が必要 

○ 発達障害の生徒が、将来の自立と社会参加を実現するため、全ての高校で必要な指導・支

援を行う体制の構築が必要 

 

【今後の施策の展開】 

 （１）都立高校等における個に応じた指導・支援の充実と教育環境の整備 

    学校生活支援シート等に基づく指導と支援の充実 等 

 （２）都立高校等における発達障害教育の推進 

通級による指導の実施、教育課程外での特別な指導・支援 等 
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（１）都立高校等における個に応じた指導・支援の充実と教育環境の整備 

【具体的な取組】 

① 学校生活支援シート及び個別指導計画に基づく指導と支援の充実 

  都立高校等に在籍する障害のある生徒への個に応じた指導、支援を計画的かつ一体的に充

実していくためには、学校生活支援シート及び個別指導計画の作成・活用が重要です。 

しかしながら、平成 27年度時点における都立高校等の学校生活支援シート及び個別指導計

画の作成率※10はそれぞれ 37.7％・46.3％と、小学校又は中学校における作成率※11と比較す

ると、依然として低い水準にあります。 

こうした中、都教育委員会では、「都立高等学校等における個別の教育支援計画・個別指導

計画の作成・活用に関する検討委員会」を設置し、書式の改善や作成・活用の具体的事例等

について研究・開発を進めてきました。特に、学校生活支援シートについては、中学校との

連携を強化することにより、移行支援ツールとして十分に活用できるよう、具体的な事例に

基づく検証・研究を行い、その成果を指導資料等にまとめて普及を図りました。具体的には、

高校で活用しやすい、個別の教育支援計画及び都立高校の個別指導計画の新たな書式として、

学校生活支援シート及び学校生活支援カードをそれぞれ開発し、報告書「これからの個別の

教育支援計画」の中で、高校における学校生活支援シートの作成例を紹介しました。 

これらの成果を基に、障害のある児童・生徒への切れ目ない支援を確保するため、学校生

活支援シート及び個別指導計画の活用を今後、更に強化していきます。 

  ※10 都立高校等の学校生活支援シート及び個別指導計画の作成率 

      ・学校生活支援シートの作成率…学校が個別の教育支援計画の作成を必要だと把握している人数のう

ち、実際に作成している人数の割合 

・個別指導計画の作成率…学校が個別の指導計画の作成が必要だと判断している人数のうち、実際に 

計画が作成されている人数の割合 

文部科学省調査「特別支援教育体制整備状況調査結果」による。 

※11 小学校、中学校における作成率  

・小学校における個別の教育支援計画の作成率は 84.5％、個別指導計画の作成率は 98.2％ 

・中学校における個別の教育支援計画の作成率は 80.2％、個別指導計画の作成率は 92.8％ 

 

② 都立高校等に在籍する障害のある生徒への適切な支援の実施【関連：Ⅳ-2-(2)-①-エ】 

都立高校等に在籍する障害のある生徒が、障害のない生徒と同様の教育を受けられるよう

にするためには、それぞれの障害特性に応じて、必要とされる合理的配慮を適切に提供して

いくことが求められます。 

都立高校等では、入学者選抜、授業全般、定期考査、登下校及び災害時の対応などの様々

な場面で、生徒や保護者等の申出に応じた合理的配慮に基づく対応を行っています。 

今後は、こうした合理的配慮を安定的に提供できるよう適切な支援体制を構築することが

求められます。 

このため、都立高校等に在籍する障害のある生徒に、障害特性に応じた適切な支援を継続

的かつ安定的に行う支援体制について、検討を進めていきます。また、都立高校等の教職員

がその専門性を高めることができるよう、特別支援学校が行う学校介護職員向けの研修等に、

都立高校等の教職員等も参加できる仕組みを構築していきます。 

  

③ 特別支援学校のセンター的機能を発揮した障害のある生徒への指導内容・方法の充実 

【関連:Ⅳ-2-(2)-①】 

  平成 27 年度の特別支援学校のセンター的機能における都立高校等への支援状況は 63 件で

あり、全体の支援件数（7,038 件）と比較すると少ない（約 0.9％）ですが、就労や進学に向
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けた支援等について、今後、センター的機能の発揮を求められるケースが増加することが想

定されます。 

  そこで、特別支援学校高等部におけるセンター的機能の発揮の在り方について、ニーズの

把握と実施方法を含め、今後検討を進めていきます。 

  

④ 進路指導の充実 

ア 進路連絡協議会の開催 

都立高校等に在籍する障害のある生徒への進路指導を充実させていくためには、特別支

援学校高等部の進路指導に係るノウハウが参考になります。 

このため、就業技術科等の就労支援に関する取組を参考にするとともに、進路指導の在

り方に関する検討委員会を設置して、東京都学校経営支援センター（３所・３支所の計６

か所）ごとに、進路連絡協議会を開催しています。各協議会では、特別支援学校高等部と

都立高校の進路指導担当者が一堂に会し、進路指導のノウハウ等に関する情報共有を図っ

ています。 

今後もこうした取組を継続して実施することで、都立高校に在籍する障害のある生徒に

対し、適切な指導・支援を促進していきます。 

イ 東京都特別支援教育推進室による企業開拓情報等の提供（進路指導充実事業） 

これまで、インターンシップが可能な企業の開拓情報をはじめとする進路指導に係る情

報提供は、東京都特別支援教育推進室から特別支援学校へ行われ、特別支援学校のセンタ

ー的機能を通じて、都立高校等に対して個別に行われてきました。進路指導に係るノウハ

ウを効率的かつ効果的に共有していくためには、これを集約し、各学校へ還元していく仕

組みの構築が重要です。 

そこで、今後は、東京都特別支援教育推進室が集約したインターンシップ等の企業実習

情報を、都立高校等からの求めに応じ、直接提供していきます。 

 

⑤ 高等学校特別支援教育コーディネーター研修等の実施【関連:Ⅳ-1-(2)-②-イ】 

都立高校等における特別支援教育コーディネーターの指名は、平成 20 年度以降全ての学校

において行われていますが、校内事情による校務分掌の変更や人事異動があることを考慮す

ると、今後とも継続的な指名・育成が必要となります。 

そこで、都教育委員会は、特別支援教育コーディネーターに新規に指名された教員に原則

として、東京都教職員研修センターが実施する「高等学校特別支援教育コーディネーター研

修」を必ず受講させることとし、発達に課題のある生徒や保護者のニーズに応じ、関係者間

の調整を図りながら具体的な支援策を実行できる能力・技術の習得を図ってきました。 

さらに、特別支援教育コーディネーターとしての知識・技能や経験等に応じて、よりその

能力を向上させるため、「特別支援教育コーディネータースキルアップ研修」を実施していま

す。 

今後も、より実効性のある研修内容となるよう、研修テキストの更新等を行いながら、研

修を継続していきます。 

 

⑥ 島しょ地域の高校における特別支援教育の充実【関連：Ⅳ-1-(2)-④】 

島しょ地域の小学校、中学校の特別支援学級には、障害のある児童・生徒が一定数在籍し

ており、島内の都立高校に進学する生徒もいることから、島外と同様に、島しょ地域の高校

においても特別支援教育を充実させていく必要があります。 

そこで、東京都教職員研修センターが毎年度実施している「都教委訪問（島しょ教育研修）」

の際に、訪問する指導主事が特別支援教育に関する研修を行い、島しょ地域の都立高校にお

いて、特別支援教育の専門性の向上を図るための機会を確保します。本研修においては、各

都立高校における特別支援教育に関する個別のニーズに応じた指導・助言などを行い、効果
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的な支援を展開します。 

 

 

（２）都立高校等における発達障害教育の推進 

【具体的な取組】 

  平成 26年度の実態調査によると、都立高校等に通う生徒のうち、発達障害と考えられる生

徒の在籍率は 2.2％であり、その内訳は全日制課程で 1.2％、定時制課程で 11.4％となって

います。 

  一方で、高校では、障害に応じた特別の教育課程※12 の編成に関する法的根拠がないため、

中学校において情緒障害等通級指導学級や自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）で指

導を受けていた生徒に対して、障害の状態に応じた特別な指導を実施しにくい状況がありま

す。 

また、高校は、学科や教育課程が多様である上に、学校ごとに発達障害の生徒の在籍状況

が大きく異なることから、支援体制を一律に整備することは適切であるとはいえません。更

に、進学や就職を控えて授業を欠席することに不安を感じたり、友人との関係から在籍校で

特別な指導・支援を受けることに抵抗感を示したりする場合があるなど、生徒の状況も様々

です。 

  このため、それぞれの実態や必要性に応じた指導・支援を行っていくことが重要です。 

※12 特別の教育課程 

通常の教育課程に加え、又は、その一部に替えて、障害に応じた特別の指導（自立活動）が行われる 

よう特別に編成された教育課程。学校教育法施行規則第 138 条において、規定されている。 

 

 ① 発達障害の生徒への指導内容の充実 

 ア 学校設定教科・科目※13の活用 

   対人関係やコミュニケーション、情動のコントロールなどが苦手な生徒に対し、自己の

障害に関する理解や社会性を向上させるための指導等を実施することを目的とした学校設

定教科「社会人としての意識と行動（仮称）」等について、実践的な研究開発を行い、各学

校において在籍する生徒の状況に応じて活用できるようにします。具体的には、モデル校

での試行を踏まえ、発達障害と考えられる生徒が一定程度在籍する学校に対し、本教科・

科目の活用を働きかけ、支援していきます。 

※13 学校設定教科・科目 

地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課程を編成できるようにするため、

高等学校学習指導要領に掲げられている教科・科目以外に、学校が設けることができる教科・科目 

 イ ユニバーサルデザインの考え方に基づく授業の実施と行動支援 

   発達障害の生徒が持てる力を十分に発揮するためには、学校生活支援シートや個別指導

計画を適切に作成していくとともに、授業においては、発問や指示が理解しやすい、活動

の見通しが持ちやすいなど、障害特性に応じた分かりやすい授業の実施や行動支援を行っ

ていくことが必要です。 

   そこで、ユニバーサルデザインの考え方に基づく手引を活用し、分かりやすい授業展開

や適切な行動を促す行動支援など、各学校における指導・支援を充実していきます。 

 ウ 障害の状態に応じた進学・就労支援の充実 

   発達障害の生徒の将来の自立と社会参加を実現するため、大学との連携による進学支援

や企業との連携による就労支援に関する実践研究に基づき、発達障害の生徒の進学支援、

就労支援の在り方をまとめた進路指導の手引の活用により、発達障害の状態に応じた進

学・就労支援を充実します。具体的には、生徒が自己理解に基づき、自分に合った進路先
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を選択できるように支援した事例や進路先の求めに応じて支援の引継ぎを行った事例、進

路先の環境に合わせて、適切な支援方法等を提案した事例などを普及・浸透させることで、

発達障害の生徒の円滑な進学・就職へとつないでいきます。 

   あわせて、学校生活支援シートや個別指導計画に基づく支援を行っている生徒の進学・

就労に当たっては、個別移行支援計画※14を作成し、進路先へ適切につないでいきます。 

※14 個別移行支援計画 

卒業後の職業生活や地域生活への円滑な移行を見通し、在学中から関係機関等と連携して、一人一

人のニーズに応じた支援を実施するための計画 

 エ 学校・学級不適応の生徒への対応 

    発達障害の生徒は、その障害特性から授業中の離席など衝動的な行動を起こしたり、ま

た、周囲からの理解が得られず疎外感を感じやすいことから不登校や中途退学につながっ

たりするなど、様々な学校・学級不適応を起こすことがあります。 

    このため、発達障害に起因する学校・学級不適応（不登校及び中途退学を含む。）の改善

に向けた、組織的対応の在り方をまとめた教員用の手引及びＤＶＤを活用し、学校・学級

不適応の予防・改善を図るとともに、障害のない生徒に対して、発達障害の理解を促進し

ます。 

 

② 発達障害教育の環境整備と支援体制の充実 

 ア 障害の状態に応じた特別な指導 

中学校において情緒障害等通級指導学級での指導・支援を受けていた生徒等が、高校で

も引き続き特別な指導・支援を希望する場合、障害の状態に応じた指導・支援を行うこと

が必要となります。 

  （ア）通級による指導 

都教育委員会では、都立高校における通級による指導の平成 30 年度からの開始を目指

して、検討を行います。通級による指導では、障害による学習上又は生活上の困難の改

善・克服のため、生徒一人一人の状態に応じた自立活動の指導等を行います。 

具体的には、都立秋留台高校をパイロット校として検証を行います。当面の間、都立

秋留台高校の生徒を対象とした自校通級での運用を行い、パイロット校での実践を踏ま

えた上で、今後の設置の仕組みや他校通級の在り方を検討していきます。また、今後の

設置に当たっては、学校像や地域バランスを十分考慮します。 

なお、国の通級による指導の制度化の動きも踏まえていきます。 

（イ）教育課程外での特別な指導・支援 

各学校における発達障害の生徒の在籍者数等にかかわらず、生徒の状態に応じて指

導・支援を実施するため、土曜日等の教育課程外で、かつ、学校外で民間のノウハウを

活用しながらソーシャルスキルトレーニング等の特別な指導・支援を行います。 

イ 発達障害の生徒に対する就労支援体制の整備・充実 

発達障害の生徒の場合、就職しても障害特性に起因する対人関係や仕事上のトラブルか

ら離職を余儀なくされるケースが少なくありません。発達障害の生徒の職場定着を図るた

めには、生徒一人一人に応じた職種や職場との適合（マッチング）が極めて重要であり、

都立高校等は、都立知的障害特別支援学校や各種就労サポート機関との連携によって就労

支援や職場定着支援の体制整備に努めることが必要です。 

そこで、都教育委員会は、特別支援学校と連携した「都立高等学校の進路指導の充実事

業」で検討委員会を設置し、特別支援学校と都立高校等の進路指導担当者による連携強化

の在り方に関する検証を実施しました。具体的には、平成 25 年度から、東京都学校経営支

援センターごとに進路指導連絡協議会を年２回程度実施し、発達障害の生徒の就労支援な

どの充実に向けて、特別支援学校と都立高校等の連携強化を図りました。 

今後もこの取組を継続し、特別支援学校と都立高校等の連携により、発達障害の生徒が
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適職に就くための進路指導の在り方や進路開拓の在り方等についてノウハウの共有を図っ

ていきます。 

  ウ 教員に対する理解推進 

都教育委員会では、これまでも都立高校等の教員を対象に、特別支援教育全般や発達障

害の特性に関する理解を推進するために、国の委嘱によるモデル事業の成果を普及するこ

とを目的とした理解推進リーフレットの作成・配布を行うとともに、平成 23 年度からは、

都立高校の教員を対象とした高校における発達障害の生徒の支援に関する講習会を年１回

実施し、その内容を基に、高校教員向けの理解推進リーフレット（「発達障害等への理解と

支援～課題に気付き、支援につなげる～」）を作成、配布してきました。 

今後も、高校において通級による指導や教育課程外での特別な指導・支援を実施してい

くに当たり、都立高校の教員のより一層の理解推進が求められることから、講習会におい

て、講師による説明だけでなく、学校からの実践報告を充実させるなどの取組を行ってい

きます。 

 エ 支援体制の充実 

 （ア）支援員の活用 

高校に在籍する発達障害の生徒に対する適切かつ効果的な支援の在り方や、円滑な学

級経営への関わり方等、支援員の効果的な活用方法について、各学校に研究成果を普及

していきます。 

 （イ）専門家の活用 

生徒一人一人の障害に応じた指導・支援を行うため、医師、スクールソーシャルワー

カー等の様々な分野の専門家の活用について、各学校に研究成果を普及していきます。

また、様々な分野の専門家との相談を円滑に実施できるよう、教員が活用する「学習・

行動の支援に関する気付きチェックリスト」の普及を図っていきます。 

 （ウ）特別支援学校のセンター的機能の活用【関連：Ⅳ-2-(2)-①】 

高校への支援の仕組みを更に明確にするとともに、特別支援学校間の連携強化などに

より、特別支援学校の特別支援教育コーディネーターの専門性を向上し、高校に対して、

学校・学級不適応の生徒への具体的な対応方法に関する助言や生徒の進路指導に関する

具体的な助言などの支援を行っていきます。 

オ 心理の専門家による相談支援体制の整備 

都教育委員会では、都立高校等からの要請に応じて、発達障害に関する専門的な判断や

指導に関する相談・助言のできる心理の専門家を派遣しています。 

現在は、発達障害と考えられる生徒が比較的多く、巡回指導の需要が高いと推察される

都立高校等を中心に巡回していますが、心理の専門家による相談は、発達障害の生徒やそ

の保護者のみならず、学級担任や学校全体に波及する効果も高いことが報告されているこ

とから、より多くの学校で活用できるよう検討していきます。 

  カ 都立高等学校等発達障害支援研究協議会を通じた特別支援教育コーディネーターの資

質・専門性の向上 

都教育委員会では、これまで、都立高校等で指名されている特別支援教育コーディネー

ターの資質・専門性の向上を図るため、各学校の発達障害の理解に関する実践事例の報告、

特別支援学校との情報交換等を行う「都立高等学校等発達障害支援研究協議会」を東京都

学校経営支援センター（３所・３支所の計６か所）ごとに、年２回程度実施してきました。

この協議会では、特別支援学校のコーディネーターが、高校のコーディネーターに助言を

行うなどして、コーディネーター間におけるノウハウの承継が行われています。 

今後も取組を継続し、地域のコーディネーター同士のネットワークを形成していきます。 
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第３章 変化・進展する社会に対応した特別支援教育の推進 

Ⅲ－１ 変化する社会において自立して生きるための力の育成 

【これまでの取組】 

 ➤ 東日本大震災の経験を踏まえて、平成 26 年度に特別支援学校において、災害時を想定した

宿泊防災訓練※1を試行実施 

 ➤ 公職選挙法の改正による選挙権年齢の引下げに伴い、特別支援学校における主権者教育の

推進のため、児童・生徒の保護者に向けて主権者教育の概要や障害者等の投票を支援するた

めの制度等について、平成 28年２月に主権者教育に係るリーフレット※2を作成、周知 

 ➤ 地区の健全育成連絡協議会を都内６地区で定期的に開催することで、特別支援学校の生活

指導の充実を図り、児童・生徒の健全育成を推進 

※1 宿泊防災訓練 

震災等の発生に伴い、児童・生徒等が長期に渡って特別支援学校内で避難生活を送ることを余儀なくされ

る状況下でも、児童・生徒の安全を確保するための一泊二日の防災訓練 

※2 主権者教育に係るリーフレット 

「都立特別支援学校における主権者教育の推進について」（平成 28 年２月発行）。主権者教育の概要や選

挙制度、選挙運動に関するＱ＆Ａを明示した。 

【施策の考え方】 

○ 自然災害への危機意識の高まりや法改正に伴う選挙権年齢の引下げなど、将来参画する社

会の状況が様々に変化していく中で、災害等の非常事態に適切に対応する力や、主権者とし

ての責任ある態度の育成など、こうした変化に的確に対応する力を身に付けるためには、社

会の変化・進展を見据えた教育活動を推進することが必要 

【今後の施策の展開】 

 （１）児童・生徒の安全確保に向けた防災教育等の推進 

安全・防災に関する指導の充実、宿泊防災訓練の充実 等 

（２）責任ある個人として主体的に生きるための力の育成 

主権者教育の充実、健全育成の充実 
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（１）児童・生徒の安全確保に向けた防災教育等の推進 

【具体的な取組】 

 ① 安全・防災に関する指導の充実 

   日常生活に潜む事故や事件等の危険や首都直下地震をはじめとする様々な自然災害に対し

て、自ら身の安全を確保し、適切な行動が取れるよう、安全教育・防災教育を推進していく

必要があります。 

   そこで、月１回の避難訓練の実施と安全指導日の確保により、安全教育を推進します。避

難訓練は、学校危機管理マニュアル、安全教育プログラム、防災ノート「東京防災」※3 を踏

まえ、体験的・実践的な内容となるよう工夫します。また、学校が作成する緊急連絡カード

や区市町村が作成するヘルプカード※4 等を活用して、周囲の人に支援を求める能力や公共施

設等に自ら避難して自身の安全を確保する能力等の習得に関する指導を充実していきます。

さらに、保護者や地域・社会と関係機関との連携による安全教育・防災教育の充実に努めま

す。 

※3 防災ノート「東京防災」 

       首都直下地震などの災害に対する事前の備えや発災時の対処等について役立つ情報をまとめた防災指

針である防災ブック「東京防災」を有効に活用し、学校でも家庭でも児童・生徒が主体的に防災につい

て調べ、考え、家族と一緒に行動するための防災教育教材 

    ※4 ヘルプカード 

       障害児・者が日常生活で困った事例が発生した時や災害時などに、周囲に支援を求める手段として活

用するもの。区市町村ごとに様式や記載項目を定め作成する。なお、ヘルプカードには、援助や配慮を

必要としていることを周囲の人に知らせることにより、援助を得やすくするためのマークである「ヘル

プマーク」が示される。 

 

② 宿泊防災訓練の充実 

首都直下地震等、都市機能に深刻な被害をもたらす災害等が発生した場合には、特別支援

学校は、在籍幼児・児童・生徒だけでなく、幼児・児童・生徒の保護者や、地域の障害者や

高齢者等の地域住民の避難所となることが予想されます。また、電気・ガス・水道等のライ

フラインが全部又は一部停止した状況が続き、長期にわたる避難生活を余儀なくされること

も考えなければなりません。 

こうした状況下においても、幼児・児童・生徒及び保護者の安全を確保するためには、地

域住民等と連携した望ましい避難所運営を想定し、実践的な宿泊防災訓練を行うことが重要

です。 

そこで、都教育委員会では、東京消防庁、幼児・児童・生徒の家族、地域住民等と連携し、

平成 29 年度から、全特別支援学校において、宿泊防災訓練を実施していきます。 

 

③ 位置検索システム機器を活用した児童・生徒の安全確保 

  特別支援学校における知的障害のある児童・生徒の事故報告※5のうち、「行方不明」が、平

成 22 年度から平成 27 年度までの間、いずれも最多となっています。年度間比較でみると減

少傾向にあるものの、無事故に向けた取組を更に強化していく必要があります。 

そこで、都教育委員会では知的障害のある児童・生徒の安全確保のため、位置検索システ

ム機器等の活用による、学校と保護者が連携した安全確保体制の構築に取り組んでいます。

具体的には、ＧＰＳ機能を用いた位置検索システム機器を知的障害特別支援学校等に配備し、

その機器を一人通学を行う児童・生徒が携帯することで、保護者と学校が連携して児童・生

徒の位置や安全確認を行います。また、万が一、児童・生徒が行方不明になった場合は、早

期発見の手立てとして、ＧＰＳ機能を用いた位置検索システム機器の活用を行います。 
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※5 事故報告 

       特別支援学校において発生した事故に関する報告。主な事故の分類として「行方不明」、「負傷」、 

「性被害・性加害」、「暴力」がある。 

 

 

（２）責任ある個人として主体的に生きるための力の育成 

【具体的な取組】 

① 特別支援学校における主権者教育の充実 

  平成 28 年６月に施行された公職選挙法の一部を改正する法律による選挙権年齢の引下げ

に伴い、生徒自身が在学中から国家や社会の形成者であることを自覚することが求められて

います。 

そこで、在学中から国や社会の様々な問題を自分の問題として捉え、考え、判断する力を

養うため、特別支援学校における主権者教育を推進していきます。具体的には、小学部、中

学部においては「社会」（「私たちのくらしを守る日本国憲法」や「住民としての地方の政治」）

等の教科を通した学習指導や、係活動・委員会活動等の体験学習を通じて、社会の一員とし

ての自覚を涵養
かんよう

していきます。また、高等部においては、主権者教育に係るリーフレットや

新聞等の活用を推進するとともに、原則として選挙権年齢（満 18 歳）に到達する前までに「現

代社会」等の科目や、地域の選挙管理委員会の出前授業の活用、生徒会選挙の機会等を通じ

て、主権者や選挙の意義、具体的な選挙の仕組みを指導していきます。 

 

② 特別支援学校の児童・生徒の健全育成の充実【関連:Ⅲ-2-(1)-①】 

  都教育委員会ではこれまで、特別支援学校における生活指導の充実に向けて、障害のある

児童・生徒の健全育成に関わる諸課題の解決策や学校事故の防止に向けた具体的方策等を研

究・検討することを目的として、健全育成連絡協議会※6を開催してきました。 

  協議会では、学校における起こりやすい事故の例やその発生原因、効果的な防止策等につ

いて理解を深め、各学校がそのノウハウを自校に持ち帰っています。こうした取組は、各学

校の実効性のある事故防止策へとつながっており、平成 22 年度から平成 27 年度にかけて事

故の発生件数は減少傾向にあります。 

しかしながら、近年の特別支援学校における事故の傾向として、スマートフォン等のＩＣ

Ｔ機器の利用に伴うトラブルが増加しています。このため、協議会においても、都教育委員

会が作成した「ＳＮＳ東京ルール※7」を活用し、児童・生徒の健全育成に向けた指導の充実

と安全の確保についての検討を進めています。 

依然として、年間 100 件程度の事故が発生していることから、今後も健全育成に係る事故

の減少に向けた取組を促進するため、特別支援学校健全育成連絡協議会等の取組を充実する

などにより、障害のある児童・生徒の健全育成を推進していきます。 

※6 健全育成連絡協議会 

障害のある児童・生徒の健全育成を推進するために設置した協議会であり、以下から構成されている。 

・全都的な視点に立った協議、研修等を行う「都立特別支援学校健全育成連絡協議会」 

・各地区内の健全育成や学校事故の防止に関する事例研究、情報交換を行うために都内３ブロック（東

部、中部、西部）ごとに開催する「地区別健全育成連絡協議会」 

・地区別健全育成連絡協議会の協議内容を集約し、特別支援学校における健全育成に関わる諸課題の解

決策や、学校事故の防止に向けた具体的方策等を整理する「健全育成連絡協議会本委員会」 
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※7 ＳＮＳ東京ルール 

都教育委員会が平成 27 年 11 月に策定した、都内全公立学校の児童・生徒がいじめ等のトラブルや犯

罪に巻き込まれないようにするとともに、学習への悪影響を防ぐためのルール。「一日の利用時間と終了

時刻を決めて使おう。」、「必ずフィルタリングを付けて利用しよう。」など、五つのルールがあり、学校

や家庭では、ＳＮＳ東京ルールを踏まえて具体的なルールを定めることとしている。 
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Ⅲ－２ ＩＣＴ機器を活用した教育活動の展開 

【これまでの取組】 

 ➤ 特別支援学校にＩＣＴ機器を配備し、各学校が工夫を凝らして、障害種別や教育課程に応

じて、授業をはじめ教育活動の様々な場面で活用 

 ➤ 都立ろう学校では、必要な情報獲得を補完するため「見える校内放送※8」を導入 

 ➤ 病院内教育の充実を図るため、タブレット端末の配備等を行うなど、ＩＣＴ機器を活用し

た効果的な指導を実施 

※8 見える校内放送 

    耳からの情報を取得しにくい幼児・児童・生徒への情報を保障するため、通常、音声により伝えられる学

校内放送や災害情報などを動画、静止画又はテキストを放映することによって見えるようにする仕組み 

【施策の考え方】 

○ 障害のある子供たちの能力の伸長や、他者とのコミュニケーション等への活用など、ＩＣ

Ｔ機器の有する多面的な効果により、子供たちの可能性を広げていくためには、ＩＣＴ機器

を活用した指導・支援を充実するとともに、子供たちが、機器の活用方法等を正しく理解し、

十分に使いこなす力を身に付けることが必要 

【今後の施策の展開】 

 （１）ＩＣＴ機器を積極的に活用した教育の充実 

自立と社会参加を見据えた情報教育の充実、ＩＣＴ機器を活用した教育の充実 等 

 （２）ＩＣＴ機器を活用した教育を推進するための支援体制の構築 

ＩＣＴの多面的機能を生かした各学校の特色ある教育活動の充実 等 
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（１）ＩＣＴ機器を積極的に活用した教育の充実 

【具体的な取組】 

 ① 自立と社会参加を見据えた情報教育の充実【関連:Ⅲ-1-(2)-②】 

   スマートフォンや各種タブレット端末の普及を背景とした情報化社会の進展により、障害

のある児童・生徒も、日常生活や卒業後の社会生活、職業生活において、情報の収集、処理、

発信及び判断などの基礎的な情報活用能力を身に付け、個人の生活や社会生活の質を高めて

いくことが求められています。また、情報通信ネットワークが急速に普及している現代にお

いては、ＳＮＳ等を用いたインターネット上のいじめ等も社会問題化しており、基本的な情

報モラルの順守の必要性や情報の発信に対する責任等について理解し、適切に対応できる態

度を身に付けることも求められています。 

   そこで、「ＳＮＳ東京ルール」の普及等を通し、児童・生徒が情報を選択したり、活用した

りするための基礎的な能力を身に付けるとともに、情報の発信及び受信の基本的なルールを

身に付けられるよう情報教育を充実していきます。 

 

② ＩＣＴ機器を活用した教育の充実 

ア 視覚障害教育と聴覚障害教育におけるＩＣＴ教育の充実【関連:Ⅰ-1-(1)-⑤】 

都教育委員会では、視覚障害教育部門と聴覚障害教育部門におけるＩＣＴ機器を活用し

た教育内容の充実を図るため、筑波技術大学からＩＣＴ機器の活用等について、様々な機

会を設け、助言を得て、視覚障害や聴覚障害の児童・生徒の効果的な情報獲得の在り方等

の教育内容の充実に努めてきました。 

引き続き、筑波技術大学等との連携を強化し、ＩＣＴ機器を活用した実効性のある授業

を展開していきます。 

  イ 聴覚障害のある児童・生徒の教育の充実 

聴覚障害のある児童・生徒の教育は、音声、手話、文字等多様な伝達手段を効果的に活

用し、児童・生徒の理解を確認しながら進める必要があります。しかし、国語の古文・漢

文や社会の歴史的事象とその用語等、教科・科目の内容によっては音声や手話における説

明では十分な理解が得られにくい指導事項もあります。 

そこで、都教育委員会では、立川ろう学校において、民間企業が開発している、教員の

発話を音声認識して、文字化する支援機器を試行的に活用してきました。支援機器の導入

は、正確な情報を得やすくするとともに、分かりやすい授業づくりに非常に効果的です。 

今後は、民間の開発状況を見定めるとともに、他の都立聴覚障害特別支援学校へ導入し

た場合の効果について検討し、有効であれば、都立高校等にも普及していきます。 

 

 ③ 肢体不自由教育におけるＩＣＴ機器の活用【再掲:Ⅰ-1-(1)-⑨】 

 

④ 病弱教育におけるＩＣＴ機器の活用【関連:Ⅰ-1-(1)-⑩,Ⅰ-2-(1)-③-イ-(ウ)】 

ＩＣＴ機器は、多様な学習教材が活用可能であること、通信機能を利用した教育の充実が

図られること、消毒等の衛生管理に対応しやすいことなどの特性があり、病院内教育に適し

た機器といえます。 

このため、ＩＣＴ機器を活用し、病院内訪問教育を充実します。具体的には、分教室との

中継による教科指導や学校行事への参加、映像教材の活用、通信機能等を活用した前籍校と

の交流活動等を展開していきます。 

今後、必要なＩＣＴ機器を配備し、児童・生徒の学習を支援していきます。 
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 ⑤ 在宅訪問教育におけるＩＣＴ機器の活用 

在宅訪問教育における指導についても、週３日・１回２時間の指導を標準として実施して

いますが、更なる指導の充実を求める声が寄せられています。 

ＩＣＴ機器は在宅訪問教育の充実を図る上で、様々なアプリケーションを教材として活用

できるなどの点で、有効な手段となっています。 

一方で、在宅訪問教育においては、対象となる児童・生徒の障害の状態、教育課程、指導

内容等が一人一人異なっている状況にあり、こうした違いを踏まえながらＩＣＴ機器の更な

る活用の可能性について検討することが必要です。 

都教育委員会では、こうした諸課題や病院内教育におけるＩＣＴ機器の活用状況を見定め

ながら、在宅訪問教育の充実に向けた検討を進めていきます。 

 

 

（２）ＩＣＴ機器を活用した教育を推進するための支援体制の構築 

【具体的な取組】 

① ＩＣＴ機器の多面的機能を生かした各学校の特色ある教育活動の充実 

   特別支援学校では、タブレット端末等のＩＣＴ機器を教科学習や自立活動等の様々な場面

で効果的に活用しています。具体的には、弱視の児童・生徒にとって見やすい文字の大きさ

で漢字の読み書きの学習をしたり、肢体不自由の児童・生徒には、児童・生徒本人の動作を

動画で撮影、再生して、身体の動きについての理解を深めるための指導を行ったりするなど、

障害の種類と程度に応じた活用を行っています。また、ＩＣＴ機器を活用した指導により、

児童・生徒により分かりやすい指導が可能となるため、児童・生徒の主体性を高め、意欲的

に授業等を受けることにも効果を上げています。 

   今後は、個々の教員の創意工夫により実践されている効果的なＩＣＴ機器の活用事例を、

全都に普及していくことが重要です。 

   そこで、各特別支援学校におけるＩＣＴ機器の活用を促進し、教育活動の充実を図るため、

ＩＣＴ機器を用いた効果的かつ特色ある教育活動について、都教育委員会の学習コンテンツ

活用システムへの掲載を促進していきます。 

 

 ② 指導教諭※9のＩＣＴ機器を活用した指導技術の伝達によるノウハウの普及 

都教育委員会では、教員全体の指導力や専門性の向上を図るため、高い専門性と優れた指

導力を有する教員の職として、平成 25年度から指導教諭の職を設置しています。 

特別支援学校では、指導教諭を障害種別ごとに任用しており、各指導教諭は自校及び他校

に対してその指導技術を普及させ、都内公立学校全体における特別支援教育の専門性と指導

力を高めていく役割を担っています。 

特別支援学校の指導教諭の中には、ＩＣＴ機器を活用した高い指導技術を持つ者がおり、

その技術を広く普及していくことが必要です。 

そこで、指導教諭による模範授業等を通じて、他校の教員にＩＣＴ機器を活用した指導技

術を伝達し、そのノウハウを各教育現場に普及させていきます。 

     ※9 指導教諭 

     児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のため

に必要な指導及び助言を行う職（学校教育法第 37 条第 10 項） 

 

 ③ 様々な分野の専門家との効果的な連携を図るための端末の配備【再掲:Ⅰ-2-(3)-⑤】 
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④ 情報ネットワークを活用した事務処理システムの開発による校務運営合理化 

特別支援学校の児童・生徒等の学籍情報は、現在、教育庁、東京都特別支援教育推進室、

特別支援学校が個別に管理しており、就学相談・入学相談事務や特別支援教育就学奨励制度、

高等学校等就学支援金制度等の学校事務において個人情報等を取り扱う場合は、主に紙文書

による情報共有を行ってきました。 

現在、社会保障・税番号制度の本格的な実施に伴い、これらの学校事務においても、マイ

ナンバーを取り扱う必要が生じており、東京都が保有する個人情報について、なお一層の効

率的かつ安全な管理体制が求められています。 

そこで、これらの学校事務について、学籍情報の一元化を行い、高度なセキュリティの下

で、個人情報を含めた各種情報を組織間で迅速に共有し、正確な情報管理を可能にするため、

情報ネットワークを活用した新たな事務処理システムを開発します。加えて、学籍情報を基

盤とする学校徴収金事務についても、情報ネットワークによる連携を行うことで、学校事務

の一体的な処理を可能にします。 

新たな事務処理システムの運用により、正確な事務処理と適正な個人情報の管理を徹底す

るとともに、情報の共有化により、学校への調査等の縮減を可能にすることで、教職員がよ

り教育活動に専念できる環境を整備します。 
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Ⅲ－３ 豊かな心と健やかな体を育むためのスポーツ・芸術教育等の推進 

【これまでの取組】 

 ➤ 平成 28 年度現在、特別支援学校のうち 20 校をスポーツ教育推進校に指定し、障害者スポ

ーツを取り入れた体育的活動を充実させ、障害のある児童・生徒が生涯にわたってスポーツ

に親しむ基礎を築くための取組を推進 

 ➤ 芸術系大学に在学する学生等の協力による特別支援学校の芸術教育の推進や、アートプロ

ジェクト展※10等において、児童・生徒の作品を展示 

 ➤ オリンピアン・パラリンピアンを学校に派遣し、児童・生徒のスポーツへの関心や夢に向

かって努力する大切さを実感するための取組を実施 

※10 アートプロジェクト展 

    秀でた芸術的才能を有する児童・生徒を発掘して、その芸術性の高い作品を広く都民に周知することに

より、障害への理解を促すための展覧会。特別支援学校に在籍する児童・生徒から作品を募集し、選ばれ

た作品が展示される。 

【施策の考え方】 

○ 障害のある子供たちの将来の生活をより豊かなものとするためには、障害者スポーツや芸

術文化に係る素養を高め、これに親しむ教育活動が必要 

○ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に積極的に関与し、大会開催に

よるレガシーを残すためには、子供たちが大会の歴史や開催の意義を正しく理解するととも

に、自ら体験・活動することが重要 

【今後の施策の展開】 

（１）障害者スポーツを通じた教育活動の推進 

障害者スポーツの振興に向けた施設設備の充実 等 

（２）芸術教育の充実 

芸術系大学と連携した芸術教育の推進 等 

（３）オリンピック・パラリンピック教育の推進等 

オリンピック・パラリンピック教育の推進、国際教育の充実 等 
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（１）障害者スポーツを通じた教育活動の推進 

【具体的な取組】 

 ① 特別支援学校におけるスポーツ教育推進事業 

スポーツは、健全な身体と豊かな心を育むことに寄与するだけでなく、協調性や積極性の

涵養
かんよう

、相互理解の推進等、多面的な教育効果があります。 

特に、特別支援教育においては、障害のある児童・生徒の健やかな身体と心を育むととも

に、積極的に他者と関わり、自立と社会参加に向けた素養を涵養
かんよう

していけるよう、そして、

障害のある者と障害のない者がスポーツを通じて互いに理解を深められるよう、障害者スポ

ーツの普及を図っていく必要があります。 

そこで、都教育委員会では、特別支援学校において障害者スポーツを取り入れた体育的活

動を充実させ、障害のある児童・生徒一人一人が生涯にわたってスポーツに親しむ基礎を築

きます。また、全国大会や国際大会で活躍できる選手の育成や、障害者スポーツの理解の促

進を通じて小学校、中学校等の児童・生徒や地域住民との交流の活性化を図ります。 

平成 28 年度現在、特別支援学校 20 校をスポーツ教育推進校に指定してスポーツ活動の活

性化を図っていますが、今後、より多くの特別支援学校で、取組を更に充実していきます。 

ア 障害者スポーツの普及 

（ア）障害者スポーツを取り入れた体育的活動の指導の充実 

体育の授業等に障害者スポーツを取り入れ、活動内容を充実させるとともに、児童・

生徒に、様々な障害者スポーツを経験させ、生涯にわたってスポーツに親しむ基礎をつ

くります。また、障害者スポーツＤＶＤを活用し、障害がある人も、障害がない人も取

り組み、楽しむことのできる様々なスポーツ種目を普及します。また、体育の授業や交

流活動で活用できる実践事例集を作成します。 

（イ）障害者スポーツ指導員等による教員対象研修の実施 

スポーツ教育推進校において、様々な障害者スポーツの指導員等による教員研修を、

年間複数回にわたって実施します。 

これにより、教員の障害者スポーツへの理解をより一層推進するとともに、授業や放

課後活動における生徒への実際の指導を通じて指導方法の習熟を深めることで、教員の

障害者スポーツに関する指導力を向上していきます。 

（ウ）特別支援学校における用具類の充実 

学校での体育活動や地域における障害者スポーツの実施を通じた交流にもつなげら

れるよう、障害者スポーツを行うために必要な用具を充実します。 

イ 障害者スポーツに対する理解浸透 

小学校、中学校、高校や地域住民、異なる障害種別の障害者等と、障害者スポーツを通

した新たな交流を実施し、障害者スポーツに対する理解を浸透させていきます。 

ウ 全国大会や国際大会で活躍できる選手の育成 

パラリンピアン等のアスリートをスポーツ教育推進校に派遣し、児童・生徒に対し実技

指導を行うことで、児童・生徒の競技力を向上させます。また、選手の育成に有益な公式

試合や練習試合にかかる移動費用を支援し、対外試合等の実施を促進していきます。 

 

② 体力・競技力向上に向けた部活動の振興 

体力は、人間のあらゆる活動の源であり、物事に取り組む意欲や気力といった精神面の充

実に深く関わり、人間の健全な発達・成長を支え、健康で充実した生活を送る上で極めて重

要です。こうした認識の下、都教育委員会では、平成28年１月に子供の体力向上を目指し、



- 81 - 

 

「アクティブプランto2020－総合的な子供の基礎体力向上方策－」を策定しました。 

その中で、特に部活動については、体を動かす楽しさや心地良さを味わわせるなど、児童・

生徒の運動意欲や体力の向上を図るための取組を展開するとともに、質の高い指導を確保す

るため、教員の資質や能力、指導力を向上させていくことが重要である旨を示しています。 

特別支援学校においては、幼児・児童・生徒一人一人の発達段階を踏まえるとともに、障

害の状態、体力の実態等に応じ、部活動の振興を通じて、体力向上の取組を推進する必要が

あります。また、生徒が選手として東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への出

場を目指すことができるよう、部活動の振興により、競技力の向上を図っていくことも必要

です。 

部活動の振興のためには、専門的かつ継続的な指導を受けることが重要であることから、

障害者スポーツの指導に関する教員の優れた専門知識・技能を有効に活用することに加え、

各種目のアスリート等専門性の高い指導者を運動部活動へ招へいし、顧問教諭や生徒に対す

る専門的な知識や技術のアドバイス等を行うことにより、運動部活動を通じた運動意欲や体

力・競技力の向上を推進していきます。 

  

③ 小学校、中学校及び都立高校等に在籍する障害のある児童・生徒のスポーツ機会の拡充 

   小学校、中学校及び都立高校等に在籍する障害のある児童・生徒が、障害者スポーツに親

しむ機会は限られているのが現状です。 

そこで、都教育委員会は、小学校、中学校及び都立高校等に在籍する障害のある児童・生

徒についても、障害者スポーツに親しむ機会が得られるよう、区市町村や公益社団法人東京

都障害者スポーツ協会と連携していきます。具体的には、公益社団法人東京都障害者スポー

ツ協会等との連携により、区市町村教育委員会の協力を得て小学校、中学校及び都立高校等

に在籍する障害がある児童・生徒で、障害者スポーツへの挑戦を希望する児童・生徒を発掘

するとともに、様々な障害者スポーツ団体へ入会等を希望する児童・生徒を紹介して、競技

機会の充実と競技者の裾野の拡大を図ります。また、このような児童・生徒が継続して障害

者スポーツに取り組めるようにするため、小学校、中学校及び都立高校等の教員を対象に、

関係団体等と連携して、障害者スポーツの指導に関する講習会を実施します。 

 

 ④ 障害者スポーツの競技機会の拡充 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、障害者スポーツへの関心が高ま

っていることを絶好の機会ととらえ、障害者スポーツを振興し、障害のある者とない者がス

ポーツを通じて相互に理解を深めていく取組を強化していくことが必要です。また、障害者

自身が目標を持ってスポーツに親しめる環境を整備することは、主体性やスポーツに取り組

む意欲を涵養
かんよう

する上で有効です。 

現在、東京都では、特別支援学校の教員等から成る各障害種別の体育連盟の主催により、

児童・生徒が出場できる障害者スポーツの競技大会を開催しています。そして、都教育委員

会は、これらの競技大会が円滑に運営できるよう支援を行っています。 

今後とも、都教育委員会は、これらの競技大会の運営を支援するとともに、各体育連盟と

の連携の強化により、児童・生徒の競技機会を更に拡充していきます。 

 

⑤ 障害者スポーツの振興に向けた施設設備の充実【関連:Ⅰ-3-(1)-②】 

障害者や障害者スポーツ団体が、身近な地域でスポーツ活動を実施するためには、地域の

都立施設の有効な活用が重要です。具体的には、都立施設を活用して、障害の有無にかかわ

らず誰もが楽しめる障害者スポーツの体験教室や、各種目の体験、アスリート等との交流事

業を実施する地域交流会を開催し、障害のある人もない人も、共に楽しみながら障害者スポ

ーツへの理解を深めることのできる取組の実施が期待されています。 
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そこで、都教育委員会は、オリンピック・パラリンピック準備局と連携し、障害や障害者

スポーツへの理解促進と普及に向けた拠点の一つとして、特別支援学校の体育施設等（体育

館、グラウンド等）の環境整備を推進していきます。 

 

 ⑥ 特別支援教育の理解促進に向けた障害者スポーツを通じた交流の推進 

   特別支援教育をこれまで以上に推進していくためには、都や区市町村、関係機関はもとよ

り、小学校、中学校の通常の学級の担任や保護者、児童・生徒等を中心とした一般都民に、

障害のある児童・生徒や特別支援教育、特別支援学校等について、広く理解を促進する必要

があります。 

   障害者スポーツは、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が対等な条件で競技で

きることから、そのルールの習得や実際の競技を通じて、相互に理解を深め、交流を深める

上で、極めて有効なツールとなり得ます。 

都教育委員会では、平成 22 年度から東京都学校経営支援センターにおいて特別支援教育

の理解促進に向けた行事を実施しています。その中で、ボッチャ等の障害者スポーツを体験

できるコーナーを設けることで、障害者スポーツの周知・浸透を図るとともに、特別支援学

校の生徒と高校の生徒が模範試合等を実施することなどにより、障害者スポーツを通じた、

障害のある者と障害のない者との相互理解の深化を図っています。今後も、こうした取組を

継続・強化していきます。 

 

 

（２）芸術教育の充実 

【具体的な取組】 

 ① 芸術系大学等と連携した芸術教育の推進 

平成 27 年３月に、都が策定した東京文化ビジョンでは、芸術文化の力は、福祉や教育、地

域振興等の社会課題の解決に資する可能性を秘めているとされ、全ての子供や青少年、障害

者が芸術文化を享受できる仕組みを推進し、世界をリードする成熟都市として、都市の豊か

さを創出するなど、様々な取組が示されています。 

現在、障害のある人の芸術が注目を集めており、例えば、都では、専門的な美術教育を受

けていない人々の独自の発想や方法により生み出された芸術性に富んだ作品「アール・ブリ

ュット※11」の展示会を実施するほか、イギリスの「アンリミテッド※12」等と連携し、障害者

の芸術創造活動や鑑賞・参加を促すＮＰＯ等の活動を支援しています。 

今後の特別支援教育においても、これまで以上に芸術教育を推進し、障害のある子供たち

の豊かな心を育み、潤いのある生活へつなげていくことが重要です。また、優れた芸術的才

能を持つ子供に対しては、その才能を更に伸長し、生み出された芸術作品を社会に広めるな

どして、社会に参加・貢献していくための仕組みを構築することも重要です。 

※11 アール・ブリュット 

フランス語で「生（き）の芸術」の意。フランスの画家ジャン・デュビュッフェにより提唱された「美

術教育を受けていない人などが、既成の表現法にとらわれず自由に制作した作品」をいう。狭義には障

害者の作品や芸術文化を指す。 

※12 アンリミテッド 

イギリスで実施されている障害者による芸術文化活動の支援事業。2012年ロンドンオリンピック・パ

ラリンピック競技大会の「文化オリンピアード」の一環として2010年に設立された。新作の創作及び創

作のための研究開発、発表の支援、その他創造環境整備、若手育成などが行われている。 
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 ア 芸術系大学と連携した芸術教育の推進事業 

   都教育委員会では、これまで、芸術系大学の協力を得て、障害のある児童・生徒の芸術

的能力の発掘と伸長を図ることを目的として、美術分野を中心とした授業改善を行ってき

ました。具体的には、特別支援学校の中から芸術教育推進校を３校指定し、当該推進校は、

芸術系大学の教員・学生と連携を図り、助言を受けながら障害の種類や程度等に応じた芸

術教育の内容・方法について研究・開発及び授業改善を行っています。 

今後は、芸術教育推進校の校長、芸術教育推進担当教員及び芸術系大学の教員で構成さ

れる芸術教育担当者連絡会の充実を図り、各推進校の実践の成果の共有と他校への成果の

普及に努めていきます。 

  イ 障害者アートの理解促進 

障害のある児童・生徒の芸術活動を推進していくためには、創作した芸術作品を多くの

都民に見ていただける場を設定し、その魅力を広くアピールする機会を確保することが重

要です。そのような機会を多く設けることで、児童・生徒の創作意欲の喚起や都民の障害

者アートに係る関心の向上につながっていきます。 

そこで、都教育委員会は、特別支援学校に在籍する、美術分野を中心とした芸術に優れ

た才能を有する児童・生徒を発掘するとともに、都民に対して障害者アートに関する理解

を促進することを目的として、アートプロジェクト展を実施しています。具体的には、特

別支援学校に在籍している児童・生徒を対象として作品の募集を行い、選出された作品に

ついて、アートプロジェクト展で展示します。展示された作品は、図録に収められるほか、

特別支援学校のスクールバス車体への掲載（ラッピングバス）、海外や全国で障害者の芸術

作品の普及に努めている団体への紹介等を行っています。今後も、アートプロジェクト展

を継続、発展させ、障害のある児童・生徒の芸術活動を推進していきます。 

 

 ② ユニークな美術活動の機会の創出 

   文化庁によれば、芸術文化は、「豊かな人間性を涵養
かんよう

し、創造力と感性を育むなど、人間が

人間らしく生きるための糧となるものである」とともに、「他者と共感し合う心を通じて意思

疎通を密なものとし、人間相互の理解を促進するなど、共に生きる社会の基盤を形成するも

の」とされています。 

しかし、意欲はあるものの、時間的又は空間的制約から、美術活動が制限される場合や障

害があるために地域の絵画教室に通うことが難しいケースも想定されます。 

そこで、生徒の芸術的才能を伸ばし、豊かな人間性や創造力、感性等を涵養
かんよう

するため、特

別支援学校の美術室や図画工作室において、障害のある生徒が時間や場所の制約を受けず、

自由に美術活動を行うことができる機会を創出することについて、検討していきます。 

 

 ③ 優れた芸術的才能を伸長する仕組みの検討 

現在、障害のある人の芸術が注目を集めており、都の特別支援教育においても、障害のあ

る子供たちの豊かな心を育み、潤いのある生活へつなげていくことができるよう、芸術教育

を推進しています。 

先述のアートプロジェクト展の作品の中には、その芸術性について専門家から高く評価さ

れている作品もあり、優れた芸術的才能を持つ児童・生徒がいることが明らかになっていま

す。こうした優れた才能を更に伸長し、子供たちの持つ可能性を、更に引き出していくこと

が重要です。 

このため、特に優れた芸術的才能を有する生徒の能力を伸長し、その才能を生かして社会

で活躍することができるよう、芸術系大学や障害者アートに関わっている企業等との連携の

在り方について、検討していきます。 
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 ④ 専門的な知見・技術を有する指導員を活用した部活動振興事業の拡充 

   都教育委員会では、平成 18 年度から、特別支援学校の部活動推進の一環として、地域の指

導者の積極的導入を進めてきました。特別支援学校における部活動の振興は、生徒の活動意

欲の向上や人間関係の拡大等、高い教育的効果が認められます。 

そこで、これまで主にアスリート等のスポーツを中心とした専門的な知見・技術を有する

指導員の導入を進めてきましたが、今後は、音楽や美術の専門家、演劇の演出家、茶道や華

道の専門家等を招へいするなどして、文化系部活動の一層の振興を進めていきます。 

 

⑤ 東京都特別支援学校総合文化祭等の充実 

   都教育委員会では、都内特別支援学校（都立、国公立、私立）の児童・生徒の日頃の芸術

文化活動の成果を発表し、活動内容の向上を図るとともに、他の校種の児童・生徒相互の交

流及び都民の理解啓発を進め、児童・生徒が自ら積極的に参加創造する文化活動を促進する

ことを目的として、東京都特別支援学校文化連盟との共同で東京都特別支援学校総合文化祭

を開催してきました。この総合文化祭では、造形美術部門や音楽部門、写真部門や職業・作

業部門、囲碁・将棋・オセロ部門等の複数の部門が設けられていますが、これらの取組をよ

り一層充実させるとともに、各部門の研究活動の強化を図っていく必要があります。 

そこで、平成 28年度に東京都特別支援学校文化連盟を、東京都特別支援学校総合文化祭を

開催するための準備組織にとどまらず、文化祭における発表内容の文化的位置付けや教育効

果等を研究する組織として位置付け、全部門で研究活動を行うこととしました。これにより、

芸術文化教育に係る教科指導の改善と充実を図るとともに、これまで以上に充実した文化祭

の実施を支えていきます。 

 

（３）オリンピック・パラリンピック教育の推進等 

【具体的な取組】 

 ① オリンピック・パラリンピック教育の推進 

都教育委員会は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を、子供たちの人生

にとってまたとない重要な機会と捉え、特別支援学校を含む都内全ての公立学校でオリンピ

ック・パラリンピック教育を展開することにより、全ての児童・生徒の良いところを更に伸

ばし、弱みを克服するための取組を確実に推進するとともに、子供たち一人一人の心と体に

人生の糧となる掛け替えのないレガシーを残していきます。 

この教育を進めていくことにより、全ての子供が、発達段階や興味・関心に応じて、オリ

ンピック・パラリンピックに何らかの形で関わり、それらを通して、オリンピック・パラリ

ンピックの価値や意義を学びます。また、子供たちがオリンピック・パラリンピックについ

ての知識を習得するだけでなく、実際に体験や活動することを通じて学びを深めていく取組

を重視します。具体的には、「オリンピック・パラリンピックの精神」、「スポーツ」、「文化」、

「環境」の四つのテーマと「学ぶ（知る）」「観る」「する（体験・交流）」「支える」の四つの

アクションを組み合わせた多彩な取組を行うことで、特に、「ボランティアマインド」、「障害

者理解」、「スポーツ志向」、「日本人としての自覚と誇り」、「豊かな国際感覚」の五つの資質

を重点的に育成します。 

ア 五つの資質を伸ばすための四つのプロジェクト 

    子供たちの資質を伸ばすため、各学校では次の四つのプロジェクトを推進していきます。 

  （ア）東京ユースボランティア 

     各学校が取り組んできた社会奉仕の精神を養う取組を充実・拡大するプロジェクトで

す。子供たちのボランティアマインドを育むとともに、自尊感情を高めていくために、
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発達段階に応じてボランティア活動を計画的・継続的に行っていきます。 

具体的には、地域清掃、地域行事、地域防災活動、スポーツ大会、障害者・高齢者施

設等でのボランティア等の活動を行います。 

  （イ）スマイルプロジェクト 

     「共生社会」の実現に向け、子供たちに、お互いの人格や個性についての理解を深め、

自ら主体的に関わる方法を考えさせ、思いやりの心を育てる取組や、障害の有無にかか

わらず、子供たちの相互理解を図る教育を充実・拡大していきます。 

具体的には、障害者スポーツの観戦や体験、特別支援学校や特別支援学級の児童・生

徒と小学生・中学生・高校生との交流、高齢者介護施設や障害者施設の訪問、障害者ア

ートの鑑賞等の活動を行い、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒の相互理解

を深めていきます。 

  （ウ）夢・未来プロジェクト 

     オリンピアンやパラリンピアン等のアスリート等を学校に派遣し、直接交流を実施す

ることにより、児童・生徒がオリンピック・パラリンピックのすばらしさを実感できる

ようにするとともに、スポーツへの関心を高め、夢に向かって努力したり困難を克服し

たりする意欲を培うために実施するプロジェクトです。今後、より多くの学校にアスリ

ートを派遣できるよう、充実・拡大していきます。 

  （エ）世界ともだちプロジェクト 

    世界には多くの国があり、その国の様々な人種や言語、文化、歴史等を学ぶことを通

して、単に知識を広げるだけではなく、世界の多様性を知り、様々な価値観を尊重する

ことの重要性を理解するプロジェクトです。 

具体的には、大会参加予定国・地域を幅広く学び、海外の交流校との手紙やメールで

の交流、選手団との交流、歓迎行事への参加など、可能な限り実際の交流へと深化させ

ていく活動を行います。また、留学生が多く、多様な国籍の人々が住み、大使館が集中

しているなどの東京の特性を生かした国際交流（地域の留学生や外国人、インターナシ

ョナルスクール、大使館等との交流）も実施します。 

イ オリンピック・パラリンピック教育を推進するための支援策 

（ア）学習教材の作成等子供たちの学習活動を支える取組の充実 

子供たちの自発的な学習を促すとともに、体験や活動を重視した取組ができるよう、

先述の四つのテーマと四つのアクションの具体的な内容を盛り込んだ学習読本や映像

教材、教材を実際に活用する教員向けの指導書、優良な指導事例等を集めた実践事例集

等の学習教材等を作成・配布します。 

（イ）教員研修の充実 

子供たちへの教育効果を高めていくには、教員自らが、オリンピック・パラリンピッ

クの歴史や意義、価値について学ぶとともに、オリンピアン・パラリンピアンに加え、

大会を支える人々の努力や生き方を学ぶなど、オリンピック・パラリンピックを多面的

に知ることも重要です。 

こうした観点から、今後も教員研修を充実させ、教員の指導力の向上を図っていきま

す。また、障害者スポーツの実技研修会や、授業計画を立案するためのグループワーク

等を取り入れた指導方法等に関する研修を実施します。 

（ウ）教育をサポートするウェブサイトの運営 

都内の各学校のオリンピック・パラリンピック教育をサポートするため、教員や子供

たちが利用できるウェブサイトを平成 28 年度に開設し、運営しています。 

このサイトを通じて、オリンピック・パラリンピック教育における取組を広く発信す

るとともに、実践事例の掲載やボランティア活動、国際理解・交流等に関する情報発信

を行うことで、学校や子供たちの取組を促進します。 
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（エ）学校を支援するコーディネート機能の活用 

国際交流活動や障害者スポーツ体験を通じた障害への理解やボランティア活動等を

促進するため、関係団体とのつなぎや調整などの役割を担う仕組みを整え、区市町村教

育委員会や学校による主体的な取組を支援していきます。 

（オ）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会や関係機関との

連携・協働 

オリンピック・パラリンピック教育を充実させ、子供たちにとって有意義な学習・体

験の場が広がるよう、国、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組

織委員会の関係部署やその他関係機関と密接な連携・協働を図っていきます。また、関

係機関と連携し、障害者スポーツの理解促進と普及を図るために、障害者スポーツを実

施するために必要な用具の支援などの環境整備や競技の指導方法の伝達などを行いま

す。 

 

 ② 特別支援学校における国際教育の充実【再掲:Ⅰ-1-(1)-②】 
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第４章 特別支援教育を推進する体制の整備・充実 

Ⅳ－１ 専門性の高い教員の確保・育成 

【これまでの取組】 

 ➤ 特別支援学校及び小学校、中学校に勤務する教員を対象に、特別支援学校教諭免許状の取

得を促進するための取組を実施 

  （教育職員免許法認定講習※1（特別支援学校教諭二種免許部門）の拡充等） 

➤ 特別支援学校と小学校、中学校間での教員の人事交流を促進し、特別支援学校の持つ特別

支援教育の専門性を他校種で活用していくことを推進 

 ➤ 全ての教員が特別支援教育の理解を深めるため、幅広い職層や経験に応じた研修を実施 

 ※1 教育職員免許法認定講習 

特別支援学校教諭二種免許状を取得するために必要な単位の修得と教員の資質向上を目的として、都教育

委員会が文部科学大臣の認定を受けて開設する講習 

【施策の考え方】 

○ 障害のある子供たちの能力や可能性を最大限に伸長するためには、特別支援教育に係る指

導や支援について、十分な知識とノウハウを持った教員を計画的に配置・育成する仕組みの

構築が必要 

【今後の施策の展開】 

 （１）大学等と連携した質の高い人材の養成・確保と教員の柔軟な配置 

    特別支援学校教諭免許状の取得促進、異校種間人事交流の促進 等 

 （２）専門性の向上に向けた研修の充実と研究活動の活性化 

    特別支援教育に関する研修の充実 等 
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（１）大学等と連携した質の高い人材の養成・確保と教員の柔軟な配置 

【具体的な取組】 

 ① 東京教師養成塾等を活用した人材養成 

教員を目指す高い志を持った学生を早い段階から実践力に富んだ人材に養成していくこと

は、優秀な教員を確保していく上で重要であることから、都教育委員会は、平成 16年度に「東

京教師養成塾」（以下「養成塾」という。）を開始しました。社会の変化や子供・保護者の願

いを的確に捉えられるよう、豊かな人間性と実践的指導力を兼ね備えた人材を学生の段階か

ら養成し、平成 28 年度までに、約 1,500 人を都内公立小学校及び特別支援学校へ輩出しまし

た。 

特別支援教育への理解は全ての教員にとって必要なものであることから、養成塾に設置す

る「小学校コース」及び「特別支援学校コース」では、特別支援教育への理解を深めるため

の講座や特別教育実習を実施しています。 

障害のある児童・生徒の増加傾向を踏まえると、今後も特別支援教育の知識と能力を備え

た人材を養成していくことが不可欠であり、引き続き、養成塾における人材養成の中で、特

別支援教育への理解を深める取組を実施していきます。具体的には、「小学校コース」では、

特別支援学校の参観や発達障害教育を含む特別支援教育に関する講義・演習を行い、小学校

の教員を志す学生の特別支援教育への理解を深めます。 

「特別支援学校コース」では、特別な支援を必要とする児童・生徒に対する様々な場面で

の適切な支援の方法、個別指導計画の作成、個別指導計画に基づく授業実践、障害の特性に

応じた教材や指導法の工夫等、実践的な指導力の向上等を図ります。 

また、東京都公立学校教員採用候補者名簿の登載者を対象として実施している採用前実践

的指導力養成講座※2 において、特別支援教育に関する講義等を通じて、教員として採用予定

の者の理解を促進します。 

  ※2 採用前実践的指導力養成講座 

東京都公立学校教員採用候補者を対象として、学習指導や学級経営、特別支援教育、保護者との信頼

関係づくり等について講義や体験活動を通して学び、採用前に実践的な指導力を身に付けることを目的に

実施している講座 

 

② 教員養成系大学等との連携による発達障害教育の推進 

教員養成系大学等に都教育委員会の指導主事等を派遣して行っている講義において、発達

障害教育に関する内容を盛り込むことで、教職を目指す学生に対する理解啓発を図ります。 

あわせて、教職課程を持つ大学等の実情を把握するとともに、「小学校の教職課程学生ハン

ドブック」における発達障害教育に関する記述を充実して情報提供していきます。 

また、教員養成系大学等から、発達障害に関する教育カリキュラムの開発等に当たり、要

請があった場合には、都教育委員会として積極的に支援していきます。 

 

 ③ 特別支援学校教諭免許状の取得促進 

教育職員免許法（以下「免許法」という。）には、特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、

中学校又は高等学校の教諭免許状（以下「幼・小・中・高の免許状」という。）及び特別支援

学校教諭免許状を有していなければならないことが規定されていますが、当分の間、幼・小・

中・高の免許状を有していれば、特別支援学校の相当する各部（幼稚部・小学部・中学部・

高等部）の教諭になることが可能となっています。 

都教育委員会では、教員の特別支援教育の専門性を向上する観点から、東京都特別支援教

育推進計画において、免許法認定講習（特別支援学校教諭二種免許部門）の拡充等により、

特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状の取得を促進してきました。また、免許法上、
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その保有が要件となっていない小学校、中学校の特別支援学級担当教員についても、同様の

観点から、免許状の取得を促進してきました。 

今後も、継続的に特別支援学校教諭免許状を保有した専門性の高い教員を確保していくた

め、以下のとおり、教員の免許状の取得を促進します。 

ア 特別支援学校教員の免許状の取得促進 

これまでの取組により、特別支援学校教員の免許状保有率は、平成 14 年度の約 50％か

ら、平成 27 年度には約 65％まで向上しましたが、全国と比較するといまだ低い割合であ

り、今後も、特別支援学校教員が、在籍校の障害種別に対応した領域の免許状を取得する

よう促進していく必要があります。 

このため、免許法認定講習を夏季休業期間中に開講し、免許状の授与に必要な単位修得

の機会を確保するとともに、同講習の定員をこれまで以上に増やすことで、より多くの教

員が講習を受講できるようにします。また、教員が勤務時間外を活用して、免許法認定通

信教育※3を受講し、免許状を取得できた場合に受講費用を補助することで、免許状取得の

インセンティブを与える取組を実施していきます。 

加えて、勤務校において、免許状を取得していない教員の単位修得の状況を把握した上

で、認定講習及び認定通信教育を活用した単位修得計画を立てることにより、免許取得ま

での進行管理を行うなど、教員の免許状取得につながる取組を実施していきます。 

    ※3 教育職員免許法認定通信教育 

一定の教員免許状を有する現職教員が上位の免許状や他の種類の免許状を取得しようとする場合

に、大学の教職課程によらずに必要な単位を修得するために、大学等が文部科学大臣の認定を受けて

開設している通信教育 

 イ 特別支援学級担当教員の免許状の取得促進 

特別支援学級担当教員の免許状保有率は、平成 27 年度において、小学校では約 30％、

中学校では約 21％にとどまっています。 

特別支援学級に在籍する児童・生徒数は近年、大幅に増加しており、障害者差別解消法

の施行等により、小学校、中学校においても特別な支援や合理的配慮の適切な提供へのニ

ーズが高まる状況の中にあって、特別支援学級担当教員は、小学校、中学校における特別

支援教育の重要な担い手となります。このため、特別支援学級担当教員の専門性の確保は、

学校全体の特別支援教育の充実に関わる喫緊の課題であるといえます。 

このことから、免許法認定講習の定員を増やして、より多くの教員が講習を受講できる

ようにするとともに、特別支援学校教諭免許状を保有していない教員に同講習の受講を促

すよう、区市町村教育委員会や特別支援学級設置校の管理職への積極的な働き掛けを行う

などして、特別支援学級担当教員の免許状の取得を促進していきます。 

 

 ④ 特別支援学校教諭免許状保有者の積極的な活用等 

小学校、中学校に勤務する教員のうち特別支援学校教諭免許状を保有している教員は、平

成 28 年５月１日現在、小学校教員の 7.0％に当たる 1,806 人、中学校教員の 2.2％に当たる

322 人となっています。免許状を保有する教員は一定程度いるものの、これらの教員について、

学校内における教員配置上の理由等から、必ずしも特別支援学級担当教員として配置及び活

用されていない状況があります。 

小学校、中学校における特別支援教育の充実を図っていくためには、特別支援学校教諭免

許状を保有している小学校、中学校の教員を、積極的に特別支援学級担当教員として配置し、

その専門性を有効に活用していくことが求められます。 

このことから、都教育委員会は、特別支援学校教諭免許状を保有する教員、免許状取得促

進の取組により新たに免許状を保有した教員及び免許状を保有する新規採用教員を、区市町

村教育委員会が各小学校、中学校において特別支援学級担当教員として積極的に活用してい

くことを支援していきます。 
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また、特別支援教育に対する意識が高く、特別支援教育に必要な資質と能力を持った教員

を確保するため、小学校、中学校の特別支援学級（特別支援教室を含む。）の教員について、

公募人事を実施していきます。 

 

 ⑤ 異校種間人事交流の促進 

都教育委員会では、教員に異なる学校種別での勤務等の多様な経験を積ませ、全ての学校

における特別支援教育の推進、児童・生徒の発達段階に応じた教科指導及び生徒指導等の継

続性の確保を図り、生徒一人一人の潜在能力を引き出し、「生きる力」を一層育む教育の充実

を図る必要性等から、異校種間人事交流を開始しました。具体的には、平成 24年４月１日か

ら小学校、中学校と特別支援学校間で、平成 25 年４月１日から高校と特別支援学校間での人

事交流を開始しています。 

小学校、中学校及び高校の教員が特別支援学校に配置されることで、特別支援教育に係る

専門性の高い様々な知識と経験を得ることができます。また、特別支援学校の教員が、小学

校、中学校及び高校に異動し、特別支援教育の専門性向上を担う教員として活用されること

で、各学校の特別支援教育への理解を深め、他の教員の指導力向上を図ることが可能となり

ます。さらには、小学校、中学校及び高校に異動した特別支援学校の教員が、様々な事例を

学び、指導力を発揮することで自らの専門性を高めるとともに、特別支援学校に戻った後に

は、特別支援学校の教育力の向上に貢献することが可能となります。 

こうしたことから、今後、異校種間の人事交流を一層促進することで、異なる学校種を経

験する教員を増やしていきます。 

 

 

（２）専門性の向上に向けた研修の充実と研究活動の活性化 

【具体的な取組】 

 ① 指導教諭を活用した教員全体の専門性の向上 

教員全体の指導力や専門性の向上を図るため、高い専門性と優れた指導力を有する教員の

職として、平成 25年度から指導教諭の職を設置し、都立学校においては平成 29 年度までに、

区市町村立学校においては平成 30年度までに計画的に任用していくこととしています。 

指導教諭は、校種や教科ごとに任用されており、模範授業等を通じて他校の教員に自らの

指導技術を普及させています。それを受けて、模範授業等に参加した教員は、学んだ指導技

術を校内ＯＪＴ等で他の教員に広めています。 

今後、特別支援学校の指導教諭が実施する模範授業等について、小学校、中学校など他校

種の教員も参加できるようにします。このことにより、特別支援学校のみならず、都内公立

学校全体における特別支援教育の指導力を高めていきます。 

 

 ② 特別支援教育に関する研修の充実 

特別支援教育の理念や現状を理解し、特別な支援を必要とする児童・生徒に対する教員一

人一人の指導力の向上を図るため、特別支援教育に関する研修を充実していきます。 

  ア 特別支援教育コーディネータースキルアップ研修の充実 

東京都特別支援教育推進計画による取組により、幼稚園の約９割、小学校、中学校や都

立高校等では全ての学校で特別支援教育コーディネーターの指名と校内委員会の設置を完

了し、特別支援教育を推進する基盤を整備してきました。 

特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、必要な

知識及び課題解決の手法や、関係者間の調整を図りながら具体的な支援策を実行できる能

力を備えることが求められます。 
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東京都教職員研修センターでは、特別支援教育コーディネーターに指名された幼稚園、

小学校、中学校及び都立高校等の教員を対象に、校内委員会の効果的な運営、関係機関と

の連携、児童・生徒一人一人に対する指導内容・方法等の修得を図るため、特別支援教育

コーディネータースキルアップ研修を実施しています。また、本研修を通じて、近隣の区

市町村や学校の特別支援教育コーディネーター同士の結び付きを促進し、研修後も相互に

協力できる体制づくりを併せて図っています。 

今後も、特別支援教育コーディネーターが学校内の特別支援教育の推進の中心的な役割

を果たしていくため、児童・生徒の障害特性に応じた具体的な演習等を研修に取り入れる

など、研修内容の更なる充実を図っていきます。 

  イ 高等学校特別支援教育コーディネーター研修の実施【関連:Ⅱ-2-(1)-⑤】 

都立高校等の特別支援教育コーディネーターは、比較的経験年数の浅い教員が多く、毎

年担当者が変更となることも少なくありません。 

このことから、発達に課題のある生徒やその保護者のニーズに応じた支援策を推進でき

る能力のスキルアップを図ることを目的とし、都立高校等の教員を対象とした高等学校特

別支援教育コーディネーター研修を今後も継続して実施していきます。具体的には、特別

支援教育コーディネーターに新規指名された教員に必ず研修を受講させることとし、講義

や実践事例を通して都立高校等における特別支援教育推進上の課題を明確化したり、障害

特性に応じた支援策を構築したりする能力を醸成していきます。 

ウ 職層研修等の充実による全ての教員の特別支援教育の理解推進 

全ての学校において特別支援教育を充実させるためには、全ての教員が特別支援教育の

理解を深めることが必要です。 

職層研修や経験年数に応じた必修研修の受講により、各教員がキャリアの節目において、

特別支援教育の最新の動向等を含めた有益な情報を獲得し、それぞれの教育現場で活用し

ていくことが望まれます。 

このことから、今後も、職層研修等を計画的に実施するとともに、特別支援教育に係る

研修内容の更なる充実を図っていきます。 

 

③ 小学校、中学校教員対象の特別支援教育に関する研修の充実 

小学校、中学校教員の専門性の向上を図るため、東京都教職員研修センターにおける特別

支援教育に関する研修を充実するとともに、区市町村教育委員会においても、それぞれの地

域における課題に応じた研修を工夫して実施してきました。今後、特別支援学級担当教員の

専門性を高めることに加え、通常の学級の教員の特別支援教育の理解を更に深めていくこと

が求められます。 

東京都教職員研修センターが実施している「都教委訪問」では、都内公立学校や区市町村

教育委員会等からの申請を受けて、都教育委員会の指導主事等を派遣し、学校経営上の諸課

題の解決を支援しています。 

特別支援教育を課題としている学校等に対しては、小学校、中学校教員の特別支援教育に

対する理解を深めるため、区市町村教育委員会の方針や課題を踏まえた効果的な指導・助言

を行っていきます。 

また、特別支援学校のセンター的機能の発揮により、特別支援教育コーディネーターを中

心とした地域の小学校、中学校への研修を更に充実させていきます。 

加えて、異校種間人事交流により、小学校、中学校から特別支援学校への異動を経験した

教員が、小学校、中学校に戻った後、各地区や各学校における特別支援教育のリーダーとな

るよう、配属された特別支援学校におけるＯＪＴの充実等により、育成に努めます。 
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④ 島しょ地域の教員の専門性向上への支援【関連：Ⅱ-2-(1)-⑥】 

島しょ地域の小学校、中学校の特別支援学級には、障害のある児童・生徒が一定数在籍し

ており、島外の小学校、中学校と同様、島しょ地域における特別支援教育の充実を図ってい

く必要があります。 

しかしながら、島しょ地域には特別支援学校がなく、センター的機能の発揮による支援が

受けられないことや、学級規模が小さく、教員数も少ないため、特別支援学級の授業等に特

化した研修の実施が難しくなっています。 

また、特別支援教育を担う教員が人事異動により島外の学校に異動した場合、専門性が継

承されにくいことや、学校間の教員同士の情報交換が行いにくい状況があります。 

このような島しょ地域における特有の事情を踏まえて、島しょ地域の特別支援教育の充実

を図るため、都教育委員会による組織的な支援体制を整備します。具体的には、東京都教職

員研修センターが毎年度実施している「都教委訪問（島しょ教育研修）」の際に、訪問する指

導主事が特別支援教育に関する研修を行い、島しょ地域の全ての小学校、中学校において、

特別支援教育の専門性の向上を図るための機会を確保します。指導主事の訪問時には、授業

への指導・助言や授業研究及び教員同士の協議、指導主事の講義、教材の提供等、特別支援

教育に関する個別の教育ニーズに応じた支援を展開します。 

また、本研修には、特別支援学級担当教員だけでなく、各教育庁出張所の指導主事や町村

教育委員会の就学相談担当者等の参加を促し、島しょ地域全体の特別支援教育の充実を図っ

ていきます。 

 

⑤ 特別支援学級の専門性向上に向けた支援【再掲:Ⅱ-1-(1)-④、関連：Ⅳ-2-(2)-①-ア】 

 

 ⑥ 区市町村教育委員会の特別支援教育担当指導主事及び特別支援学級設置校管理職の専門性

向上への支援 

各区市町村では、教育委員会に配置された特別支援教育担当指導主事が中心となり、自治

体ごとに立案する研修等の計画に基づき、小学校、中学校の通常の学級や特別支援学級の教

員を対象とした研修等を実施しています。 

しかしながら、特別支援学校や特別支援学級での勤務経験を持たない指導主事も多く、特

別支援教育の専門性の向上を図るためには、全都的な立場から、都教育委員会が支援する必

要があります。 

このことから、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画における取組では、特別支援

教育担当指導主事連絡協議会の年間開催回数を増やし、特別支援教育に関する施策の説明や

周知等に加えて、各区市町村における研修等の在り方の協議や情報交換を行うなど、内容の

充実を図りました。また、平成 27年４月の東京都教育庁の組織改正により、特別支援教育に

関する事務を独立させ、特別支援教育についての指導行政の強化を図っています。 

今後も、都教育委員会の関係部課に配置された指導主事との連携を一層強化し、特別支援

教育担当指導主事等連絡協議会の実施内容及び方法を工夫するなどして、区市町村の担当指

導主事の専門性の向上を図ります。 

あわせて、特別支援学級設置校の管理職が、特別支援学級担当教員への指導・助言を適切

に行うことができるよう、教育課程に関する説明会等を活用して、特別支援教育に関する知

識を高めるための支援を行っていきます。 

 

 ⑦ 東京都教職員研修センターによる教員の授業づくり等の支援 

東京都教職員研修センターでは、授業力向上を目指す学校や教員を対象に、授業づくりの

支援のための電話、ファクシミリ、メール、来所による相談や資料提供を行っており、特別

支援教育に関する相談にも対応しています。また、平成 26年度から、教育資料閲覧室の土曜

開室日に合わせた相談業務を実施しています。 
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特別支援教育に関わる教員からの相談件数は増加傾向にあることから、引き続き、本事業

の教員への周知を図るとともに、所蔵する資料や支援内容の充実に努めていきます。 

 

⑧ 特別支援学校における大学・専門家・塾との連携による授業改善支援 

大学や外部専門家の専門的な知見を授業改善に活用することは、障害に応じた指導が必要

となる特別支援教育において有効であるため、特別支援学校においては、大学教授等の学識

経験者を学校運営連絡協議会の委員に委嘱したり、校内研修を活用して、専門家から指導・

助言を得て授業改善を図ったりしています。 

今後も、教員一人一人が授業改善等に関する知識・技能を身に付けることができるよう、

大学等の研究機関等の協力を得て、年間を通じて定期的・継続的に専門家から授業改善に関

する指導・助言を受ける機会を工夫・充実させるとともに、進学を希望する児童・生徒への

進学指導の充実のため、新たに学習塾と連携した授業改善の導入を検討します。 

 

⑨ 教員による特別支援教育に係る研究活動の活性化 

東京都教職員研修センターでは、教員が組織する学校教育に関する研究団体による研究の

成果を普及し、都の全ての教員が共有できるようにするため、東京都教職員研修センター教

育研究普及事業を実施しています。 

この事業の対象となっている研究団体は、研究会等への指導主事等の派遣、東京都教職員

研修センターホームページにおける研究会等の紹介、研究成果の普及支援のための経費等の

支給等の支援を受けることができます。平成 28 年度現在、障害種別等に応じ、特別支援教育

に関する九つの団体が本事業の対象団体となっているところです。 

教員の自主的な研究活動を活性化することは、全ての学校における特別支援教育の充実や

全ての教員の指導力の向上につながることから、引き続き、研究活動への支援を実施してい

きます。 

また、障害のある児童・生徒が、芸術活動を通じて自己実現の場を広げていくことができ

るよう、美術や音楽の教科指導等を充実していくために、特別支援学校におけるそれぞれの

教科担当の教員の研究活動の活性化を促進していきます。 
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Ⅳ－２ 学校や区市町村に対する総合的な支援体制の充実 

【これまでの取組】 

 ➤ 特別支援学校の学校経営診断の実施により、外部有識者等による学校の特色ある教育内容

に関する評価を行うことで、校長の学校経営を支援 

 ➤ 特別支援学校のセンター的機能の整備・充実を図り、小学校、中学校や区市町村教育委員

会等の要請に応じた巡回相談の実施等により、特別支援教育の充実を支援 

 ➤ 就学相談に加え、情報提供や理解啓発及び関係機関との連絡調整等の機能を併せ持つ「東

京都特別支援教育推進室」を設置し、全都的な視野に立って特別支援教育を充実・発展 

【施策の考え方】 

○ 多様な役割を担う職員が、一丸となって障害のある子供たちに対する指導・支援を展開す

るためには、様々な教育資源を有効に活用できる学校経営の推進が必要 

○ 障害のある子供たちが、障害特性や教育ニーズ等に即した学校に入学・進学するためには、

特別支援教育に係る相談体制等の充実が必要 

【今後の施策の展開】 

 （１）特別支援教育の充実に向けた学校経営力の向上 

    「チーム学校」の整備、学校経営診断の実施による学校経営支援 等 

 （２）特別支援教育に関する多様な支援機能の充実 

    センター的機能の整備・充実、合理的配慮の適切な提供に向けた支援 等 

 （３）特別支援教育に関する就学相談及び教育相談等の機能の充実 

    専門的な知見に基づく助言・支援、就学相談担当者講習会の充実 等 
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（１）特別支援教育の充実に向けた学校経営力の向上 

【具体的な取組】 

① 「チーム学校」の整備 

都教育委員会は、平成 27 年 12 月の中央教育審議会の答申等の国の動きも踏まえて、平成

28 年６月に、学識経験者及び学校関係者を委員とする「東京都におけるチームとしての学校

の在り方検討委員会」を設置し、都内公立学校における「教育の質の向上」に向けた多様な

人材の在り方及び校長・副校長を中心とする、多様な人材を活用した学校組織運営の在り方

について検討を進めています。 

平成 28 年 10 月に公表された本検討委員会の中間のまとめでは、「チームとしての学校」が

求められる背景として、複雑化・多様化する教育課題への対応や、国際的に見ても長時間に

わたる教員の労働実態等を挙げています。複雑化・多様化する教育課題には、不登校・中途

退学やいじめ、貧困対策のほか、発達障害を含めた特別な教育的支援を要する児童・生徒へ

の対応等が挙げられており、都内公立学校における障害のある児童・生徒への専門性のある

指導を展開していく上でも、「チーム学校」が求められるといえます。 

中間のまとめでは、目指すべき「チーム学校」像として、これまでの教員を中心とした学

校組織から、教職員が多様な専門家と連携・協働しながら対応していく新しい学校観への転

換を掲げており、校長・副校長には多様な人材をマネジメントする力、教職員には多様な人

材と協働して課題に対応する力、多様な人材にはチームの一員として能動的に活動する意識

を備えることが期待されるとしています。また、チーム学校の実現に向け速やかに取り組む

べき事項として、「教員の多能化による組織運営」から「多様な人材との協働による組織運営」

へ、学校マネジメントの強化等の５つの項目が提言されています。 

都教育委員会では、これまでも専門人材の活用や地域との連携・協働により、特別支援教

育の充実を図ってきましたが、今後予定される本検討委員会の最終報告を踏まえて、特別支

援教育の更なる充実を目指し、都内公立学校における「チーム学校」の実現に向けた取組を

進めていきます。 

 

 ② 特別支援学校における学校経営診断の実施による学校経営支援 

都教育委員会は、平成 21年度から特別支援学校における学校経営診断を実施してきました。 

学校経営診断は、学校の経営状況を外部有識者や学識経験者等の外部委員と都教育委員会

関係者で構成する「診断チーム」によって客観的に把握し、診断結果を次年度以降の学校経

営に反映し、改善を促すとともに、学校ごとに行われている特色ある取組を明らかにするこ

とにより、特別支援教育の理念の実現と、保護者等の都民に特別支援学校に対する理解推進

を図り、都民の期待に応える学校づくりに役立てていくものです。 

平成 28 年度までに、特別支援学校 42 校において学校経営診断を実施し、各学校の特色の

ある教育実践の成果・実績等に関する評価を行い、校長の学校経営を支援してきました。 

これまでの実施状況を踏まえて、新たに設定した「組織的な学校運営の取組」、「学習指導」、

「生活指導」、「進路指導」、「危機管理」、「地域等の取組」の六つの診断項目に基づき、引き

続き、全ての特別支援学校に対して、効果的な学校経営診断を実施していきます。 

 

 ③ 東京都学校経営支援センターによる特別支援学校・都立高校等への支援の充実 

東京都学校経営支援センターでは、管轄する特別支援学校と都立高校等の特別支援教育コ

ーディネーターや進路指導担当者の連絡会を年２回程度実施し、都立高校等における特別支

援教育の推進体制の向上を図っています。 

発達障害の傾向を有し、特別な支援を必要とする生徒については、特別支援学校及び都立

高校等に一定程度在籍していますが、平成 27年度から、その対応を学校経営計画に明記する
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こととしており、各学校において、児童・生徒に十分な支援を行っていくためには、東京都

学校経営支援センターによる継続的な支援が不可欠といえます。 

このことから、特別支援教育コーディネーターの活用や進路指導担当者による進路支援等

について、島しょ地域の高校を含めて、各センターが管轄する都立学校に先進的な取組等を

紹介することで、教員の意識啓発を今後とも推進していきます。 

また、都立学校等を会場に、特別支援学校の日頃の教育成果を広く都民や保護者に発表す

る場として、特別支援教育の理解促進に向けた行事を各東京都学校経営支援センター主催に

より毎年度開催し、特別支援学校と都立高校等の生徒の交流推進を図ってきました。これま

での取組により、保護者や一般都民の参加者数も年々増加傾向にあります。今後もこうした

行事の開催を通して、特別支援教育の理解促進を図っていきます。 

 

 ④ 情報ネットワークを活用した事務処理システムの開発による校務運営合理化 

【再掲:Ⅲ-2-(2)-④】 
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（２）特別支援教育に関する多様な支援機能の充実 

【具体的な取組】 

① 特別支援学校のセンター的機能の整備・充実 

【関連：Ⅱ-1-(2)-②-ウ-(ウ),Ⅱ-2-(1)-③,Ⅱ-2-(2)-②-エ-(ウ)】 

都教育委員会は、東京都特別支援教育推進計画において、特別支援学校と地域の小学校、

中学校等との日常的な学校間連携による教育的支援と、各地域における教育、保健、医療、

福祉、労働等の各分野の連携により、障害のある幼児・児童・生徒のライフステージに応じ

た適切な支援を目的として、地域性と専門性を兼ね備えたシステムである「エリア・ネット

ワーク」の整備を図ってきました。 

具体的には、「エリア・ネットワーク」を有効に機能させるための拠点となる学校として、

区立を含めた知的障害特別支援学校（小学部・中学部設置校）をセンター校に指定し、地域

との連携強化に努めてきました。平成 28 年度現在、25 のエリアを形成し、センター校を中

心として、各障害教育部門を設置する特別支援学校（小学部・中学部設置校）がセンター的

機能を発揮し、地域の小学校、中学校や区市町村教育委員会及び都立高校等に対して、巡回

相談、研修会への講師派遣等の支援を行っています。 

これまでの取組により、「エリア・ネットワーク」への地域における理解が進んだ結果とし

て、特別支援学校への支援要請が増加しており、特別支援学校の特別支援教育コーディネー

ター等による巡回相談の実施回数は増加傾向にあります。 

今後も継続的に特別支援学校のセンター的機能を発揮して、地域における特別支援教育を

支援していくことが求められます。 

ア センター校とエリア内の区市町村との緊密な連携【関連：Ⅱ-1-(1)-④、Ⅳ-1-(2)-⑤】 

センター校は、エリア内の区市町村教育委員会等との連携により、乳幼児期から学校卒

業後までの一貫性のある支援体制の構築を図るための中核的な役割を担っています。 

また、小学校、中学校の特別支援学級や通常の学級への支援については、「特別支援学級

と特別支援学校の連携による専門性向上プロジェクト」の成果を踏まえて、区市町村教育

委員会の特別支援教育を推進するための計画や教員の専門性向上に関する方針・方策の下

で、効果的な支援を実施していくことが求められます。 

こうした観点から、今後ともセンター校とエリア内の区市町村との連携を強化し、各エ

リアにおける支援を充実していきます。 

イ 「エリア・ネットワーク」機能の充実 

特別支援学校は、エリア内の区市町村教育委員会、幼稚園、保育所、小学校、中学校、

都立高校等からの要請に基づく巡回相談や、研修会への講師派遣、乳幼児早期相談、副籍

等による交流及び共同学習等、様々な形でセンター的機能の発揮に努めています。 

今後は、全ての小学校、中学校への特別支援教室の導入を進めていくことから、小学校、

中学校への発達障害に関する支援の必要性がますます高まっていくことが想定されます。 

加えて、都立高校等に在籍する障害のある生徒への指導・支援の充実のためには、知的

障害特別支援学校高等部就業技術科・職能開発科における知的障害が軽度の生徒への職業

教育や進路指導等の専門的な知識・経験等、特別支援学校が持つノウハウを活用した積極

的な支援が求められます。 

これらの課題を踏まえて、特別支援学校のセンター的機能の発揮により、「エリア・ネッ

トワーク」の機能の更なる充実を図るため、各特別支援学校において、特別支援教育コー

ディネーターを中心として、適切に巡回相談等を行うための体制の構築を進めていきます。 

また、都内には、私立特別支援学校が４校（聴覚障害特別支援学校２校、知的障害特別

支援学校２校）設置され、それぞれの建学の精神に則った学校教育が行われています。都

における特別支援教育の充実を図るため、私立特別支援学校との交流や連携を今後も継続
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して実施していきます。 

ウ 視覚障害や聴覚障害のある乳幼児や児童・生徒への早期からの支援【関連:Ⅱ-1-(1)-⑥】 

視覚障害や聴覚障害のある乳幼児に対し、それぞれの障害に応じた教育的支援や、保有

する視力・聴力を最大限に活用していく能力を育てるための支援を早期から実施していく

ことは、その後の能力の伸長及び社会性の獲得に大きな影響を与えます。 

都内には、視覚障害や聴覚障害のある乳幼児に対して十分な支援を行うことができる療

育機関が少ないことから、幼稚部を設置する視覚障害特別支援学校及び聴覚障害特別支援

学校が、地域における早期教育相談の拠点として、医療機関等との連携の下、乳幼児の保

護者からの相談に応じ、障害に関する知識や情報の提供、視力・聴力検査、カウンセリン

グ等の心理的援助等の様々な支援を行っています。 

今後も、特別支援学校の地域における早期教育相談の拠点としての機能充実を図り、保

護者のニーズに即した支援を実施していきます。 

また、小学校、中学校に設置された難聴通級指導学級との連携や、通常の学級に在籍す

る視覚障害や聴覚障害のある児童・生徒の特別支援学校への通級による指導、必要に応じ

て実施する各学校への巡回相談などにより、小学校、中学校に在籍する視覚障害や聴覚障

害のある児童・生徒への支援を継続して実施していきます。 

エ 都立高校等における障害のある生徒への適切な支援の実施【関連:Ⅱ-2-(1)-②】 

都立高校等に在籍する障害のある生徒が、障害のない生徒と同様の教育を受けられるよ

うにするためには、それぞれの障害特性に応じて、必要とされる合理的配慮を適切に提供

していくことが求められます。 

都立高校等では、入学者選抜、授業全般、定期考査、登下校及び災害時の対応等の様々

な場面で、生徒や保護者等の申出に応じた合理的配慮に基づく対応が必要となります。 

このため、「エリア・ネットワーク」の各エリアにおいて、各都立高校等に在籍する生徒

の障害特性に応じた適切な対応等について、各障害教育部門の特別支援学校が助言を行う

などして、都立高校等への支援を実施します。 

また、特別支援学校が行う学校介護職員への研修等に、都立高校等の教職員も参加でき

るようにするなどして、都立高校等の教職員の専門性を高めるための支援を併せて行って

いきます。 

 

② 区市町村教育委員会の特別支援教育担当指導主事及び特別支援学級設置校管理職の専門性

向上への支援【再掲:Ⅳ-1-(2)-⑥】 

 

③ 合理的配慮の適切な提供に向けた支援 

ア 合理的配慮の提供事例の収集及び提供 

全ての学びの場で、障害のある児童・生徒の能力等を最大限に伸長していくためには、

児童・生徒及び保護者等の申出に応じて、適切に合理的配慮の提供を行っていくことが必

要です。 

合理的配慮の提供は新しい概念であることから、都教育委員会は、平成 28年４月の同法

施行に当たり、日々の学校生活の中で配慮すべき事項や具体例等を提示した「障害者差別

解消法ハンドブック≪都立学校版≫」を発行し、各学校で適切な対応が行われるよう徹底

を図っています。 

今後、学校現場における実際の合理的配慮の提供事例を収集・蓄積した上で、同ハンド

ブックの掲載事例を定期的に追加・更新するなどして、学校間で広く情報共有していきま

す。あわせて、区市町村教育委員会にも逐次情報提供を行うことで、小学校、中学校にお

ける合理的配慮の提供が適切に行われるよう支援します。 

また、東京都特別支援教育推進室における就学相談事例や、各区市町村教育委員会から

の問合せに応じて合理的配慮の提供に関する保護者等との調整を図った事例等についても
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蓄積し、区市町村教育委員会の就学相談担当者講習会等を活用して周知を図っていきます。 

イ 小学校、中学校における合理的配慮の適切な提供のための環境整備 

小学校、中学校において、適切に合理的配慮を提供していくためには、そのための環境

整備を進めていくことが必要です。 

このため、都教育委員会は、各区市町村教育委員会が文部科学省の教育支援体制整備事

業費補助金（インクルーシブ教育システム推進事業）を活用して、早期支援コーディネー

ター、合理的配慮協力員及び医療的ケアを実施するための看護師等の配置による環境整備

を進めるように促していきます。 

また、区市町村教育委員会において、専門家等で構成する協議会を開催したり、教員等

を対象とした研修を実施するための必要経費についても、同補助金による補助対象となる

ことから、区市町村単位での特別支援教育の充実のため、積極的な活用を促します。 

 

 ④ 発達障害教育に関する総合支援体制の充実 

都教育委員会が平成 27年度に行った実態調査によると、幼稚園・保育所の就学前機関には

約 5.1％の発達障害と考えられる幼児が在籍しています。 

発達障害は、早期に発見し、継続的に適切な指導・支援を行うことで、円滑な就学や社会

適応につながりやすくなることから、保護者の理解を得やすい早期発見の仕組みや、就学前

から学校卒業後までの各段階で指導・支援の情報が円滑に引き継がれ、継続した指導・支援

を受けられる仕組みづくりが求められます。 

都教育委員会は、幼稚園や保育所における指導・保育の様子等を小学校に引き継ぐ「就学

支援シート」や、学校間や学年間における指導・支援の情報を引き継ぐ「学校生活支援シー

ト」、学齢期と社会（進学、就労先）をつなぐ「個別移行支援計画」の活用を通し、児童・生

徒一人一人に対する一貫性のある継続した指導・支援の充実にこれまで取り組んできました。 

今後も、教育のみならず保健・医療・福祉・労働等の様々な関係機関と相互に連携を図り

ながら、乳幼児期から学校卒業まで一貫性のある継続した指導・支援を推進する必要があり

ます。 

そこで、乳幼児期から学齢期までをつなぐ早期支援の実現のため実施したモデル事業※4の

成果等を各区市町村に周知し、幼稚園・保育所等と小学校との連携体制を推進するとともに、

幼稚園・保育所等が作成する「就学支援シート」等の活用を一層推進します。 

また、「就学支援シート」、「学校生活支援シート」及び「個別移行支援計画」に基づく学校

間や関係機関との連携を一層強化するため、これまでの研究成果に基づき「学校生活支援シ

ートに基づく連携ガイドライン」を作成し、乳幼児期から学校卒業後まで一貫性のある継続

した指導・支援を充実します。 

さらに、発達障害の児童・生徒への支援の充実を図るため、教育と保健・医療・福祉・労

働の関係機関が協議する場を設け、発達障害に係る相互連携を充実していきます。 

これらの取組を円滑に進めていくためには、発達障害の児童・生徒やその保護者をはじめ、

広く都民の理解を進めていくことが必要であるため、発達障害に対する理解の促進と、都教

育委員会における発達障害教育に係る施策の推進のため、小学校、中学校及び高校に在籍す

る児童・生徒や保護者をはじめ、広く都民に対し、発達障害教育に関する説明会を実施しま

す。 

あわせて、就学を控えた５歳児の保護者を対象としたパンフレットを作成・配布し、適切

な就学と必要な指導・支援につなげるための理解促進に努めていきます。 

※4 早期支援の実現のため実施したモデル事業 

モデル地区において、教育的支援を行うコーディネーターの配置や、福祉等との連携体制の整備、就学

前機関と小学校の教員等の連携により、幼児期から教育的支援を行い、就学後の適切な指導・支援につな

げていく事業 
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 ⑤ 発達障害教育に関する教員等への支援の充実 

東京都教育相談センターでは、都立学校や区市町村教育委員会等からの要請に応じて、心

理職や指導主事等を各学校に派遣し、教職員等の教育相談に関わる資質の向上や、学校内に

おける教育相談機能の改善・充実を図っています。 

要請の中には、発達障害の可能性がある児童・生徒の理解等に関する相談事例が含まれて

います。今後、特別支援教室の全公立小・中学校への導入や、都立高校等における継続性の

ある指導・支援を行う中では、各教職員が発達障害に関する理解を深めていくことが重要で

あるため、学校等からの要請に応じた支援を充実していきます。 

また、不登校の児童・生徒の中にも、発達障害の可能性があると考えられる児童・生徒が

含まれることから、不登校・中途退学対策としても、発達障害への対応を図っていくことが

求められます。 

そこで、都立高校等の生徒や中途退学者に対して、関係機関との連携等により個に応じた

支援を図っていくため、平成 28 年度に都教育委員会に設置した自立支援チームと同センター

の心理職が連携を図ることで、継続的な心理的サポートを行います。自立支援チームの支援

対象者等が中途退学し、進学を希望する場合には、同センターの青少年リスタートプレイス

事業につなげることで、進学のための支援を行います。また、小学校、中学校の児童・生徒

の不登校対策に資するため、区市町村の教育相談担当者との連絡会等において、発達障害に

関する情報提供を充実していきます。 

 

 ⑥ 東京都教職員研修センターによる教員の授業づくり等の支援【再掲:Ⅳ-1-(2)-⑦】 

 

 

（３）特別支援教育に関する就学相談及び教育相談等の機能の充実 

【具体的な取組】 

 ① 就学相談の機能充実 

ア 専門的な知見に基づく助言・支援 

平成 25 年９月の学校教育法施行令の一部改正により、同施行令第 22 条の３に規定する

程度の障害のある児童・生徒は原則特別支援学校に就学する仕組みが改められ、障害の状

態、本人の教育的ニーズ、本人及び保護者の意見、学校や地域の状況等を踏まえて、総合

的な観点から就学先を決定する仕組みへ改正されました。また、平成 28 年４月の障害者差

別解消法の施行により合理的配慮の提供が法的義務とされるなど、就学相談を取り巻く状

況は大きく変化しました。 

就学相談を進めるに当たっては、区市町村教育委員会が本人及び保護者に対して十分な

情報提供をした上で、その意見を最大限尊重しつつ、本人及び保護者、区市町村教育委員

会並びに学校等が教育的ニーズと必要な支援等について合意形成を行うことが求められま

す。また、就学相談の段階で、保護者との合意形成を図ることは、就学後において必要な

支援等を円滑に進めていくためにも重要な要素となります。 

こうした中、障害のある児童・生徒の増加に伴い、区市町村における就学相談件数は年々

増加し、また、相談内容も多様化・複雑化しており、区市町村教育委員会が設置する就学

支援委員会における当初の就学先の決定が保護者の意見と一致していないケースは全体の

約１割となっています（平成 27年度の区市町村における就学相談受付総件数 7,928 件のう

ち 753 件（9.5％））。保護者との合意形成の下で、障害のある児童・生徒がその能力を最大

限に伸長できる就学先を決定するためには、医療の進歩や最新の法改正等の様々に変化す

る状況に対応できる専門的な視点を持ちながら、就学相談を進めることが重要となります

が、区市町村教育委員会によっては、こうした専門的な知見に基づく助言を受けるための
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体制が整っていないところもあります。 

このため、区市町村教育委員会からの要請や依頼に応じて、都教育委員会として、専門

的な知見に基づく助言・支援を行うことで、区市町村教育委員会における就学相談段階で

の保護者との合意形成を促進する仕組みについて検討していきます。 

イ 就学相談担当者講習会の充実 

就学相談の件数が増加し、相談内容が複雑化・多様化している状況にあって、区市町村

教育委員会の就学相談に関する専門性の向上を図ることは、円滑に就学相談を進め、保護

者との合意形成を図っていくために必要となります。 

このため、東京都特別支援教育推進室が実施している区市町村教育委員会の就学相談担

当者講習会の開催回数を増やすとともに、具体的な事例に即した就学相談の対応事例検討

会及び情報交換会を新たに開催するなどして、専門性向上のための支援を充実していきま

す。 

ウ 東京都特別支援教育推進室による様々な支援の充実 

東京都特別支援教育推進室では、上記講習会を実施するほか、児童・生徒一人一人の適

切な就学を図るため、就学相談の基本的事項や流れ等を説明した「就学相談の手引」や、

特別支援教育の最新の動向や都の事業等を周知するための「特別支援教育通信」の発行、

発達検査器具や指導資料、専門図書、ＤＶＤ等の閲覧・貸出、区市町村における早期支援

体制構築への支援といった、区市町村教育委員会の就学相談・入学相談等に資するための

様々な支援を実施しています。 

今後も、こうした取組を継続するとともに、ホームページの掲載情報を更に充実させる

などして、区市町村における就学相談及び入学相談の体制整備に向けた支援を積極的に行

っていきます。 

エ 特別支援学校の教育相談機能の充実 

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画において、特別支援学校３校をモデル校に

指定し、特別支援学校と区市町村教育委員会との連携を密にした就学相談の在り方を検証

しました。 

この取組においては、特別支援学校の教育相談機能を充実させ、就学期の子供の保護者

に対する十分な情報提供を行うため、特別支援学校に在籍する児童・生徒等の保護者が参

画し、保護者同士が話のできる場を設定するなどして、保護者のニーズに応える情報提供

の充実を図りました。また、区市町村教育委員会の就学相談担当者と特別支援学校の教員

が合同で、幼児が在籍する就学前機関での行動観察を実施したところ、子供の実態把握に

関する情報共有や就学前機関との連携促進等の成果がありました。 

これらの成果を踏まえて、全ての特別支援学校が適切な就学を推進する役割を担い、保

護者と連携した教育相談体制の整備や、区市町村教育委員会の就学相談の支援を図ってい

きます。 

また、就学相談における区市町村教育委員会と特別支援学校の役割を明確にするため、

就学相談の流れや就学相談と教育相談※5 の違い等について、就学相談担当者講習会を活用

するなどして、関係職員の理解を図ります。 

   ※5 就学相談と教育相談 

就学相談は、障害のある児童・生徒が、その障害の状態や程度に応じた最も適切な就学先を決定し

ていくために、教育委員会と保護者が行う相談のことであり、義務教育段階の相談の実施主体は区市

町村教育委員会である。一方、教育相談は、子供の発達の程度や障害の状態に応じて、必要な支援・

援助を得るためなどに行う相談活動のことをいう。 

特別支援学校は、就学相談が円滑に進むよう、特別支援学校のもつ専門性を生かし、保護者に対し

て就学に関することや教育内容等についての情報提供を行うなど、早期からの教育相談機能の発揮に

努めている。 
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② 東京都教育相談センターにおける相談の充実 

ア 発達障害教育に関する相談機能等の充実 

東京都教育相談センターでは、児童・生徒の不安や悩みの軽減・解消等を図るための電

話相談や来所相談事業を実施しています。 

相談内容には、児童・生徒及び保護者からの発達障害に関する相談も含まれていること

から、発達障害の可能性がある児童・生徒や保護者、教職員等からの教育分野の相談窓口

として、相談内容に応じた適切な助言や関係機関の紹介により必要な支援につなぐ役割を

担うとともに、学校等との連携により、発達障害に起因する集団への不適応や学業不振等

の改善に向けた対応について、積極的な情報発信を行います。 

イ 青少年リスタートプレイス事業 

東京都教育相談センターでは、高校中途退学者や中学校で不登校となっている生徒及び

その保護者を支援するため、青少年リスタートプレイス事業を実施しています。 

本事業への参加者の中には、発達障害の可能性がある者も含まれることから、学校復帰、

社会参加等に向け、心理職による相談や、本人のコミュニケーション能力や進路意識等を

高めるための支援を行っています。 

また、保護者のニーズに対応して、土曜日に個別相談を開催するなどの改善を図ってき

ました。 

今後も、本事業を継続して実施するとともに、都立高校等における不登校・中途退学対

策の一環として平成 28 年度に都教育委員会に設置した自立支援チームの支援対象者等が、

中途退学し、進学を希望する場合に本事業に接続させるなど、組織的な支援を充実してい

きます。 
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Ⅳ－３ 関係機関等との連携強化及び特別支援教育の理解促進  

【これまでの取組】 

 ➤ 「エリア・ネットワーク」の構築を進め、乳幼児期から学校卒業後に至るまで、教育、保

健、医療、福祉、労働等が連携した一貫性のある支援体制を整備 

 ➤ 障害のある生徒の職業的な自立を支援するため、教育、福祉、労働が連携し、企業開拓の

ための取組を実施 

 ➤ 特別支援学校の授業公開や東京都学校経営支援センターによる行事等により、広く一般都

民を対象として特別支援教育の理解を促進するための取組を実施 

【施策の考え方】 

○ 障害のある子供たちの成長・発達に応じて、一貫性のある支援を提供するためには、多様

な機関の連携を強化し、ライフステージに即した支援体制を構築することが必要 

○ 障害のある子供たちを社会全体で見守り、育んでいくためには、特別支援教育を通じて、

共生社会への理解を促進することが必要 

【今後の施策の展開】 

 （１）一貫した指導・支援の充実に向けた関係機関等との連携強化 

    就労支援（企業開拓）チームの編成・充実、学校と地域のつながりの強化 等 

 （２）共生社会の実現に向けた特別支援教育の理解促進 

    授業公開や公開講座の実施を通じた理解促進、都民の理解の促進 等 
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（１）一貫した指導・支援の充実に向けた関係機関等との連携強化 

【具体的な取組】 

 ① 就労支援（企業開拓）チームの編制・充実 

都教育委員会では、知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした特別支援学校高等部就業

技術科・職能開発科を設置し、企業就労率 100％を目標として職業教育を充実しています。 

生徒の就労を支援するため、都内６ブロックごとに、企業経営経験者等であって障害者雇

用の見識の高い人材を就労支援アドバイザー（５名）に委嘱し、特別支援学校の進路指導担

当教員（２名）及び東京都特別支援教育推進室の東京都就労支援員（１名）を加えた就労支

援（企業開拓）チームを編成し、生徒の実習受入企業の拡大を進めるなど、生徒の就労先と

なる企業の開拓を行うとともに、就労支援の方法等を協議しています。 

今後は、それぞれの地域で就業技術科・職能開発科が中心となり、普通科との連携をより

充実させる形で新たなブロック体制を構築し、知的障害特別支援学校生徒の自立と社会参加

に向けて、より効果的な就労支援を展開するとともに、企業に就職した卒業生の状況等を調

査・分析するなどして、職場への定着に向けた支援を併せて行っていきます。 

 

 ② 企業向けセミナー等の開催 

特別支援学校高等部生徒の就労の拡大とインターンシップの活用を促進するためには、企

業の障害者雇用に関するニーズに応える提案を積極的に行っていくことが必要であることか

ら、都教育委員会、福祉保健局及び産業労働局は、相互に連携しつつ、様々な形で企業向け

セミナーを毎年度開催しています。 

都教育委員会が開催する同セミナーでは、障害者雇用施策に関する情報提供やインターン

シップの具体的な事例等の紹介を行っており、毎年、多くの企業が参加し、採用担当者等の

特別支援学校生徒に関する理解を促進するための有益な機会となっています。 

平成 28 年度から、就労支援（企業開拓）チームのブロックごとに、特別支援学校を会場と

して、学校で生徒の姿を企業関係者に直接見ていただく方法に変更しており、今後も地域に

密着した形で企業向けセミナーの開催を継続します。 

また、都と東京労働局が開催する中小企業のための障害者雇用支援フェアに、特別支援学

校の生徒によるビルクリーニングやカフェサービス等の実演コーナーを設けるなど、様々な

イベントに積極的に参加し、生徒の就労の機会の拡大に努めていきます。 

 

 ③ 民間の活用による企業開拓 

就労支援（企業開拓）チームの編成・充実に加えて、民間企業を活用して、産業現場等に

おける実習先の開拓及び確保を行っており、新規に開拓した企業については、就労支援（企

業開拓）チームが調整を図り、特別支援学校生徒の実習先として紹介を行っています。 

今後も、新たに設置する職能開発科を含めた特別支援学校高等部生徒の就労実現に向けて、

より多くの実習先の開拓及び確保に努めていきます。 

 

 ④ 学校と地域とのつながりの強化 

ア 特別支援学校と地域との関係強化 

全ての都立学校では、学校運営連絡協議会を設置して、学校の実情に応じて、地域の人々、

保護者、有識者、地域の学校及び関係機関の職員等に協議会委員を委嘱し、魅力ある学校

づくりのため、学校運営に関する様々な意見をいただいています。 

共生社会の実現に向けては、特別支援学校が中心となって、障害のある子供たちと地域

の人々との交流を一層深めていくことが必要です。 

今後は、特別支援学校の子供たち、教職員及び地域の人々が、顔と顔が分かる関係にな
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り、相互に支援し合っていくための関係づくりを推進していきます。具体的には、障害者

スポーツを介した地域との交流活動、学校行事等における協力、大規模災害を想定した防

災訓練の実施等、様々な機会を生かして、地域の人々との協力関係の構築に取り組んでい

きます。 

イ 特別支援学校における放課後子供教室の設置に向けた支援 

都教育委員会では、障害のある児童・生徒の放課後等における安全・安心な居場所づく

りと心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、特別支援学校における放課後

子供教室事業を実施しています。 

具体的には、運営主体である保護者等を中心とした団体及び特別支援学校と協働し、地

域の住民や退職教員、ＮＰＯや企業等の協力を得て、放課後や土日、長期休業中における

様々な体験・交流活動を推進しています。 

こうした取組の結果、児童・生徒が地域の人々と交流したり、自立と社会参加に向けた

体験活動に参加するなど、特別支援教育の推進にとって大きな効果が得られるとともに、

広く地域社会へ特別支援教育への理解促進を図る機会ともなっています。 

都教育委員会は、活動充実のために、団体への運営についての指導・助言を行うほか、

事業見学会や情報交換会等を開催しています。 

今後も、特別支援学校の児童・生徒の放課後等における豊かな体験・交流活動の場の確

保のための支援を行っていきます。 

 

 

（２）共生社会の実現に向けた特別支援教育の理解促進 

【具体的な取組】 

 ① 特別支援学校の授業公開や公開講座の実施を通じた理解促進 

ア 特別支援学校における積極的な授業公開 

保護者や都民に対し、特別支援教育や特別支援学校の教育活動に関する理解促進を図り、

開かれた学校づくりを推進するため、各学校の授業公開日を教育課程に位置付けた上で、

積極的な授業公開を行っています。 

実際の教育現場を見ることは、特別支援教育を理解するために最も効果的であることか

ら、より多くの人々に参加してもらえるよう、都教育委員会や各学校のホームページ及び

ツイッターに授業公開日程を掲載するなど、様々な形で情報発信を行っていきます。 

また、ろう学校や知的障害特別支援学校では、生徒が授業で製造したお菓子や製品等の

販売を行っており、こうした取組によっても、地域との交流を図っていきます。 

イ 特別支援学校における公開講座の実施 

特別支援学校では、障害のある人々が豊かな地域生活を営み社会参加を実現するための

「障害者本人講座」、障害のある人々の地域活動を支援する人材を育成するための「ボラン

ティア養成講座」を実施することで、学校が持つ教育機能を地域に向けて提供しています。 

引き続き、全ての特別支援学校で「障害者本人講座」や「ボランティア養成講座」を実

施するとともに、都教育委員会ホームページ等を活用した広報により、より多くの人々の

受講につなげていきます。 

 

② 特別支援学校と地域の小学校、中学校、高校等との学校間交流の充実 

共生社会の実現に向けては、障害のある子供たちと障害のない子供たちの交流の機会を増

やし、互いを思いやる心を育んでいくことが重要です。 

これまで、副籍制度の充実によって、特別支援学校の児童・生徒が地域の小学校、中学校

の児童・生徒と交流する機会の創出に努めてきました。 
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今後は、副籍制度を通じた交流に留まらず、芸術やスポーツ等を通した取組等、様々な機

会を活用して、地域の小学校、中学校及び高校等との学校間交流を進め、児童・生徒の交流

活動を活発化していきます。 

 

③ スポーツ・芸術を通じた交流活動の推進 

ア 障害者スポーツの振興に向けた施設設備の充実【再掲:Ⅲ-3-(1)-⑤】 

イ 障害者スポーツの競技機会の拡充【再掲:Ⅲ-3-(1)-④】 

ウ 特別支援教育の理解促進に向けた障害者スポーツを通じた交流の推進 

【再掲:Ⅲ-3-(1)-⑥】 

 

④ 都民の理解の促進 

ア 特別支援教育の理解促進に向けた取組の充実 

都教育委員会では、これまで、東京都学校経営支援センターを中心として、都内３地域

において都民を対象とした特別支援教育の理解促進に向けた行事を実施してきました。 

この行事では、都立学校等を会場として、児童・生徒の教育活動の紹介や児童・生徒等

による作品等の展示、幼稚園、小学校、中学校、高校等と合同の研究発表、特別支援学校

等における作業学習や職業教育等における成果物の販売、障害者スポーツ体験コーナーの

設置等、特別支援教育を理解するための様々な内容を広く都民へ紹介しています。 

これまでの取組により、この行事の参加者数は年々増加していますが、参加者の内訳を

見ると学校関係者や保護者の参加が多くなっています。社会全体に特別支援教育の理解を

浸透していくためには、今後、都民の参加を更に促進していくことが必要です。 

このため、特別支援学校の生徒と高校の生徒が、ボッチャ等の障害者スポーツの模範試

合を実施するなど、障害のある人とない人が共に行うことができる取組を取り入れて内容

の更なる充実を図るとともに、学校以外にも、都民が集まりやすい場所を選んで同様の行

事を開催するなどの効果的な工夫を図っていきます。 

イ 特別支援教育の理解促進のためのリーフレットの作成・配布 

特別支援教育の理解を促進するため、都教育委員会における特別支援教育の充実に向け

た取組の成果等について、毎年度、テーマを設定してリーフレットを作成し、都内公立学

校等に配布するとともに、都教育委員会ホームページに掲載して、広く情報発信していき

ます。 

ウ 「東京都教育の日」を生かした理解の促進 

都教育委員会では、毎年 11 月の第１土曜日を「東京都教育の日」として、都民の教育へ

の関心を高め、次代を担う子供たちの教育に関する取組を都民全体で推進し、都における

教育の充実と発展を図っています。 

特別支援学校では、引き続き、「東京都教育の日」の趣旨を踏まえ、学校公開や文化祭の

開催等により、保護者や地域の人々の特別支援教育への理解を促進するための取組を積極

的に実施していきます。 

エ 都教育委員会ホームページ等における特別支援教育に関する情報発信 

都教育委員会ホームページにおいて特別支援教育に関する情報を適時・適切に発信して

いくとともに、都教育委員会ツイッターを活用した理解促進に向けた行事の広報等を行っ

ていきます。また、障害のある児童・生徒の芸術作品を多くの都民に見ていただき、障害

者アートへの理解促進を図るため、こうした作品のホームページ上への掲載等を検討しま

す。 

オ 東京都特別支援教育推進室の情報提供機能の充実 

東京都特別支援教育推進室では、特別支援教育関係資料を収集しており、障害のある児

童・生徒の理解に役立つ書籍やＤＶＤ等を豊富に所蔵しています。 

また、専用ホームページを設け、特別支援学校への入学相談や入学者選考に関する説明
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会等の都民向けの説明会の周知等に活用しています。 

今後は、特別支援教育関係資料の貸出サービスについて、都民に広く利用を呼び掛ける

とともに、国、都及び区市町村等における特別支援教育に関する最新の取組等の情報を、

専用ホームページから一元的に得られるようにするなどして、利便性を高めていきます。 
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