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１ 町田市特別支援教育推進計画検討委員会設置要綱 

第１ 設置 

町田市特別支援教育推進計画の策定に関し必要な事項を検討するため、町田市特

別支援教育推進計画検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２ 役割 

委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

（１）町田市特別支援教育推進計画の策定に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、町田市教育委員会が必要と認める事項 

第３ 組織 

１ 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町田市教育委員会が委嘱し、又は指名する。 

（１）町田市公立小学校校長会の代表 １人 

（２）町田市公立中学校校長会の代表 １人 

（３）東京都立町田の丘学園の校長又は副校長 １人 

（４）小児精神科医等の医師 １人 

（５）学識経験を有する者 １人 

（６）町田市立小・中学校特別支援学級の保護者の代表 １人 

（７）町田市立小・中学校特別支援学級の保護者の代表 １人 

（８）市民の代表 

（９）市内の幼稚園園長の代表 １人 

（10）市内の保育園園長の代表 １人 

（11）町田市保健所の職員 １人 

（12）地域福祉部障がい福祉課の職員 １人 

（13）子ども生活部子ども総務課の職員 １人 

（14）子ども生活部子ども発達支援課の職員 １人 

（15）学校教育部指導室長 

（16）学校教育部指導課統括指導主事 

（17）学校教育部教育センター所長 

（18）学校教育部教育センター統括指導主事 

（19）学校教育部教育センター特別支援教育アドバイザー 

（20）学校教育部教育センター特別支援教育専任相談員 

第４ 委員の任期 

１ 委員の任期は、委嘱し、又は指名した日の属する年度の末日までとする。ただし、

4 年間年度ごとに振り返りを行い、評価をしていただくために任期を継続するもの

とする。また何かしらの事情で委員が交代する時は、委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。ただし、原則として、通算して１０年を限 

度とする。 

 

Ⅴ 資料編 
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第５ 委員長等 

１ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す 

る。 

第６ 会議 

１ 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求める 

ことができる。 

第７ 作業グループ 

１ 委員会に、委員の一部で組織する作業グループを置くことができる。 

２ 作業グループは、委員会から指示された事項について検討する。 

３ 作業グループの組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定 

める。 

第８ 庶務 

委員会の庶務は、学校教育部教育センターにおいて処理する。 

第９ 委任 

この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

 

附 則 

この要領は、２０１９年４月１日から施行する。 
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２ 町田市特別支援教育推進計画検討委員会委員名簿 

 

 選 出 区 分 氏 名 
１ 町田市公立小学校校長会の代表 関 雅人 

２ 町田市公立中学校校長会の代表 柳田 拓史 

３ 東京都立町田の丘学園校長 茂木 裕之 

４ 小児精神科医等の医師 西本 佳世子 

５ 学識経験を有する者 五十嵐 一徳 

６ 町田市立小・中学校特別支援学級の保護者の代表 舟﨑 美香 

７ 町田市立小・中学校特別支援学級の保護者の代表 米山 美佳 

８ 市民の代表 髙橋 圭子 

９ 市内の幼稚園園長の代表 早坂 悦子 

１０ 市内の保育園園長の代表 浦 和幸 

１１ 町田市保健所保健予防課長 上田 直子 

１２ 地域福祉部障がい福祉課長 中島 佳子 

１３ 子ども生活部子ども総務課長 鈴木 亘 

１４ 子ども生活部子ども発達支援課長 山之内 敦郎 

１５ 学校教育部指導室長兼指導課長 金木 圭一 

１６ 学校教育部指導課統括指導主事 宇野 賢悟 

１７ 学校教育部教育センター所長 林 啓 

１８ 学校教育部教育センター統括指導主事 辻 和夫 

１９ 学校教育部教育センター特別支援教育アドバイザー 丸 節子 

２０ 学校教育部教育センター特別支援教育専任相談員 前川 圭一郎 
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３ 町田市特別支援教育推進計画策定の経過 

 

日付 主な内容 

2019 年 

3 月 14 日（木） 

第 1 回合同作業部会（プログラム部会、ハンドブック部会） 

・策定の経緯について 

・検討事項の確認 

・役割分担 

４月 16 日（火） 第 2 回作業部会（プログラム部会） 

・作成内容確認 

・役割分担 

5 月 20 日（月） 第 1 回検討委員会 

・委員の委嘱 

・推進計画策定の経緯について 

・ハンドブック作成の経緯について 

・協議 

・今後のスケジュールについて 

5 月 30 日（木） 第３回作業部会（プログラム部会） 

・作成原稿確認 

・追加、修正箇所の確認 

７月 ４日（木） 第４回作業部会（プログラム部会） 

・作成原稿確認 

・追加、修正箇所の確認 

8 月 5 日（月） 第２回検討委員会 

・協議 

９月２５日（水） 第５回作業部会（プログラム部会） 

・作成原稿確認 

・追加、修正箇所の確認 

1０月１８日（金） 第６回作業部会（プログラム部会） 

・作成原稿確認 

・追加、修正箇所の確認 

11 月 18 日（月） 第３回検討委員会 
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４ 関係書類の様式 

○就学支援シート 

 
 
 
 
 
 
 
 

町田市では、来年度就学するお子さんに対して、「就学支援シート」を導入しています。「就

学支援シート」は、一人一人のお子さんが豊かで楽しい学校生活を送ることができるよう、

幼稚園・保育園・療育機関などと保護者が協力して作成し、お子さんが就学する学校へ引き

継ぐものです。学校では、「就学支援シート」をもとに、保護者と面談をしたり、協力して個

別指導計画などを作成したりして、お子さんが今まで培ってきた力を十分発揮できるように

していきます。学校と家庭がしっかりと手を結び、お子さんに必要と思われる支援や配慮に

ついて共に考えていきましょう。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子どものための 保護者のための 

学校のための 

１「就学支援シート」の目的 

 就学が決定した後に、幼稚園・保育園などでの子

どもの様子や気になることについて、就学支援シー

トを用いて小学校に引き継ぎます。小学校は、シー

トに書かれた内容を入学期の指導・支援に活用しま

す。この取組によって 

○ 子どものとまどいを少なくする。 

○ 入学後の学校と家庭と幼稚園・保育園などと

の相談活動を進めやすくする。 

など、子供の就学後の学校生活をより適切なものに

していくために作成するものです。 

２「就学支援シート」を作成する対象 

 「就学相談を受ける、受けない」にかか

わらず、就学する児童の誰もが作成・活用

できます。 

何らかの障がいがあると思われる児童、

対人関係や集団への適応がうまくできない

児童、文字や数の操作などある特定のこと

が習得できない児童、音や感触など感覚過

敏の児童など、就学にあたって、学校へあ

らかじめ伝えておきたいことがある児童に

ついて作成します。 

３「就学支援シート」が大切にしたい内容 

① お子さんの良いところ、好きなこと、得意なことなど、お子さんが楽しい学校生活を送ること

のできる手がかりを引き継いでいきます。 

② 家庭や幼稚園・保育園などで大切にしてきたことをお知らせください。お子さんに応じた言葉

かけや補助の仕方など、お子さんが意欲的に学習に取り組むために工夫してきたこと、落ち着

いて学習に取り組むことができるように工夫してきた環境の設定などを引き継いでいきます。 

③ お子さんが苦手なこと、支援の必要なこと、配慮の必要なことなどを引き継いでいきます。で

きれば、対応の仕方や配慮の仕方など支援の方策の手がかりになることをご記入ください。 
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４「就学支援シート」の記入にあたって 

① 「就学支援シート」は記入のない欄があっても結構です。ここだけは、というポイントがあれ

ば教えてください。 

② 「就学支援シート」の内容だけでは不十分と思われる場合には、必要に応じて関係書類などを

添付していただいても構いません。お子さんが楽しい学校生活を送ることができるよう、いろ

いろなヒントを教えてください。 

５ 各項目の記入にあたって 

① 好きなこと・得意なこと、嫌いなこと・苦手なことについて 

保護者の方は、気になる項目・支援が必要な項目にチェック（レ）を付けてください。その上

で、必要に応じて具体的に記入してください。 

② 性格・行動に関することについて 

お子さんの性格や行動で気になることについて具体的に記入してください。 

・多動性  ・衝動性  ・パニック  ・乱暴  ・こだわり など 

③ 指導上の工夫や必要な配慮について 

使用教材や教具、環境や働きかけの工夫、支援のコツ、効果のあった指導 など 

・使用教材や教具     ・指導内容や指導方法の工夫 

・指導上の配慮点     ・効果のあった指導方法、指示の仕方 など 

・幼稚園・保育園、療育機関などにおいて特に大切にしてきたこと 

・学校生活以外で支援が必要と思われる内容 

（例） 登下校、下校後の過ごし方、関係機関などとの連携 など 

６「就学支援シート」を受け取った学校での対応 

① 校長の指導のもと、就学支援シートの内容を校内委員会で検討し、確実に担任に伝えるととも

に、保護者との個人面談や幼稚園・保育園などとの引き継ぎ会をできるだけ早く実施し、シー

トの内容を入学後に活用します。 

② 「就学支援シート」の内容を手がかりに、子どもの実態に応じた言葉かけや補助の仕方など、

一人一人の子どもが意欲的に学習に取り組むことのできる指導や、落ち着いて学習に取り組む

ことのできる環境設定の工夫などに活用します。 
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７「就学支援シート」の作成とその活用 

 
① 子ども生活部・教育委員会が、「就学支援シート」の活用について、幼稚園長会・保育

園長会で説明し、幼稚園・保育園での準備を進めます。       【１０・１１月】 

②教育委員会が「就学支援シート」の活用について、特別支援教育教員研修会などで説明

し、各学校で準備を始めます。                     【１０月】 

③教育委員会が、保護者向けの説明文とともに、「就学支援シート」を幼稚園・保育園に配

布します。                              【１１月】 

④「就学支援シート」の作成を希望する保護者は、自己の考えで「就学支援シート」を作

成します。 まず、はじめに保護者の方が記入します。             

⑤幼稚園・保育園の方が記入します。そし

て、保護者の方に渡します。 

保護者の方は、幼稚園や保育園の先生

が記入した内容を確認してください。 

⑥保護者の方は、必要があれば療育機関などに記入を依頼します。 

⑦保護者の方は、幼稚園・保育園に「就学支援シート」を戻します。 

⑧幼稚園・保育園は、教育委員会へ「就学支援シート」を提出します。  【２月上旬】 

 ※送付先は、町田市教育センター 担当指導主事あて（〒194-0036 木曽東 3-1-3） 

⑨教育委員会は、「就学支援シート」を就学予定の学校へ送付します。   【２月下旬】 

⑩学校は、校長の指導のもと、校内委員会

でシートの内容を検討し、保護者との個

人面談や幼稚園・保育園との引き継ぎ会

を実施し、入学期の指導・支援に活用し

ます。           

子どもの実態に応じた言葉かけや

補助の仕方など、意欲的に学習に取

り組むことのできる指導法の工夫な

どに活用していきます。     
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○進学・転学支援シート 

進学・転学支援シートについて 

                                    町田市教育センター 

１ 目 的 
  「進学・転学支援シート」は、小学校から中学校へ進学する際、または、現在通学している学校か

ら転学する際に、通学している学校における子どもの様子や指導の工夫を引き継ぎ、学校生活に困難

さや苦手さがある子供の進学・転学後の学校生活を適切なものにしていくために作成するものです。 

 

２ 対象となる児童・生徒 
小学校においては、「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）」や「個別指導計画」をもとに、

必要な支援を行っていた児童及び特別な教育的支援が必要な児童で、中学校でも引き続き支援が必要

であると考えられる児童について、保護者の同意のもとに作成します。同様に、現在、通学している

小・中学校から転学する児童・生徒についても保護者の同意のもとに作成します。 

 

３ 進学・転学支援シートの主な内容 

・学習の様子と配慮 

・指導内容・方法の工夫や配慮などに関すること（指導で大切にしてきたこと） 

・進学・転学後も引き続き教育支援が必要と思われる内容や配慮事項など 

 

４ 進学・転学支援シートを受け取った学校での対応 

進学・転学支援シートに記入された今までの支援方法を参考にしながら、保護者と相談して、継続

的に支援を行っていきます。 

 

５ 進学・転学支援シートの作成の流れ（進学の場合） 

  ＊転学の場合は、適宜、作成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

①教育センターが進学・転学支援シートの活用について、校長会や副校長会、特別支援教育教員研修 

会等で説明し、学校側が準備を始める。       【１０月】 

②学校生活支援シート（個別の教育支援計画）や個別指導計画をもとに必要な支援を行ってきた小学 

校６年生の特別支援学級の担任や通常学級の担任は進学・転学支援シートについて該当する保護者 

へ伝え、希望する保護者については、進学・転学支援シートを作成する。  【１１～２月】 

③進学・転学支援シートを作成した学校は、町田市教育センター（特別支援教育担当）へ提出す 

る。その他の資料等は、シートの中に挟みこむ。       【３月上旬必着】 

⑤進学・転学先の学校は、今までの支援方法を参考にしながら、保護者と相談して継続的に支援を

行っていく。 

④町田市教育センター（特別支援教育担当）は、進学・転学支援シートを各中学校へ送付する。 

         【３月中旬】  
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進学・転学先学校名   

在 籍 学 校 名   

児 童 ・ 生 徒 氏 名   

新しい学校での 

生活のために 

町田市教育センター 

 子供には、さまざまな個性があり、豊かな可能性があります。一人一人

の背の高さや好きな食べ物などが異なるように、興味のもち方や物事への

こだわり方、友達とのかかわり方なども様々です。  
 現在、在籍校で、一人一人の子供が、どのようなことにやりにくさを感

じているのか、どのようなことでつまずいているのかを保護者と一緒に考

え、支援の方法を工夫していきたいと考えています。  
子供が今まで培ってきた力を十分発揮できるよう、今まで蓄積された情

報を進学する学校でも引き継ぎ、発展させていくことが大切です。  

進学・転学支援シート 

 ２０２０年度向け 

42 
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児童・生徒 児童・生徒氏名（          ） 

Ⅰ 健康・生活の様子と配慮事項              

身体・健康  
＊視覚、聴覚、発音、筋力、食事などの様子と配慮事項。  
 

環 境  
＊音や集団などの環境に対する配慮事項。  
 

日常生活 
＊医療機器や用具の使用、排泄など配慮事項。  

 
Ⅱ 学習の様子と配慮事項               

人との 

かかわり 

人との 

かかわり 

誰とでもかかわれる、特定の相手とならかかわれるなどの様子と配慮事項 
 
 

集団への 

参加 
集団での指示・理解や集団参加への支援の程度、配慮事項 
 
 

意 思 疎 通
の方法 

言語・指示の理解、要求の伝達方法、配慮事項 
 
 

学 習 
（ことば・数など） 

国語 
好きなことがら、苦手な項目、読む・書く・聞く・話すこと、有効な支援方法など 
 
 
 

 
算数 

数学 

好きなことがら、苦手な項目、特に重視した課題、有効な支援方法など 

 

 
運 動 
（粗大・微細運動） 

 
 

指導内容・方法 

 

＊教材や教具、環境や働きかけの工夫、支援のコツ、パニックが起こったときの対応方法、効果的な指導など 

 
Ⅲ 性格・行動に関する配慮事項 
 

 
記載者          印  
校 長          印       作成年月日  ２０２０年  月  日  

●進学後の生活に関する家庭の意向、要望、期待など ＊保護者記入欄 

学校生活  
＊身体・健康、日常生活における配慮事項  
 
 

その他   
 

特別な介助は必要としないが、注意がそれやすく全体への指示は通りにくい。

作業等の見通しを持つことが困難なため、手順を箇条書きにして示した。  

読書は好きだが、音読より黙読した方が理解できた。拗音や○年生程度の漢字を

書くことにつまずきがある。作文は、添削後にワープロで清書した。  

食べ物は、好き嫌いはないが、食べやすく工夫する必要がある。  

記入例 

視覚的教材の活用、解答用紙の拡大コピー、課題や宿題の量を軽減した。パニックの予兆をつかみ、心を静め

るためのサインや部屋を決めた。係分担やクラブ活動など、本人の長所や興味を生かし認められた活動など。 

指導者の口元や友達の動きが見える席にし、周囲を見ながら作業できるようにしている。

両耳とも補聴器を装用している。また、補装具を装用している。  

大きな音や集団がざわざわしていると落ち着かなくなる。高音が苦手である。  

各 項 目 に 書 き き れ な い と き は 、別 紙 に 記
入 し 、 貼 り 付 け る な ど し て く だ さ い 。  

通級指導学級や専門機関との連携方法、通級した日の配布物や評価についての

対応など。  
 

走るときにやや左に重心がかかる。はさみの使用は、時間を多めにとれば、一人でできる。 

誰にでもよくあいさつをする。自分が悪いことを指摘されるとパニックにな

り、机の下にもぐってしまう。少し待ってから声をかけると戻ってきた。  

担任とのコミュニケーションは良好だが、知らない人と話すのは苦手である。  

口頭の指示では理解が難しい。個別の指示が必要である  

 

計算は学年相当にできるが、文章題は苦手である。  

43 
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５ 就労への道 

特別支援教育を進めるにあたって、将来の就労が保護者にとっても重要な関心事になっ

ています。そのことについて下記の法律ができたことが障がいのある子供の保護者にとっ

ても、企業においても大きな意識や環境の変化を起こしています。 

（１）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について 

（以下「障害者差別解消法」という） 

 障害者差別解消法は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有

の尊厳の尊重を促進することを目的に定められた障害者権利条約の原則を具体化する

ために、２０１３年（平成 25 年）に制定されました。 

①障害者差別解消法の目的 

    この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の

行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消

するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によ

って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会

の実現につなげることを目的としています。 

 

②障害者差別解消法の概要 

この法律では、主につぎのことを定めています。 

1 国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者による「障害を理由とする差別」 

を禁止すること。 

2 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成す 

 ること。 

3 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応 

要領」・「対応指針」を作成すること。また、相談および紛争の防止等のための体 

制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置につい 

て定めています。 

 

③障害を理由とする差別とは 

    この法律では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」および「合理的配慮の 

不提供」を差別と規定しています。 

 

④不当な差別的取扱いの禁止 

    障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、 

条件を付けたりするようなことが禁止されます。 

 

⑤合理的配慮の提供 

    個々の場合において、障害のある方から社会的障壁の除去を必要としている旨の

意思の表明があった場合に、実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある方の

権利利益を侵害することがないように、合理的配慮を提供することです。 

 

⑥社会的障壁とは 

障害者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。 

１ 社会における事物（通行、利用しにくい施設、設備など） 
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２ 制度（利用しにくい制度など） 

３ 慣行（障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など） 

４ 観念（障害のある人への偏見など） 

 

（２）都立特別支援学校等の取組 

現在、高等学校での状況は、軽度知的障がいのある生徒を中心に、障がいのある生徒

が年々増加しています。高等学校を卒業した生徒は、６割が授産施設に入所・通所し、３

割は企業等で働いています。授産施設では、入所・通所者の高齢化と定員不足が起きてお

り、高等学校卒業生の進路確保が難しくなってきているのが現状です。法定雇用率の引き

上げや対象企業の拡大も図られており、高校生を雇用する企業は、今後も増加していくと

みられていますが、一般就労できれば、より多い収入が得られ、労働意欲が高まると思わ

れます。 

障がい者が働きたいという意欲を活かして、安定した生活をおくるためには、軽度知

的障がい生徒をはじめ一般就労希望者をできるだけ一般就労に結び付け、中・重度知的障

がい生徒の福祉就労先を確保する取り組みが重要となってきます。今後は、軽度の知的障

がいの生徒を対象とし、職業教育に特化した新たな学校システム「高等特別支援学校」を

整備したり、あるいは職業教育に特化した専門学科「総合産業学科」を設置して、多様な

業種への就労に対応可能な専門教科を実施したりして、希望する業種や職業適性等を踏ま

えて自ら進路を選択し、就職に直結する力を高めるためのカリキュラムを編成したりする

ような方法が必要であるかと思われます。この「高等特別支援学校」が整備されると、中・

重度の生徒へのきめ細かな支援が可能となり、リーダー意識も芽生え、就職できる生徒も

増える可能性があるとのことです。 

また、職業教育に特化した専門学科「総合産業学科」を設置して、多様な業種への就

労へ対応可能な専門教科を実施しているのは「東京都立南大沢学園」で、平成 22 年４月

に開校しました。東京都立の高等特別支援学校は、平成１８年４月に開校した永福学園か

ら３校目で、すべて同じ理念のもと、就業技術科（サービス系の５コース）を設置し、専

門教育に関する教科として、自分の得意分野を探すためにトライアル実習にて①～⑤の全

コースを経験して３年で自己決定：ライフスタイルを描くということを行っています。 

【流通・サービス】 ①ビルクリーニング  ②エコロジーサービス 

③ロジスティクス      ④食品加工     ⑤福祉 

雇用に直結する教科を設定し、企業での課題に対する指導を徹底、学校で培った基礎

基本を発展し、働く意欲・職業マナーの向上を目指しています。 

コース選択により、多様な業種の体験が可能となり、長期間の企業内実習が可能、ま

た専門高校の実習室を活用したり、特別支援学校の専門教科の授業を一緒に行ったり、各

校の強みを相乗効果的に活用することで、お互いの教育内容の質を向上させることができ

ます。障がいのある生徒とない生徒が日常的に交流や共同学習を実施できるなど新しい方

策が進められています。 

 

これらの高等学校での実例で、高等学校までは障がいのある方の就労への取り組みが

進んできていることが分かります。就労は、小学生、中学生のうちから教員がどれだけ個々

の特性にあった就労について導くことができるのかが重要であり、体験を生かした職業教

育、進路指導の充実を図ることの必要性をどこまでできるのかが課題となってきます。  
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（３）先進的に障がい者の雇用を行っている企業等の意見 

 ・企業等における雇用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社キューピーあい 代表取締役社長 中林 良則 

 

 創立当時６名だった障害者社員も現在では、６６名に増えました。業務内容も、

管内物流、清掃業務、売店食堂、リラクゼーション、デザイン印刷、発送業務、Ｄ

Ｍ封入、工場ユニフォームレンタル業務、農作物と業務も多岐にわたります。 

 私たちは障がい者の皆さんを決して労働力とは考えず、個人の能力を日々の仕事

によって伸ばしてあげることが自立につながり、自立を支援することが私たちの使

命であると考えています。ご家庭での５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）が

しっかりと習慣化されていれば、私たちが働くアセスメント・環境整備・提供の仕

方を準備することで、徐々に仕事に向かう態度ができ始め、能力も向上します。長

い時間を経て、積極性、責任感、協力、協調性が育まれて行くわけです。日々反復

することで能力は向上し、段取りしながら一人で最後まで仕事ができるようになり

ます。キューピーアイは共生社会を目指し、障害者雇用に日々取り組んでいます。 

社会福祉法人 ボア・すみれ福祉会 ニーズセンター花の家施設長 畠山 史郎 

 

 2013 年 3 月に特別支援学校を卒業された後、花の家に事務員として一般就労さ

れた方を紹介します。その方は身障手帳 1 級をお持ちの方で、移動は電動車いすを

利用します。知的障がいはありません。人柄は良くコミュニケーションや人間関係

は良好です。卒後の進路を考える際、保護者は福祉施設の利用を要望しましたが、

学校は本人の力と可能性を信じて一般就労を推していました。最終的には本人の気

持ちを大切にすることで合意し、就労を目指すことになりました。通勤は自主通勤

が前提でしたが、この方の場合は公共交通機関を使った自主通勤はできませんでし

た。今なら合理的配慮と言えそうですが、色々な意見はあったものの利用者が乗る

送迎バスを利用することで決着しました。仕事内容は様々なデータのＰＣ入力を中

心に、電話応対、ポスター作成等を行っています。給料を貯めて、家族を旅行に連

れていくなど、今の生活を楽しんでいるようです。 
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町田市役所 総務部職員課担当課長 牧 伸子 

  

町田市役所では、毎年継続して身体障がい者を常勤職員として採用しており、最近

１０年では年に２名程度の採用を行っています。地方公務員であるため、決まった勤

務時間に対応できる方という制約はありますが、障がい者であってもそれぞれの適性

を活かし、健常者の職員と同じように働くことができ、実際に福祉、税務、産業など

さまざまな分野で活躍しています。基準に基づく定期的な異動もあり、複数の業務を

経験できることも魅力のひとつです。採用に当たっては、それぞれの適性を活かせる

よう、障がいの状況について一人ひとり確認しています。また、採用後も産業医面談

によるフォローを行っているほか、障がいのある職員にアンケートを行い、可能な限

り最大限に職員の意見を取り入れた職場環境の整備を行っております。２０１９年度

現在、常勤職員としての採用は身体障がい者に限られている（※）ため、今後、精神

障がい者、知的障がい者にも門戸を広げられるよう、職場環境の整備やサポート体制

の充実を図っているところです。 

（※）２０１７年度から２名の知的障がい者を非常勤職員として採用しています。 

みずほビジネス・チャレンジド株式会社企画部職場定着支援チーム 大森 理智 

 

当社は、みずほフィナンシャルグループの特例子会社です。町田市にある本社の外、

銀行本部ビル内（大手町・内幸町・呉服橋）に 3 箇所の事務所と横浜市鶴見に業務セ

ンターがあり、様々な障がい（肢体・聴覚・内部・視覚・知的・精神・発達）を持っ

た社員が 260 名を超え、各種銀行事務、事務補助業務を行っています。 

本社の雇用スタイルは、様々な障がいを持つ者が混在するチーム編成とし、障がい

を持つリーダーを中心に協力して業務を行っています。その結果、お互いに障がいを

受容する動きが生まれ、相互に助け合う環境が育ち、ながくはたらきやすい職場とな

っています。また、障がいを持つ社員の職場定着支援を専門に行うジョブコーチが社

内に 36 名在籍、業界随一の規模となっています。ジョブコーチは拠点毎に常駐し、

社員の業務サポートをはじめ、定期・不定期の面談等、日々相談対応・アドバイスを

行い、安心して働きやすい環境作りに努めています。 
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現        在 

仕事を探したい！ 

どんな仕事があるの？ 

何から始めればいいの？ 

いろいろ不安がある・・・ 

知識や能力をつけて 

  就職したい！ 

障がい者の就職 

サイト等で自分で探す 
求職 

A．仕事の紹介・相談先 

うまくいかない時は … 

B．就職・職場問題の相談先 

アドバイスを元に活動 

C．技能・能力をつける 

訓練施設 等 

相談 相談 

能力をつけて挑む 

うまくいかない時は … 

就職活動 

就職活動 

就職活動 

職場の悩みを相談 相談 

相談 

障がいのある方向けの仕事の見つけ方 道のり 

①ハローワーク町田 

（障がい者向け窓口あり） 

就労移行支援事業所 

⑧東京障害者 

職業能力開発校 

⑥東京障害者職

業センター 

⑦国立職業リハビリ 

テーションセンター 

⑨東京しごと財団 

障害者就業支援課 町田市障がい者就労・生活支援センター 

    ②りんく    ③レッツ 

④障がい者就労支援センター 

     らいむ 

⑤障害者就業・生活支援センター 

      タラント 

学校の先生 

（在学の場合） 

（４）就労への道のり 
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A．仕事の紹介・相談先
                      町田市森野 2-28-14 1 階 

                      電話：042-732-7316 FAX：042-732-8724 
 

【支援の内容】ハローワークは国が設置した、仕事を紹介し就職の支援をする機関です。 

仕事を探しているときは、まずハローワークにご相談ください。 

 

【特   徴】障がい者のために専門の職員・相談員を配置し、求職申し込みから就職後

のアフターケアまで一貫した職業紹介、指導等を行います。 
 

 

B．就職・職場問題の相談先 
                          町田市原町田 4-24-6 せりがや会館 1 階 
                          電話：042-728-3161 FAX：042-728-3163 
 

【支援の内容】就労全般に関する相談や面接同行等の就労支援を行います。就職後は、 

職場定着支援を行い就職先の定着を図ります。相談は予約制です。 

 

【特   徴】身体障がい者、知的障がい者を対象としています。 

 
                          町田市原町田 4-24-6 せりがや会館 1 階 
                          電話：042-728-3162 FAX：042-728-3164 
 

【支援の内容】就労全般に関する相談や面接同行等の就労支援を行います。就職後は、 

職場定着支援を行い就職先の定着を図ります。相談は予約制です。 

 

【特   徴】精神障がい者、高次脳機能障がい者及び発達障がい者を対象としています。 

 
                          町田市中町 1-9-20-101 
                          電話：042-721-2460 FAX：042-721-2460 
 

【支援の内容】就労を希望される方の準備支援や、就労後に職場定着支援を希望される方 

にジョブコーチ支援をします。支援には会員登録が必要となります。 

 

【特   徴】障がいの種別を問わず、法人内施設だけでなく、ハローワークや障害者職 

業センターとも連携を取り、就労に関する包括的な支援を行います。 

 
                         八王子市明神町 4-5-3 橋捷ビル 4 階 
                              電話：042-648-3278 FAX：042-648-3598 
 

【支援の内容】就職の相談、訓練機関の紹介、事業所での職場実習などの機会の提供、 

ジョブコーチを活用した定着支援等を行います。相談は予約制です。 

 

【特   徴】障害者手帳をお持ちの方を対象とし、障がいをオープンにした就職支援を

行います。多摩地域をまたがり、福祉機関と連携した支援を行います。                   

 

 

④障がい者就労支援センター らいむ 

③町田市障がい者就労・生活支援センター レッツ 

②町田市障がい者就労・生活支援センター りんく 

①ハローワーク町田 

⑤障害者就業・生活支援センター タラント 
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C．就職のために必要な技能・能力をつける訓練施設 等 
 

                        立川市曙町 2-38-5 立川ビジネスセンタービル

5 階                      電話：042-529-3341 FAX：042-529-3356 

 

【支援の内容】障害者職業カウンセラーによる職業相談・助言、作業や講習会を通じた 

就職支援、特に精神障がいの職場復帰に向けた支援を行います。 

 

【特   徴】ハローワークと連携しており、種別を問わない障がい者支援と同時に、 

雇用する事業者の支援をします。その例として、障がい者と雇用者双方に

対してジョブコーチによる支援が行われます。 

 
                        

  

 

【支援の内容】職業人として必要な知識・技能の訓練を障がい状況に配慮して行います。

訓練内容は、機械・電子技術を学ぶメカトロ系、情報処理技術等を学ぶビ

ジネス情報系、障がい状況に合わせた業務技術を学ぶ職域開発系等があり

ます。 

 

【特   徴】８０％を超える高い就職率が特徴です。障がいの種別は問わず、ご利用で

きます。 

 
                         小平市小川西町２丁目３４番１号 
                         電話：042-341-1411 FAX：042-341-1451 

 

【支援の内容】身体障がい者、知的障がい者を対象に職業訓練や生活習慣トレーニングを 

行っています。資格取得に向けて、情報系、ビジネス系、医療・福祉事務 

系、グラフィックメディア系、ＯＡ実務系等の職業訓練があります。 

 

【特   徴】職業的自立が見込まれ、１日８時間の訓練を受けられる方を対象とします。 

また、ハローワークへの登録も必要となります。 

 
                        千代田区飯田橋 3-10-3 東京しごとセンター8 階 

             電話：03-5211-2681 FAX：03-5211-2329 

 

【支援の内容】職業訓練、就活セミナー、企業見学会、職場体験実習、合同企業説明会、 

企業情報連絡会、東京ジョブコーチ支援事業等を行っています。 

 

【特   徴】ハローワークや地域の障がい者就労支援機関と連携し、障がいの種別は 

問わず、その地域の情勢に応じた事業を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

⑨東京しごと財団 障害者就業支援課 

⑧東京障害者職業能力開発校 

⑦国立職業リハビリテーションセンター 

⑥東京障害者職業センター 多摩支所 

埼玉県所沢市並木 4-2 
電話：04-2995-1201 FAX：04-2995-1277 
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６ 町田市障がい者支援センター 

 

障がいに関するさまざまなご相談を専門のスタッフがお受けします。お住まいの地域の

障がい者支援センターは、以下のとおりです。 

【開所日】 月曜日～金曜日（土曜日・日曜日・祝休日、年末年始を除く） 

【開所時間】 8:30～17:00 

【障がい者支援センターの所在地・連絡先】 

 

 

 

 

 

〒194-0212 

小山町 123４-1 

電話：0４2-79４-8790 

FAX：0４2-798-2290 

[駐車場]施設敷地内にあります。 

[交通]「御獄堂」バス停下車 徒歩 3 分 

 

〒19４-0203 

図師町 1677-1 

電話：0４2-79４-４851 

FAX：0４2-79４-４852 

[駐車場]施設敷地内にあります。 

[交通]「図師大橋」バス停下車 徒歩 2 分 

堺地域障がい者支援センター 

担当地域 

相原町、小山町、 

小山ヶ丘 

忠生地域障がい者支援センター 

担当地域 

上小山田町、下小山田

町、忠生、小山田桜台、

矢部町、常盤町、根岸

町、根岸、図師町、山

崎町、山崎、木曽町、

木曽西、木曽東 
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〒195-0053 

能ヶ谷 3-2-1 

鶴川地域コミュニティ 1 階  

電話：0４2-708-8821 

FAX：042-708-8977 

[駐車場]鶴川地域コミュニティ内の駐車場をご利用ください。 

[交通]小田急線鶴川駅から徒歩 7 分 

 

〒19４-0013 

原町田 5-４-3 

第２大塚ビル 1 階 101 

電話：0４2-709-1301 

FAX：042-709-1302 

 

 

 

〒19４-0015 

金森東 3-18-16 

合掌苑桂寮 1 階  

電話：0４2-706-962４ 

FAX：042-706-9632 

[駐車場]敷地内にあります。 

[交通]「市営住宅入口」バス停下車、徒歩５分 

町田地域障がい者支援センター 

担当地域 

原町田、中町、森野、

旭町、本町田、南大谷、

玉川学園、東玉川学園 

鶴川地域障がい者支援センター 

担当地域 

小野路町、野津田町、

金井、金井町、大蔵町、

薬師台、能ヶ谷、三輪

町、三輪緑山、広袴、

広袴町、真光寺、真光

寺町、鶴川 

南地域障がい者支援センター 

担当地域 

鶴間、小川、つくし野、南

つくし野、金森、金森東、

南成瀬、成瀬、成瀬が丘、

西成瀬、成瀬台、高ヶ坂、

南町田 
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７ 放課後等デイサービス 

 

就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の

ための訓練等を継続的に提供します。サービス利用についての相談・問合せはお住まいの

地域の障がい者支援センターで承ります。 

施設名 
電話 

（０４２） 

FAX 

（０４２） 
所在地 運営主体 

プラナスデイサービス 

センター 
812-0276 812-0276 小山町 4319-2 （特）プラナス 

あらぐさ 860-0848 860-0849 下小山田町 231-1 （福）ウィズ町田 

ボワ・エール 797-6004 797-4824 下小山田町 3267-２ 
（福） 

ボワ・すみれ福祉会 

ナカミチ児童デイサー 

ビス忠生 
794-9083 794-9084 

忠生３－２５－１１ 

忠生ビル２－Ｂ 
（株）ナカミチ 

アイ・らんど忠生 794-9366 794-9367 
山崎町２０５５－２ 

Ｃ－１１３ 
（株）アイケア 

ボワ･コンサール 791-5262 794-9380 木曽西 2-6-12 
（福） 

ボワ・すみれ福祉会 

ボワ･フルール 789-6330 789-6331 木曽西 3-11-10 
（福） 

ボワ・すみれ福祉会 

おもちゃ箱まちだ 794-9117 794-9118 木曽西 3-18-2-2 階 （株）おもちゃ箱 

Ｋｉｄｓテラス木曽西 794-9601 794-9602 木曽西 4-5-2 1 階 
（株）オン・ザ・ 

プラネット 

重症心身障がい児放課後

等デイサービスきらら 
793-2773 793-2773 木曽西 5-20-10 （有）Ｇ 

放課後等デイサービス 

キンダーハウス 
810-1700 810-1700 金井 3-24-1 キンダー（株） 

放課後等デイサービス 

キンダー 
810-1123 810-1123 

大蔵町 530-16 

プランドール須崎 B 
キンダー（株） 

地域生活支援センター 

かのん 
736-4239 860-5360 鶴川 2-14-24 （特）はとぽっぽ 

トゥモローフィールド 

町田 
794-7810 794-7830 

原町田 5－3－17 

小井土ビル 2F 

（株） 

スリーフィールド 

星の王子 850-8502 850-8547 
中町 3-6-12 

町田向井田ビル 1 階 

（株）ヒーローズ 

コーポレーション 

運動療育で生きる力を 

育む シエル 中町教室 
794-7256 794-7258 

中町 3-10-9 

アーバン第 3 ビル 

ラ・ヴィ 201 

（株）IDSE 

ぴっころもんど 785-5141 860-7257 中町 4-13-1 1 階 
（一社）なれっじ・

ネットワーク 
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施設名 
電話 

（０４２） 

FAX 

（０４２） 
所在地 運営主体 

ハッピーテラス 

町田駅前 
851-8084 851-7819 

森野 2-2-36 

Wald202 2 階 
（株）現代企画 

Ｋｉｄｓテラス森野 785-4528 785-4527 森野 5-14-19 1 階 
（株）オン・ザ・ 

プラネット 

放課後等デイサービス 

アイ・ランド町田 
732-3670 732-3680 旭町 2-12-2 （株）アイケア 

運動療育で生きる力を 

育む シエル 町田教室 
810-2236 810-2237 

旭町 2-13-3 

サンライズ旭町２階 
（株）IDSE 

でんでん虫の家・町田 720-5231 720-5231 
本町田 97 

イ－4号棟0－1 号室 
（特）あ・うん 

わいわいプラス 

町田教室 
709-3481 709-3486 

本町田 1297-1 

ラ・ベルチュ町田 1- 

3 号室 

ムック（株） 

ナカミチ 

児童デイサービス本町田 
860-6877 860-6855 本町田 2020-5 （株）ナカミチ 

つぼみクラブ 860-7348 860-7548 

本町田 2973-7 

本町田マリノビル

202 号 

（株）つぼみ 

つぼみ アウラ 709-1401 709-1402 本町田 2977-3 （株）つぼみ 

レ・マーニ 721-4471 721-4471 玉川学園 1－5－21 （特）レ・マーニ 

つくしんぼ 796-8468 850-6237 南つくし野 1-11-3 （特）はらっぱ 

ウイングまちだ成瀬 794-7185 794-7186 南成瀬 6-1-1 （特）空の翼 

アイ・らんど成瀬 860-6945 860-6946 成瀬 7-10-6-110 （株）アイケア 

星の翼 851-7612 851-7613 中町 4-12-20 
（株）ヒーローズ 

コーポレーション 

【２０１９年１０月１日現在】 
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８ 用語集 

あ 行 

アセスメント 

利用者に必要な援助や生活全般における問題状況等を正確に把握し、その解決のための方向性等

を分析すること。 

 

インクルーシブ教育システム 

 「障害者の権利に関する条約」第２４条によると、人間の多様性の尊重等の強化，障がい者が精

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

能とするとの目的の下、障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組みを言う。 

障がいのある者が、教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等

教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要とされてい

る。 

 

か 行 

学校生活支援シート（個別の教育支援計画） 

障がいのある幼児・児童・生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応

していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な支

援を行うことを目的として策定する計画。 

策定にあたっては、教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組みを含め関係

機関、関係部局の密接な連携協力が不可欠となる。 

 

校内委員会 

障がいなどにより支援が必要な児童・生徒の実態把握や支援方法の検討等を行うため、各学校に

設置している特別支援教育に関する委員会のこと。委員会は、管理職、主幹教諭、特別支援教育コ

ーディネーター、対象児童・生徒の学級担任、養護教諭、特別支援学級教諭等で構成されている。 

 

合理的配慮 

「障害者の権利に関する条約」第２条により、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本

的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定

の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをい

う。」と定義されている。 

 

交流及び共同学習 

学校生活において、都立特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童・生徒が通常学級に在籍す

る児童・生徒と共に学んだり、行事に参加するなどの交流をすること。２００４（平成１６）年に

改正された「障害者基本法」に規定されている。 

 

固定学級（肢体不自由学級） 

 脳性マヒや進行性筋萎縮症などにより身体に不自由がある児童・生徒を対象とした特別支援学級。 

 児童・生徒は、この学級に籍を置き、障がいや発達に合わせて、個別学習やグループ学習により、

基礎的な能力を身に付ける学習のほか、理学療法士、作業療法士による自立活動を行っている。 



56 
 

固定学級（自閉症・情緒障がい学級） 

 発達障がいである自閉症や、心因性の選択性かん黙などのある児童・生徒を対象とする特別支援

学級。 

 児童・生徒は、この学級に籍を置き、障がいや発達に合わせて、個別学習やグループ学習により、

言語の理解と使用や、場に応じた適切な行動などができるようにするための学習をしている。 

 

固定学級（知的障がい学級） 

知的な発達に遅れがある児童・生徒を対象とした特別支援学級。 

児童・生徒は、この学級に籍を置き、障がいや発達に合わせて、個別学習やグループ学習により、

基礎的な能力を身に付ける学習のほか、身辺自立の練習などを行っている。 

 

個別指導計画 

児童・生徒の障がいの状態等に応じたきめ細かな指導を行うため、教育課程や個別の教育支援計

画等を踏まえ、より具体的に一人一人の教育的ニーズに対応し、指導目標や指導内容・方法等を盛

り込んだ指導計画のこと。 

 

さ 行 

サポートルーム（特別支援教室） 

特別支援教室のことを、本市ではサポートルームと呼んでいる。特別支援教室については P.58

を参照。 

 

肢体不自由 

身体の動きに関する器官が、病気やけがで損なわれ、歩行や筆記などの日常生活動作が困難な状

態を言う。医学的には、障がいの発生の原因にかかわらず、四肢体幹に永続的な障がいがあるもの

を肢体不自由と言う。 

 

就学支援シート 

「就学支援シート」は、幼稚園・保育園等に通っているお子さんが、小学校入学後、戸惑いを少

なくし、就学後の学校生活をより適切なものにしていくために、幼稚園・保育園・療育機関等と保

護者が協力して作成し、就学する学校に引き継がれる資料のこと。 

 

就学相談委員 

町田市障がい児就学相談委員会の委員のこと。町田市障がい児就学相談委員会では、何らかの特

別な支援が必要な児童・生徒に対して適切な教育を行うことができるように、就学・転学等に関す

る事項を専門的、総合的立場から検討している。この委員会は、学校、教育関係、福祉・保育関係、

医療関係等の専門家で構成されている。 

 

情緒障がい 

状況に合わない感情・気分が持続し、不適切な行動が引き起こされ、それらを自分の意思ではコ

ントロールできないことが継続し、学校生活や社会生活に適応できなくなる状態を言う。 

 

スクールカウンセラー 

学校において、不登校や問題行動などに対応するため、相談業務を行う心理専門家のこと。東京

都では、２０１４年度から公立の全小・中学校に配置している。  
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スクールソーシャルワーカー 

市立小・中学校の児童・生徒が抱える不登校、いじめその他の問題を解決するために教育委員会

が配置している職員のこと。 

 

た 行 

知的障がい 

知的機能の発達の明らかな遅れと、適応行動の困難性を伴う状態が発達期に起こるものを言う。 

 

通級指導学級（言語障がい） 

 口蓋裂（こうがいれつ）、吃音（きつおん）などにより、発音や話し方に課題があるが、通常学

級での学習におおむね参加可能な児童を対象とし、教員が児童の在籍校を巡回して指導する学級。 

 児童は、通常学級に籍を置き、週１～２回程度、この学級において、ことばや発音などの指導を

受けている。 

 

通級指導学級（弱視） 

 矯正しても十分な視力を得ることができないが、通常学級での学習におおむね参加可能な児童を

対象とし、教員が児童の在籍校を巡回して指導する学級。 

 児童は、通常学級に籍を置き、週１～２回程度、この学級において拡大鏡やレンズを使用した物

の見方など、視覚を通して物事を理解するための視知覚向上練習や、運動能力及び表現力を向上さ

せるための練習などを行っている。 

 

通級指導学級（情緒障がい等） 

 情緒の不安定や社会性の未発達のため、対人関係や集団への適応に困難を示す、文字や計算など

特定の分野に発達の偏りがあるが、通常学級での学習におおむね参加可能な児童・生徒を対象とし

た学級。 

 児童・生徒は、通常学級に籍を置き、週１日程度、指定の通級指導学級に通い、コミュニケーシ

ョン能力を伸ばす、社会性を養うなどの指導を受けている。 

 

通級指導学級（難聴） 

 補聴器を使用しても話し声を聞き取ることが困難であるが、通常学級での学習におおむね参加可

能な児童・生徒を対象とし、教員が児童・生徒の在籍校を巡回して指導する学級。 

 児童・生徒は、通常学級に籍を置き、週１～２回程度、この学級において補聴器を使用しての聴

能練習、発音の指導やグループ指導を受けている。 

 

特別支援学級 

 障がいなどにより、通常学級における指導では十分な指導の効果を上げることが困難な児童・生

徒に対して、きめ細かな教育を行うために、特定の小学校及び中学校に設置された少人数の学級。 

 

特別支援教育 

従来の「特殊教育」から転換された新しい教育制度で、障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社

会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、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・克服するために適切な指導や必要な支援を行う

もの。  
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特別支援教育コーディネーター 

特別な支援が必要な児童・生徒の教育を支援するため、市立小・中学校、特別支援学校等におけ

る学校内外の連絡調整（保護者の相談窓口、校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学

校との連絡・調整など）を担当する教員。 

 

特別支援教室（サポートルーム） 

 情緒の不安定や社会性の未発達のため、対人関係や集団への適応に困難を示すことがある児童・

生徒が指導を受ける教室で、「通級指導学級（情緒障がい等）」との違いは、教員が、指導を行う児

童・生徒の在籍校（巡回校）へ訪問し指導を行うことである。 

 

都立町田の丘学園 

東京都が、昭和４７年１２月２７日に設置し、昭和５０年４月より全国に先駆けて知的障害教育

部門と肢体不自由教育部門を併せもつ特別支援学校。 

通学区域は町田市全域で、在籍者は、２０１９年５月１日現在で、 肢体不自由教育部門小学部

１７名、中学部１４名、高等部２０名の計５１名、知的障害教育部門小学部１１４名、 中学部６

８名、高等部１５７名の計３３９名、全校で８１学級、児童・生徒数３９０名である。 

 

な 行 

ノーマライゼーション社会 

障がいのある人もない人も、共に住み慣れた地域の中で、普通の生活が送れるような社会を言う。 

 

は 行 

発達障がい 

発達障がいは、いくつかのタイプに分類されており、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群、

注意欠如・多動性障がい(ＡＤＨＤ)、学習障がい、チック障がいなどが含まれる。これらは、生ま

れつき脳の一部の機能に障がいがあるという点が共通している。 

 

副籍 

都立特別支援学校に在籍している児童・生徒が、住んでいる地域の通学区域の市立小・中学校に

副次的な籍をもち、学校便りなどの交換（間接的交流）、学校行事や教科における交流及び共同学

習（直接的交流）を、生徒・児童の実態等に応じて、計画的に実施する制度のこと。 

 

ま 行 

町田市特別支援教育アドバイザー 

 サポートルームの円滑かつ効果的な運営・教員の専門性や指導力向上のための支援を行う。学級

経営及び授業における必要な配慮事項や支援内容の理解に関する周知や町田市特別支援教育授業

リーダーへの指導・助言を行っている。 

 

町田市特別支援教育巡回相談員 

 学校からの要請に応じて、通常の学級に在籍する特別な支援や配慮を要する児童・生徒の実態を

把握するとともに、指導補助や専門家チームへの連絡パイプ役を行う。  
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町田市特別支援教育専任相談員（町田市特別支援学級専任相談員） 

 学校の要請に応じて、派遣をする。特別支援学級、通常の学級を問わず、特別な支援や配慮を要

する児童・生徒の状況を観察して相談にのったり、校内研修会で指導・助言を行ったりする。 

 

町田市特別支援教育専門家チーム 

 医師や大学教授、公認心理師など複数で編成され、学校からの要請に応じて派遣をする。保護者

への支援方法や対象児童・生徒の授業参観を行い、指導方法等についての指導・助言を行う。 

 

民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相

談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めている。民生委員は、児童委員を兼ねており、

地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中

の心配ごとなどの相談・支援等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
○「障害」の「害」の表記について 

 町田市では、ノーマライゼーション社会の実現を目指し、心のバリアフリーを推進

するため、市が使う「障害者」等の表記について、「障害」という言葉を「ひと」につ

いて使用する場合は、「障がい」と表記するか、可能な場合は他の言葉で表現していま

す。 

 ただし、国の法令や町田市以外の地方公共団体条例・規則等に基づく制度、施設名、

あるいは団体等の固有名詞については変更しません。 
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