
一中

拠点校と巡回校
小学校に関しては、福生市立小学校を福生地区と熊川地区の２つのグループに分け、福

生地区は福生第三小学校、熊川地区は福生第五小学校に拠点校を置く。教員は、拠点校から
グループ内の各校（巡回校）に行き、指導する。 
 中学校の拠点校と巡回校に関しては、利用している生徒数の実態に応じて設定している。 

特別支援教室の運営体制
児童・生徒の在籍学級の担任と連携し、次の３者が以下の業務を担当する。

巡回指導教員

専 門 員

巡回相談心理士等

〇 在籍学級での行動観察、児童・生徒が抱える困難さ、課題の把握 

〇 児童・生徒が在籍学級で抱える困難さ、課題の克服に重点を置いた指導の実施 

〇 在籍学級における児童・生徒への指導・支援 

〇 在籍学級担任への指導・助言 

〇 教職員、保護者等の理解促進に向けた取組の実施 

〇 地区の特別支援教育の推進に向けた取組の実施 

〇 校内における連絡・調整、巡回指導教員との連絡・調整 

〇 特別支援教室の時間割の調整、変更が生じた際の対応 

〇 巡回指導教員や臨床発達心理士等の巡回日の連絡・調整 

〇 指導内容に応じて使用する教室や教具の調整 

〇 巡回指導教員の指示の下、個別の課題に応じた教材の作成 

〇 特別支援教室における指導の記録の作成 

〇 在籍学級での児童・生徒の行動観察及び記録の作成、報告 

〇 児童・生徒の障害の状態の把握、特別な指導の必要性の有無に係る助言 

〇 校内委員会での検討に必要な資料の作成や助言 

〇  

〇 個別指導計画等の作成における巡回指導教員や在籍学級担任への助言 

〇 児童・生徒の状況観察、巡回指導教員や在籍学級担任への助言 

〇 児童・生徒の抱える困難さの改善状況の把握、退室に係る助言 

〇  

※１校につき、
年間１０回
巡回

※非常勤
職員

※指導の
専門家ではない

１ 特別支援教室とは
Ⅱ 

特別支援教室の導入の目的

 特別支援教室は、通常の学級に在籍している発達障害等のある児童・生徒が、必要な

指導・支援を在籍校で受けることができるようにするために、都内の全公立小中学校に設

置される教室である。教員は、児童・生徒の在籍校を巡回して指導を行う。 

 福生市教育委員会は、平成２９年４月から全小学校に、令和２年４月から全中学校特別

支援教室を設置した。 

通級指導学級 特別支援教室

児童・生徒の在籍校 児童・生徒の在籍校の特別支援教室

通級指導学級

通級

教員が巡回

巡回指導の拠点校

児童・生徒が、在籍校から通級指導学級のある
学校に通い、指導を受ける。 

 教員が、児童の在籍校へ巡回し、指導する。児童
は、在籍校で指導を受けることができる。 

「子どもが動く」    から 「教員が動く」へ

帰校

２ 児童・生徒の負担・不安等の軽減
・他校への移動に伴う児童・生徒の負担を軽減

・在籍学級の時間割等に応じた特別支援教室での指導時間の柔軟

な設定

・在籍学級での授業の遅れに対する不安の軽減

３ 全ての児童・生徒にとって分かりやすい授業の充実
・巡回指導教員が、在籍学級担任等の教員に対して具体的

な指導内容・方法や支援の方法について助言

・在籍学級担任等は巡回指導教員の助言に基づいて発達障

害のある児童・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

４ 相談機能の充実による児童・生徒の心理的安定
・臨床発達心理士等の活用による相談機能の充実

・自己肯定感の向上や将来の進路への見通しをもたせて

児童・生徒の心理的安定を図る

１ 発達障害のある児童・生徒への適切な指導の実施
・支援の必要な児童・生徒の障害の状態に応じた特別

な指導（自立活動）の実施

・巡回指導教員と在籍学級担任・教科担任等による協働

５ 一貫性のある支援体制の構築
・小学校において特別支援教室で指導を受けていた生徒については、小学校での指導の状況等を確実に中学校に引き継ぐ

・中学校の教職員は、小学校からの情報を共有し、中学校においても継続した支援を円滑に実施
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２ 
特別支援教室の

対象となる児童・生徒
Ⅱ 

 特別支援教室の対象となる児童・生徒は、「通級による指導の対象とすることが適当

な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒につ

いて（通知）」（平成１８年３月３１日付１７文科初第１１７８号）により規定されてい

る、これまでの情緒障害等通級指導学級と同様の児童・生徒である。 

 なお、知的障害のある発達障害の児童・生徒は対象とならない。 

障害の種類 障害の程度 標準指導時間 

自閉症者 

 自閉症又はそれに類するもので、通常の学

級での学習におおむね参加でき、一部特別な

指導を必要とする程度のもの 
 年間 

 ３５～２８０ 

 単位時間 

 

 （週１～８単位 

  時間程度） 
情緒障害者 

 主として、心理的な要因による選択性かん

黙等があるもので、通常の学級での学習にお

おむね参加でき、一部特別な指導を必要とす

る程度のもの 

学習障害者 

 全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、

話す、読む、書く、計算する又は推論する能

力のうち特定のものの習得と使用に著しい困

難を示すもので、一部特別な指導を必要とす

る程度のもの 

 年間 

 １０～２８０ 

 単位時間 

 

 （月１～週８単位 

  時間程度） 注意欠陥 

多動性障害者 

 年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は

衝動性・多動性が認められ、社会的な活動や

学業の機能に支障をきたすもので、一部特別

な指導を必要とする程度のもの 

※ 障害の種類・程度は、平成１８年３月３１日付１７文科初第１１７８号「通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、
情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について（通知）」による。

※ 情緒障害は、発達障害ではないが、平成１８年３月３１日付１７文科初１１７８号通知に基づき、特別支援教室の対象となる。
情緒障害とは、主として心理的な要因による選択性かん黙等である。

※ 標準指導時間は、平成１８年３月３１日付１７文科初第１１７７号「学校教育法施行規則の一部改正等について（通知）」に
よる。

※ 学習障害者及び注意欠陥多動性障害者については、月１単位時間程度の指導でも十分な教育的効果が認められる場合があるこ
とから、年間１０単位時間から２８０時間までとなっている。

対象とする障害の種類・程度、標準指導時間
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発達障害の種類と特徴

自閉症の児童・生徒の特徴

発達障害の児童・生徒は、障害の種類により以下のような特徴がある。 

 なお、同じ障害の種類の児童・生徒が、全て同様の特徴を示すとは限らない。

自閉症の児童・生徒のうち、特別支援教室の対象となるのは、知的障害のない高

機能自閉症やアスペルガー症候群の児童・生徒である。また、ここでいう高機能と

は、知的障害がないことを意味している。高機能自閉症の児童・生徒は、他者との

コミュニケーションに困難さがあり、トラブルに至ることがある。 

 アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち

言葉の発達の遅れを伴わないものである。アスペルガー症候群の児童・生徒は、相

手の意思やその場の雰囲気を理解することに困難さがある点などは、高機能自閉症

と共通しているが、他の児童・生徒と同程度に言語でのコミュニケーションが可能

なため、周囲の人たちに障害があることが理解されにくく、場にふさわしくない発

言などにより、人間関係を悪化させてしまうことがある。

参考

学習障害の児童・生徒の特徴

学習障害の児童・生徒は、視覚や聴覚に機能的な障害がなく、また、知的障

害もないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち、特

定のものの取得と使用に著しい困難を示す。しかし、多くの場合、そういった

困難さの原因が障害に起因することが分かりにくいため、児童・生徒は努力し

ているにも関わらず、学習が身に付かず、自尊感情が低下しやすい。

注意欠陥多動性障害の児童・生徒の特徴

注意欠陥多動性障害の児童・生徒は、年齢や発達に不釣り合いな注意力又は

衝動性・多動性があり、自分の興味・関心に応じて行動してしまう傾向があ

る。このため、児童・生徒自身には行動をコントロールしようという意識が

あっても、衝動的に行動してしまい、学級や集団生活において他者とのトラブ

ルに至ることがある。

２ 
特別支援教室の

対象となる児童・生徒
Ⅱ 

 特別支援教室の対象となる児童・生徒は、「通級による指導の対象とすることが適当

な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒につ

いて（通知）」（平成１８年３月３１日付１７文科初第１１７８号）により規定されてい

る、これまでの情緒障害等通級指導学級と同様の児童・生徒である。 

 なお、知的障害のある発達障害の児童・生徒は対象とならない。 

障害の種類 障害の程度 標準指導時間 

自閉症者 

 自閉症又はそれに類するもので、通常の学

級での学習におおむね参加でき、一部特別な

指導を必要とする程度のもの 
 年間 

 ３５～２８０ 

 単位時間 

 

 （週１～８単位 

  時間程度） 
情緒障害者 

 主として、心理的な要因による選択性かん

黙等があるもので、通常の学級での学習にお

おむね参加でき、一部特別な指導を必要とす

る程度のもの 

学習障害者 

 全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、

話す、読む、書く、計算する又は推論する能

力のうち特定のものの習得と使用に著しい困

難を示すもので、一部特別な指導を必要とす

る程度のもの 

 年間 

 １０～２８０ 

 単位時間 

 

 （月１～週８単位 

  時間程度） 注意欠陥 

多動性障害者 

 年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は

衝動性・多動性が認められ、社会的な活動や

学業の機能に支障をきたすもので、一部特別

な指導を必要とする程度のもの 

※ 障害の種類・程度は、平成１８年３月３１日付１７文科初第１１７８号「通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、
情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について（通知）」による。

※ 情緒障害は、発達障害ではないが、平成１８年３月３１日付１７文科初１１７８号通知に基づき、特別支援教室の対象となる。
情緒障害とは、主として心理的な要因による選択性かん黙等である。

※ 標準指導時間は、平成１８年３月３１日付１７文科初第１１７７号「学校教育法施行規則の一部改正等について（通知）」に
よる。

※ 学習障害者及び注意欠陥多動性障害者については、月１単位時間程度の指導でも十分な教育的効果が認められる場合があるこ
とから、年間１０単位時間から２８０時間までとなっている。

対象とする障害の種類・程度、標準指導時間
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ことばの教室とは

ことばの教室（正式名称：言語障害通級指導学級）は、通常の学級に在籍している言語障

害のある児童の支援の場である。通級児童の多くは週１回程度、ことばの教室に通い、言

語の課題に特化した支援を受けている。本市には福生第七小学校に設置されている。 

教室の概要

○ 福生市内の通常の学級に在籍する小学校第１学年から第６学年までの児童が対象。 

○ 一対一の個別の言語指導を行う。ただし、必要に応じて、小グループでの活動も実

施する。 

○ 指導内容については、児童の実態や保護者及び担任のニーズを踏まえ決定する。 

○ 年度途中でのことばの教室への入級や退級も可能である。 

○ ことばの教室は通級指導学級であり、基本的には通級には保護者による送迎が必要

対象とする障害の種類・程度、標準指導時間

指導室 プレイルーム 

障害の種類 障害の程度 標準指導時間 

言語障害者 

口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的

な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけ

るリズムの障害のある者、話す、聞く等言語

機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、そ

の他これに準じる者（これらの障害が主とし

て他の障害に起因するものではない者に限

る）で、通常の学級での学習におおむね参加

でき、一部特別な指導を必要とする者 

 年間 

 ３５～２８０ 

 単位時間 

 （週１～８単位 

  時間程度） 

※障害の種類・程度は、平成 年 月 日付 文科初第 号「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について

（通知）」による。

参考
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 ことばの教室では、児童の実態に合わせて指導を行う。下記は指導の一例であるが、児

童の状態によっては行わない場合もある。 

 

＜発音の発達がゆっくりな児童への指導＞  

○ 正しい音を聞き分ける力を高める。 

○ 舌を思ったとおりに動かせるように指導する。 

○ 舌の正しい位置を教え、正しい発音が身に付くようにする。 

＜吃音のある児童への指導＞  

○ 吃音についての正しい理解が深まるように指導する。 

○ 吃音のことで困ったときに対処できるようにする。 

○ 吃音が一時的に出にくくなる話し方の指導をする。 

○ 必要に応じて、在籍学級で吃音理解授業を行う。 

ことばの教室での指導内容 

ことばの教室の運営体制

ことばの教員

〇 通級児童への個別指導、アセスメントの実施 

○ グループ活動の実施（学期１回程度） 

〇 在籍学級担任との連絡調整及び支援方法に関する助言 

〇 保護者面談及び家庭での支援に関する助言 

〇 ことばのアセスメント（毎週水曜日）の実施 

言語に課題のある児童の早期発見と早期支援

 吃音や構音障害といった言語面の問題は、周囲からのからかいや指摘を受けやす

く、自己肯定感の低下や不登校などにつながりやすい。また、言語発達の遅れは学習

の遅れにつながることも多い。このような二次的な問題を予防するためにも、言語に

課題のある児童については、できるだけ早期に発見し、支援へとつなげることが重要

である。ことばの教室では教育相談室と連携し、毎週水曜日にことばのアセスメント

を実施している。そこでは、言語面に課題があると思われる児童を対象に言語面のア

セスメントを行い、課題の早期発見に努めている。 

ことばの教室とは

ことばの教室（正式名称：言語障害通級指導学級）は、通常の学級に在籍している言語障

害のある児童の支援の場である。通級児童の多くは週１回程度、ことばの教室に通い、言

語の課題に特化した支援を受けている。本市には福生第七小学校に設置されている。 

教室の概要

○ 福生市内の通常の学級に在籍する小学校第１学年から第６学年までの児童が対象。 

○ 一対一の個別の言語指導を行う。ただし、必要に応じて、小グループでの活動も実

施する。 

○ 指導内容については、児童の実態や保護者及び担任のニーズを踏まえ決定する。 

○ 年度途中でのことばの教室への入級や退級も可能である。 

○ ことばの教室は通級指導学級であり、基本的には通級には保護者による送迎が必要

対象とする障害の種類・程度、標準指導時間

指導室 プレイルーム 

障害の種類 障害の程度 標準指導時間 

言語障害者 

口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的

な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけ

るリズムの障害のある者、話す、聞く等言語

機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、そ

の他これに準じる者（これらの障害が主とし

て他の障害に起因するものではない者に限

る）で、通常の学級での学習におおむね参加

でき、一部特別な指導を必要とする者 

 年間 

 ３５～２８０ 

 単位時間 

 （週１～８単位 

  時間程度） 

※障害の種類・程度は、平成 年 月 日付 文科初第 号「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について

（通知）」による。

参考
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３ 福生モデル７つのポイント
Ⅱ 

 福生市における特別支援教室運営のコンセプトは、「在籍学級におけるよりよい適応

を目指し、必要な児童・生徒に、必要な期間、必要な指導を行う」ことである。この実現

に向けた取組において、福生市立学校教職員及び教育委員会が重視する７つのポイントに

ついて、以下に示す。 

① 課題の改善・克服にターゲットをしぼった指導

④ 退室目標を常に見据えた指導 ⑤ 市ぐるみの指導・支援体制の構築

目指す姿（退室目標） 

在籍学級におけるよりよい適応

児童・生徒の現状 

改善又は克服する

課題 

児童・生徒

自立活動の指導

障害による学習上又は生
活上の困難を改善し、又
は克服することを目的と
する指導 

退室目標

（目指す姿）

児童・生徒の現状 入室

退室

学期ごと
に評価

福生モデル７つのポイント

三 小 

一 小 

四 小 

六 小 

五 小 二 小 

七 小 
１０校すべてが

共通の考えの下に

体制を構築

一 中 

一 中 

二 中 

三 中 
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② ③ 個別指導計画等の活用 

⑥ 教員の専門性の向上 

 
コンセプト 

在籍学級におけるよりよい適応 を目指し、

必要な児童・生徒に、必要な期間、必要な指導を 行う。

学校生活支援シート
指導方針の設定

協働

個別指導計画

課題の
把握

キーワードは、「つなぐ」

校長・副校長の

リーダーシップ

の強化

巡回指導教員

の専門性の

向上

全ての教員の

指導力の向上

児童・生徒への

説明

保護者への説明

⑦ 

３ 福生モデル７つのポイント
Ⅱ 

 福生市における特別支援教室運営のコンセプトは、「在籍学級におけるよりよい適応

を目指し、必要な児童・生徒に、必要な期間、必要な指導を行う」ことである。この実現

に向けた取組において、福生市立学校教職員及び教育委員会が重視する７つのポイントに

ついて、以下に示す。 

① 課題の改善・克服にターゲットをしぼった指導

④ 退室目標を常に見据えた指導 ⑤ 市ぐるみの指導・支援体制の構築

目指す姿（退室目標） 

在籍学級におけるよりよい適応

児童・生徒の現状 

改善又は克服する

課題 

児童・生徒

自立活動の指導

障害による学習上又は生
活上の困難を改善し、又
は克服することを目的と
する指導 

退室目標

（目指す姿）

児童・生徒の現状 入室

退室

学期ごと
に評価

福生モデル７つのポイント

三 小 

一 小 

四 小 

六 小 

五 小 二 小 

七 小 
１０校すべてが

共通の考えの下に

体制を構築

一 中 

一 中 

二 中 

三 中 
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４ 
Ⅱ 

 特別支援教室での特別な指導の目的は、在籍学級において対象児童・生徒が抱えてい

る困難さを改善することによって、児童・生徒が在籍学級で有意義な学校生活を送れるよ

うになることである。この目的を達成するために、児童・生徒が抱える困難さや課題の改

善又は克服にターゲットをしぼった指導を必要な期間行うことが重要である。 

  

改善又は克服する課題の明確化

ポイント①

キーワード ： 改善又は克服する課題の明確化 

目指す姿（退室目標） 

在籍学級におけるよりよい適応

児童・生徒の現状 

改善又は克服する
課題 

 対象児童・生徒の障害の状態

等と、対象児童・生徒の在籍学

級での状況を的確に把握するこ

とが必要である。このため、巡

回指導教員、在籍学級担任、専

門員、特別支援教育コーディ

ネーター、臨床発達心理士等が

協働して、多面的に児童・生徒

の状況を見取っていくことが重

要である。   

児 童・生 徒

特別支援教室の指導内容

自立活動
障害による学習上又は生活上の困

難を改善し、又は克服することを

目的とする指導 

実態に応じて必要な項目に関連付けて指導 

 特別支援教室の指導内容は、『自立活動』

である。児童・生徒の実態や改善又は克服す

る課題に応じて必要な項目を選定し、それら

の項目又は教科の内容を中心的に取り扱う自

立活動と相互に関連付けて指導する。  
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 指導内容 指導内容の具体例 

１  
健康の 
保持 

(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること 
(2)病気の状態の理解と生活管理に関すること 
(3)身体各部の状態の理解と養護に関すること 
(4)障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること  
(5)健康状態の維持・改善に関すること 

２ 
心理的な 
安定 

(1)情緒の安定に関すること 
(2)状況の理解と変化への対応に関すること 
(3)  

３ 
人間関係
の形成 

(1)他者との関わりの基礎に関すること 
(2)他者の意図や感情の理解に関すること 
(3)自己の理解と行動の調整に関すること 
(4)集団への参加の基礎に関すること 

４ 
環境の 
把握 

(1)保有する感覚の活用に関すること 
(2)感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること 

(3)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること 
(4)感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状 
  況に応じた行動に関すること 

 

５ 
身体の 
動き 

(1)姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 
(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること 
(3)日常生活に必要な基本動作に関すること 
(4)身体の移動能力に関すること 
(5)作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること 

６ 
コミュニ
ケーション 

(1)コミュニケーションの基礎的能力に関すること 
(2)言語の受容と表出に関すること 
(3)言語の形成と活用に関すること 
(4)コミュニケーション手段の選択と活用に関すること 
(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること 

〇感覚や認知の偏りや  
 未発達さを改善する 
 ため、例えば、読み 
 上げられた文章を書 
 き取るなどの学習を 
 段階的に指導する。 
 
 
 
〇在籍学級等で身に付  
 けておくべき行動等 
 に関し、場面を設定 
 しロールプレイなど 
 を用いて指導する。 

自立活動 

特別支援教室における自立活動の指導上の留意点 

 上記にあるように、特別支援教室で自立活動を指導する際に、特に必要があるとき

は、障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができることとされ

ています。ただし、この場合でも、あくまで障害による学習上又は生活上の困難を改

善し、又は克服することを目的として行われることが必要であり、単なる各教科の遅

れ等を補充するための指導とはならないようにしなければなりません。 

４ 
Ⅱ 

 特別支援教室での特別な指導の目的は、在籍学級において対象児童・生徒が抱えてい

る困難さを改善することによって、児童・生徒が在籍学級で有意義な学校生活を送れるよ

うになることである。この目的を達成するために、児童・生徒が抱える困難さや課題の改

善又は克服にターゲットをしぼった指導を必要な期間行うことが重要である。 

  

改善又は克服する課題の明確化

ポイント①

キーワード ： 改善又は克服する課題の明確化 

目指す姿（退室目標） 

在籍学級におけるよりよい適応

児童・生徒の現状 

改善又は克服する
課題 

 対象児童・生徒の障害の状態

等と、対象児童・生徒の在籍学

級での状況を的確に把握するこ

とが必要である。このため、巡

回指導教員、在籍学級担任、専

門員、特別支援教育コーディ

ネーター、臨床発達心理士等が

協働して、多面的に児童・生徒

の状況を見取っていくことが重

要である。   

児 童・生 徒

特別支援教室の指導内容

自立活動
障害による学習上又は生活上の困

難を改善し、又は克服することを

目的とする指導 

実態に応じて必要な項目に関連付けて指導 

 特別支援教室の指導内容は、『自立活動』

である。児童・生徒の実態や改善又は克服す

る課題に応じて必要な項目を選定し、それら

の項目又は教科の内容を中心的に取り扱う自

立活動と相互に関連付けて指導する。  
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自立活動の指導内容を設定するには

 自立活動の具体的な指導内容は、児童・生徒一人一人、個別に設定する。児童・生徒

の障害の状態や発達の程度等の的確な把握に基づき、自立を目指して設定される指導の

目標を達成するために、４３ページに示されている６区分２７項目の中から必要な項目

を選定し、それらを相互に関連付けて具体的な指導内容を設定することが重要である。 

 次に、自立活動の指導内容設定までの流れを示す。 

自立活動の指導内容設定までの流れ

（１）障害の状態や生活・学習環境など、児童・生徒についての情報収集をする。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）収集した情報を自立活動の区分に即して整理する。 

 

（３）（２）を踏まえて、退室目標（目指す姿）を設定する。 

 

（４）退室目標（目指す姿）を達成するために必要な自立活動の項目を 

  選定する。 

 

（５）選定された項目を関連付け、具体的な指導内容を設定する。 

・興味、関心          ・対人関係や社会性の発達 

・得意な面           ・知的発達や身体発育の状態 

・基本的な生活習慣       ・障害の理解に関すること 

・心理的な安定の状態      ・学習上の配慮事項や学力 

・コミュニケーションの状態   ・生育歴         等   

１

個別指導計画

  １で設定した具体的な指導内容を踏まえ、個別指導計画を作成する。 

２

学習指導案

  ２の個別指導計画に基づき、目標達成のための学習指導案を作成する。 

３
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性別

zik

・不安や怒りの気持ちの対処の仕
方を学ぶ。

・ペグボード、のれん作り等の簡
単な作業に取り組み、集中力をつ
けるとともに、成功体験を広げ
る。

具
体
的
な
指
導
内
容

実
　
態
　
把
　
握

自立活動　指導内容設定シート
令和 　年度

学校名 学年・組

氏　名

６
コミュニケーション

退
室
目
標

選
定
さ
れ
た
項
目

（３）退室目標（目指す姿）の設定

（１）発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境等について情報収集

　①　気持ちをコントロールして、周囲の状況に適した行動をとる。
　②　友達と関わって、仲良く交流することができる。
　③　できることを増やし、自信をもつことができる。

（４）退室目標を達成するために必要な項目の選定

（２）収集した情報を自立活動の区分に即して整理

・整理整とんが苦手で、生活習慣の形成が難しい。【健康の保持】
・いらいらしたり、パニックになったりしたときに注意されることが多く、自信が低下している。
　【心理的な安定】
・状況に合わない行動があるため、集団行動をとることが難しい。【人間関係の形成】
・勝ち負けにこだわり、ルールを守れないことが多い。【人間関係の形成】
・様々な刺激に過敏に反応し、すぐに気をとられてしまう。【環境の把握】
・多動、衝動性があり、身体を常に動かしていて、じっとしていられない。【身体の動き】
・人との関わりは多いが、衝動的に思い付いたことを言ってしまうため、トラブルになる。
　【コミュニケーション】

(5)状況に応じ
たコミュニケー
ションに関する
こと

健康の保持
２

心理的な安定
３

人間関係の形成
４

環境の把握
５

身体の動き

（６）その他、特記事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 記入は任意

特
記
事
項

(1)生活のリズ
ムや生活習慣の
形成に関するこ
と

(1)情緒の安定
に関すること。
(2)状況の理解
と変化への対応
に関すること

(1)他者とのか
かわりの基礎に
関すること
(2)他者の意図
や感情の理解に
関すること
(3)自己の理解
と行動の調整に
関すること
(4)集団への参
加の基礎に関す
ること

(2)感覚や認知
の特性への対応
に関すること

(1)姿勢と運動
・動作の基本的
技能に関するこ
と
(5)作業に必要
な動作と円滑な
遂行に関するこ
と

・勝ち負けの結果の受け入れ、折
り合いの付け方を学ぶ。
・簡単なゲームのルールの理解と
遵守を学ぶ。
・上手な話の聞き方やとっさの一
言、余計な一言のコントロールが
できるようにする。

（５）選定された項目
を関連付けて設定

「（４）選定された項目」と「（５）
具体的な指導内容」の関連を
線で結ぶ。

自立活動の指導内容を設定するには

 自立活動の具体的な指導内容は、児童・生徒一人一人、個別に設定する。児童・生徒

の障害の状態や発達の程度等の的確な把握に基づき、自立を目指して設定される指導の

目標を達成するために、４３ページに示されている６区分２７項目の中から必要な項目

を選定し、それらを相互に関連付けて具体的な指導内容を設定することが重要である。 

 次に、自立活動の指導内容設定までの流れを示す。 

自立活動の指導内容設定までの流れ

（１）障害の状態や生活・学習環境など、児童・生徒についての情報収集をする。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）収集した情報を自立活動の区分に即して整理する。 

 

（３）（２）を踏まえて、退室目標（目指す姿）を設定する。 

 

（４）退室目標（目指す姿）を達成するために必要な自立活動の項目を 

  選定する。 

 

（５）選定された項目を関連付け、具体的な指導内容を設定する。 

・興味、関心          ・対人関係や社会性の発達 

・得意な面           ・知的発達や身体発育の状態 

・基本的な生活習慣       ・障害の理解に関すること 

・心理的な安定の状態      ・学習上の配慮事項や学力 

・コミュニケーションの状態   ・生育歴         等   

１

個別指導計画

  １で設定した具体的な指導内容を踏まえ、個別指導計画を作成する。 

２

学習指導案

  ２の個別指導計画に基づき、目標達成のための学習指導案を作成する。 

３
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特別支援教室での指導

５ 
Ⅱ 

 対象児童・生徒の抱える困難さや課題を効果的に改善するためには、巡回指導教員と

在籍学級担任及び教科担任等が協働して、次のような実効性のあるＰＤＣＡサイクルを構

築する必要がある。 

  

実効性のあるＰＤＣＡサイクルの構築

ポイント②

キーワード ： 在籍学級での指導・支援 

 巡回指導教員と在籍学級担任及び教科担任等が協働して、実効性のあるＰＤＣＡサイ
クルを構築するためには、在籍学級における対象児童・生徒の実態を踏まえて作成された
学校生活支援シートや個別指導計画を有効に活用することが重要である。 
 このため、巡回指導教員と在籍学級担任等は、まず、それぞれが、在籍学級の中で対象
児童・生徒が抱える困難さ、課題を把握し,両者間で十分に協議して対象児童・生徒の指
導方針を立てる必要がある。この方針を踏まえ、保護者の参画を得ながら、学校生活支援
シート及び個別指導計画を巡回指導教員と在籍学級担任等が協働して作成する。 
 さらに、特別支援教室と在籍学級とが協働して、対象児童・生徒への指導を展開すると
いう意識を、巡回指導教員と在籍学級担任が相互にもつ必要がある。例えば、巡回指導教
員は、効果的であった指導や支援の方法が在籍学級で活用されるよう、指導内容や成果を
在籍学級担任等に随時報告する。その報告を受け、在籍学級担任等は、特別支援教室での
指導や支援の方法を在籍学級で活用する。その結果を巡回指導教員に報告し、改善すべき
点があれば、巡回指導教員が特別な指導の改善を図る。 

在籍学級での指導・支援
・巡回指導教員の在籍学級での指導

・専門員の見取り、記録、情報共有

指導方針の設定
・校内委員会における協議、設定

・専門家等の活用

巡回指導教員、在籍学級担任等

による協働作成、保護者の参画

在籍学級への適応における課題の

克服にターゲットをしぼった指導

在籍学級 
担任等 

専門員 

巡回指導教員 

臨床発達心理士等 

コーディ 
ネーター 協働

課題の把握
巡回指導教員、在籍学級担任

等による多面的な見取り

保護者 

児童・生徒 

 
特別支援教室での学びの成果が、在籍学級で発揮されるような連携を図ることが大切
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協働による指導の在り方

 指導開始直後は、対象児童・生徒の実態を的確に把握するために、巡回

指導教員は、在籍学級に出向き、臨床発達心理士等の助言を得ながら、対

象児童・生徒の学級での様子を把握し、対象児童・生徒が抱える困難さの

状況や指導すべき内容を詳細に把握する。 

 この際、対象児童・生徒の実態だけでなく、在籍する学級の状況、他の

児童・生徒との人間関係等を十分に把握し、対象児童・生徒が抱える困難

さの背景や要因等を明らかにすることが重要である。  

 対象児童・生徒の個別指導計画に基づく特別支援教室における特別な指

導が開始された初期は、対象児童・生徒が特別支援教室での学習について

理解し、意欲的に取り組むようになる必要があるため、個別指導や２人か

ら３人の集団での指導が実施されることが想定される。この段階では、個

別指導計画に基づく具体的な指導の内容が、児童・生徒一人一人に適切で

あるのかを丁寧に見ていく必要がある。 

 このため、在籍学級担任や保護者から対象児童・生徒の様子について聞

き取り等を行い、巡回相談心理士等の助言も踏まえ、指導内容の見直しに

ついて検討していく。 

 特別支援教室での特別な指導が対象児童・生徒にとって、適切な内容で

あることが明らかになり、指導開始初期から中期になると、対象児童・生

徒も落ち着いて特別な指導を受けられるようになってくる。この段階に進

むと、特別支援教室での指導終了後の在籍学級での円滑な学習を想定し、

より多くの児童・生徒と共に学ぶ指導形態を取り入れることを試行する必

要がある。そのため、特別支援教室での小集団を活用した指導だけでな

く、対象児童・生徒の在籍学級において、在籍学級担任と連携を図った特

別な指導を実施することも有効である。 

 特別支援教室での特別な指導の成果により、福生市の教育支援委員会が

特別支援教室での指導の終了を判定した児童・生徒については、巡回指導

教員と在籍学級との連携により、円滑に特別支援教室での指導時間数を段

階的に減らし、指導を終了する。 

 このため、巡回指導教員は、在籍学級において在籍学級担任とのチーム

ティーチングによる指導を行う。巡回指導教員は、在籍学級担任に対し、

特別支援教室での特別な指導の成果を踏まえ、在籍学級において必要とな

る配慮点等を明らかにして、適切に助言することが重要である。 

 特別支援教室での指導の終了に当たり、保護者に対して、今後の在籍学

級において得られる配慮等について十分に説明し、了解を得ることが不可

欠である。 

指
導
開
始
直
後

指
導
開
始
初
期
か
ら
中
期

指
導
終
了
段
階

特別支援教室での指導
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 対象児童・生徒の抱える困難さや課題を効果的に改善するためには、巡回指導教員と

在籍学級担任及び教科担任等が協働して、次のような実効性のあるＰＤＣＡサイクルを構

築する必要がある。 

  

実効性のあるＰＤＣＡサイクルの構築

ポイント②

キーワード ： 在籍学級での指導・支援 

 巡回指導教員と在籍学級担任及び教科担任等が協働して、実効性のあるＰＤＣＡサイ
クルを構築するためには、在籍学級における対象児童・生徒の実態を踏まえて作成された
学校生活支援シートや個別指導計画を有効に活用することが重要である。 
 このため、巡回指導教員と在籍学級担任等は、まず、それぞれが、在籍学級の中で対象
児童・生徒が抱える困難さ、課題を把握し,両者間で十分に協議して対象児童・生徒の指
導方針を立てる必要がある。この方針を踏まえ、保護者の参画を得ながら、学校生活支援
シート及び個別指導計画を巡回指導教員と在籍学級担任等が協働して作成する。 
 さらに、特別支援教室と在籍学級とが協働して、対象児童・生徒への指導を展開すると
いう意識を、巡回指導教員と在籍学級担任が相互にもつ必要がある。例えば、巡回指導教
員は、効果的であった指導や支援の方法が在籍学級で活用されるよう、指導内容や成果を
在籍学級担任等に随時報告する。その報告を受け、在籍学級担任等は、特別支援教室での
指導や支援の方法を在籍学級で活用する。その結果を巡回指導教員に報告し、改善すべき
点があれば、巡回指導教員が特別な指導の改善を図る。 

在籍学級での指導・支援
・巡回指導教員の在籍学級での指導

・専門員の見取り、記録、情報共有

指導方針の設定
・校内委員会における協議、設定

・専門家等の活用

巡回指導教員、在籍学級担任等

による協働作成、保護者の参画

在籍学級への適応における課題の

克服にターゲットをしぼった指導

在籍学級 
担任等 

専門員 

巡回指導教員 

臨床発達心理士等 

コーディ 
ネーター 協働

課題の把握
巡回指導教員、在籍学級担任

等による多面的な見取り

保護者 

児童・生徒 

 
特別支援教室での学びの成果が、在籍学級で発揮されるような連携を図ることが大切
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 特別支援教室と在籍学級での指導が相互の関連を深めるためには、学校生活支援シー

トと個別指導計画を巡回指導教員と在籍学級担任及び教科担任等が協働で作成し、活用す

ることが不可欠である。 

  

ポイント③

キーワード ： つなぐ 

      〇保護者、教育、保健・医療、福祉 

       等が連携し、児童・生徒を支援し 

       ていく継続的な計画である。 
 
〇教育、保健・医療、福祉等が行ってきた支援の 

 情報を共有するものである。 
 
〇入学時や進級・進学時の引継ぎを確実に行うた 

 めのものである。 

学校生活支援シートとは

乳幼児期

学齢期

社会参加期

就学支援シート

学校生活支援シート

個別移行支援計画

◆ 教員（学校）と保護者を「つなぐ」 

◆ 必要な指導や支援の手だてを「つなぐ」 

◆ 児童・生徒及び保護者の思いや願いを「つなぐ」 

◆ 児童・生徒に関わる人と人を「つなぐ」 

個別指導計画とは

 学校生活支援シートに示された、「学校での指導・支援」を具体化した指導計画が

「個別指導計画」である。 

 個別指導計画は、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・方法を設定して作成する。 

 学校生活支援シートが１年ないし３年程度の中・長期的な計画であるのに対し、個別指

導計画は学期ごと、あるいは単元や題材ごとに指導と評価を繰り返す短期的な計画である

と言える。個別指導計画は、学校生活支援シートの本人や保護者の願い、支援の目標など

を踏まえて作成する。 
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作成の手順

対象児童・生徒 巡回指導教員 在籍学級担任等

実 態 把 握

保護者

在籍学級での 
行動観察、家庭での
様子についての保護
者からの聞き取りに

より把握する。 

協 議 情報共有 

学校生活支援シートの作成

克服すべき課題・配慮事項等の選定

指導目標の設定

整理・検討 

指導内容・方法の検討 

個 別 指 導 計 画 の 作 成

短期的指導計画の作成（学期、月、週）

指 導 の 実 施

評 価

協 議 → 共通理解 

保護者の意見を 
踏まえつつ、個別
指導計画を作成す
る過程で共通理解

を図る。 

児童・生徒の 

願いや思いの 

聞き取り 

評価に際しても、 
家庭での対象児童・生
徒の変容等、保護者の
意見の聴取が必要 

保護者の願いを 
聞き取り、反映

させる。 

柔
軟
に
改
善 

児童・生徒の 

願いや思いの 

聞き取り 

６ 
Ⅱ 

 特別支援教室と在籍学級での指導が相互の関連を深めるためには、学校生活支援シー

トと個別指導計画を巡回指導教員と在籍学級担任及び教科担任等が協働で作成し、活用す

ることが不可欠である。 

  

ポイント③

キーワード ： つなぐ 

      〇保護者、教育、保健・医療、福祉 

       等が連携し、児童・生徒を支援し 

       ていく継続的な計画である。 
 
〇教育、保健・医療、福祉等が行ってきた支援の 

 情報を共有するものである。 
 
〇入学時や進級・進学時の引継ぎを確実に行うた 

 めのものである。 

学校生活支援シートとは

乳幼児期

学齢期

社会参加期

就学支援シート

学校生活支援シート

個別移行支援計画

◆ 教員（学校）と保護者を「つなぐ」 

◆ 必要な指導や支援の手だてを「つなぐ」 

◆ 児童・生徒及び保護者の思いや願いを「つなぐ」 

◆ 児童・生徒に関わる人と人を「つなぐ」 

個別指導計画とは

 学校生活支援シートに示された、「学校での指導・支援」を具体化した指導計画が

「個別指導計画」である。 

 個別指導計画は、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・方法を設定して作成する。 

 学校生活支援シートが１年ないし３年程度の中・長期的な計画であるのに対し、個別指

導計画は学期ごと、あるいは単元や題材ごとに指導と評価を繰り返す短期的な計画である

と言える。個別指導計画は、学校生活支援シートの本人や保護者の願い、支援の目標など

を踏まえて作成する。 
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学校生活支援シート

「３ 支援の目標」への記載の仕方に関する留意点について

◎大人（教員・保護者や支援者）を主語にして記載する。

【例】ボールゲームで負けた際に感情を抑えることができる

ようにするために、活動の見通しを与える。

※ 対象児童・生徒だけでなく、在籍している児童・生

徒への指導・支援内容についても記載すること。

※ 子どもが成長したときに、自分がどのような支援を

受けてきたかを把握できる内容にすること。
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個別指導計画

性別

①

②

③

① ①

② ②

③ ③

① ①

② ②

③ ③

評価

評価日 月　　日 評価日 月　　日

手だて

２　学期の目標と手だて及び評価

在籍学級 特別支援教室

学期の
目標

１　退室目標と目指す具体的な姿

退室目標 目指す具体的な姿

退室目標

氏　名

学　校
在籍担任名

特別支援教室担当者名

特支教室－様式１

個別指導計画（在籍学級・特別支援教室連携型）
令和　　年度・　学期

フリガナ 学年・組

「目標」・「手だて」への記載の仕方に関する留意点について

◎子どもを主語にして記載する。

【例】ボールゲームで負けた際に感情を抑えることができる。

※「目標」・「手だて」への記載内容については、「特別支

援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編」にある

「自立活動の内容」や、各教科の学習指導要領解説にある

「障害のある児童（生徒）への配慮についての事項」の内

容を十分に参照すること。

学校生活支援シート

「３ 支援の目標」への記載の仕方に関する留意点について

◎大人（教員・保護者や支援者）を主語にして記載する。

【例】ボールゲームで負けた際に感情を抑えることができる

ようにするために、活動の見通しを与える。

※ 対象児童・生徒だけでなく、在籍している児童・生

徒への指導・支援内容についても記載すること。

※ 子どもが成長したときに、自分がどのような支援を

受けてきたかを把握できる内容にすること。
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７ 
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 指導目標が達成され、特別支援教室での指導の必要性がなくなった児童・生徒は、教

育支援委員会での検討により、特別支援教室における指導を終了する。在籍学級及び特別

支援教室においては、退室目標（目指す姿）を常に見据えた指導を行うことが重要であ

る。そのため、退室目標の達成に向けた個別指導計画の作成に関しては、巡回指導教員と

在籍学級担任等の協働して作成する必要がある。 

ポイント④

性別

①

②

③

① ①

② ②

③ ③

① ①

② ②

③ ③

評価

評価日 月　　日 評価日 月　　日

手だて

２　学期の目標と手だて及び評価

在籍学級 特別支援教室

学期の
目標

１　退室目標と目指す具体的な姿

退室目標 目指す具体的な姿

退室目標

氏　名

学　校
在籍担任名

特別支援教室担当者名

特支教室－様式１

個別指導計画（在籍学級・特別支援教室連携型）
令和　　年度・　学期

フリガナ 学年・組

◆退室目標は、校内委員会

や教育支援委員会で検討

された困難性に対する具

体的な目標として示す。

◆目指す具体的な姿は、発

達障害の特性を踏まえた

援助要請行動についても

示す。

◆学期の目標を設定する際

は、指導期間内に指導の

成果が見込まれるものと

し、課題が改善されれば

指導の終了となることを

分かるようにする。

◆学期の目標は長期であっ

ても年度末までの期間と

し、評価する時期を明確

にする。

※Ｐ のに記載してある留

意点等についても確認す

ること。
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退室目標（目指す姿）

児童・生徒の現状 入室

退室

学期ごとに評価

参考

Q１ 特別支援教室における指導内容の設定について
自立活動の指導については教科用図書がなく、対象児童・生徒の実態に応じた教材の用意・指導する必
要がある。実態に応じた教材、指導とはどのようなものを示すのか。

A１ 特別支援教室を利用する児童・生徒の実態は様々で、特別支援教室で指導する教材・指導内容等
についてはオーダーメイドする必要がある。その際、対象児童・生徒の興味・関心を高める、又は安心して学
習に取り組める教材・指導内容を設定するとともに、それらの内容が自立活動の指導の内容に基づいてい
ることが大切である。特別支援学校学習指導要領解説「自立活動編」には、発達障害等の特性に応じた
教材例や指導例が記載されているので、十分に参照する必要がある。

Q２ 退室目標達成の見極めについて
特別支援教室を利用している児童・生徒の、退室目標達成の見極めはどのように行うのか。

A２ 退室目標達成の見極めについては、まずは個別指導計画や指導記録等を踏まえて校内委員会で十
分に検討する必要がある。対象児童・生徒が過度な負担とならないように配慮しながら、仮退室制度（９
月～11月）を活用する等、在籍学級における特別支援教室での学びの成果や適応の様子を把握する。

Q３ 退室目標に向けた指導と評価の一体化について
特別支援教室を利用している児童・生徒が、退室目標を意識できるようにするためにはどのような指導が
必要なのか。

A３ 特別支援教室を利用している児童・生徒に退室目標を意識させるためには、特別支援教室での１単
位時間の指導計画の中で、『振り返りの時間』を適切に設ける必要がある。「できるようになったこと」「在籍
学級でも実践してもらいたいこと」「うまくできなかったこと」「努力しなければならないこと」等を自己評価させた
り、授業者の評価を適切に伝えたりすることを通して、対象児童・生徒に退室目標を意識させるようにする。
また、ワークシートの記載内容についても工夫し、特別支援学級での学びの成果と課題について、在籍学
級担任等や、保護者とも共有できるようにすることも大切である。

７ 
Ⅱ 

 指導目標が達成され、特別支援教室での指導の必要性がなくなった児童・生徒は、教

育支援委員会での検討により、特別支援教室における指導を終了する。在籍学級及び特別

支援教室においては、退室目標（目指す姿）を常に見据えた指導を行うことが重要であ

る。そのため、退室目標の達成に向けた個別指導計画の作成に関しては、巡回指導教員と

在籍学級担任等の協働して作成する必要がある。 

ポイント④

性別

①

②

③

① ①

② ②

③ ③

① ①

② ②

③ ③

評価

評価日 月　　日 評価日 月　　日

手だて

２　学期の目標と手だて及び評価

在籍学級 特別支援教室

学期の
目標

１　退室目標と目指す具体的な姿

退室目標 目指す具体的な姿

退室目標

氏　名

学　校
在籍担任名

特別支援教室担当者名

特支教室－様式１

個別指導計画（在籍学級・特別支援教室連携型）
令和　　年度・　学期

フリガナ 学年・組

◆退室目標は、校内委員会

や教育支援委員会で検討

された困難性に対する具

体的な目標として示す。

◆目指す具体的な姿は、発

達障害の特性を踏まえた

援助要請行動についても

示す。

◆学期の目標を設定する際

は、指導期間内に指導の

成果が見込まれるものと

し、課題が改善されれば

指導の終了となることを

分かるようにする。

◆学期の目標は長期であっ

ても年度末までの期間と

し、評価する時期を明確

にする。

※Ｐ のに記載してある留

意点等についても確認す

ること。
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特別支援教室利用の終了判定について

１ 終了判定の対象者について

 特別支援教室における指導の目標は、児童・生徒の学習能力の向上や在籍学級における集団適応

能力の伸長である。そして、特別支援教室での指導期間は、基本的には１年間としている。 

 そのため、特別支援教室を１年以上利用した児童・生徒は、特別支援教室の「継続」か「退室」

を決定する判定会議の対象者となる。 

※福生市においては、特別支援教室の指導を１年以上を継続して受けるためには、発達障害等に 

 関する医師の診断名を得ることが条件となっている。発達障害等の診断名を得てない児童・生 

 徒は、特別支援教室を継続利用することができない。 

２ 「退室目標」達成に向けた支援ついて ～「仮退室制度」の利用～

 福生市では、特別支援教室を利用している児童・生徒が過度な負担なく退室できるように、「仮 

退室制度」を設けている。 

「仮退室制度」とは、特別支援教室を１年間以上利用している児童・生徒が、特別支援教室の利用 

を一旦中断して在籍学級等で過ごす制度で、期間は９月から11月の３か月間である。 

「仮退室制度」を実施するに当たっては、校内委員会で対象児童・生徒が在籍学級等での適応して 

いる姿について具体的に想定しておくことが大切である。在籍学級担任等は教室で行う支援策につ 

いて確認し、巡回指導教員は対象児童・生徒に特別支援教室での学びの成果や援助要請行動の出し 

方等の確認したり、仮退室期間中の様子について詳細なフィードバックしたりして、教室で過ごす 

ことに自信をもたせる。 

「退室目標」の達成に向けては、上記にあるような在籍学級担任等と巡回指導教員が特別支援教室 

の利用当初から連携した指導をしておくことが大切である。 

 仮退室期間中に在籍学級等で適応している姿を確認することができたら、「退室」となる。 

 ※「仮退室制度」を利用しても在籍学級等での適応が認められなかった場合は、発達障害等の診 

  断名を得ている児童・生徒に限り、次年度の特別支援教室の「継続」を検討します。「継続」 

  の場合は、入室時に必要とされた諸検査・手続等は必要ありません。 

 ※「仮退室制度」については、保護者の同意を得た上で行う任意の制度です。「仮退室制度」の 

  実施に向けて、夏季休業日中の保護者面談の場で実施についての確認を行います。特別支援教 

  室での指導の成果が十分に認められず、特別支援教室利用の「継続」が見込まれる児童・生徒 

  は「仮退室制度」を利用しないことも考えられます。また、「仮退室制度」を利用しなくても 

  「退室目標」を達成し「退室」することもある。 
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特別支援教室の【継続】利用について 

 特別支援教室利用の【継続】を検討する場合は、以下の条件・手順を踏まえること。 
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□ 校内委員会で、入室時と直近の在籍学級の行動観察記録の比較を通した検討が済んでいること。 

（教育支援委員会に提出する書類） 
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 そのため、特別支援教室を１年以上利用した児童・生徒は、特別支援教室の「継続」か「退室」
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 関する医師の診断名を得ることが条件となっている。発達障害等の診断名を得てない児童・生 

 徒は、特別支援教室を継続利用することができない。 

２ 「退室目標」達成に向けた支援ついて ～「仮退室制度」の利用～

 福生市では、特別支援教室を利用している児童・生徒が過度な負担なく退室できるように、「仮 

退室制度」を設けている。 

「仮退室制度」とは、特別支援教室を１年間以上利用している児童・生徒が、特別支援教室の利用 

を一旦中断して在籍学級等で過ごす制度で、期間は９月から11月の３か月間である。 

「仮退室制度」を実施するに当たっては、校内委員会で対象児童・生徒が在籍学級等での適応して 

いる姿について具体的に想定しておくことが大切である。在籍学級担任等は教室で行う支援策につ 

いて確認し、巡回指導教員は対象児童・生徒に特別支援教室での学びの成果や援助要請行動の出し 

方等の確認したり、仮退室期間中の様子について詳細なフィードバックしたりして、教室で過ごす 

ことに自信をもたせる。 

「退室目標」の達成に向けては、上記にあるような在籍学級担任等と巡回指導教員が特別支援教室 

の利用当初から連携した指導をしておくことが大切である。 

 仮退室期間中に在籍学級等で適応している姿を確認することができたら、「退室」となる。 

 ※「仮退室制度」を利用しても在籍学級等での適応が認められなかった場合は、発達障害等の診 

  断名を得ている児童・生徒に限り、次年度の特別支援教室の「継続」を検討します。「継続」 

  の場合は、入室時に必要とされた諸検査・手続等は必要ありません。 

 ※「仮退室制度」については、保護者の同意を得た上で行う任意の制度です。「仮退室制度」の 

  実施に向けて、夏季休業日中の保護者面談の場で実施についての確認を行います。特別支援教 

  室での指導の成果が十分に認められず、特別支援教室利用の「継続」が見込まれる児童・生徒 

  は「仮退室制度」を利用しないことも考えられます。また、「仮退室制度」を利用しなくても 

  「退室目標」を達成し「退室」することもある。 
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８ 
Ⅱ 

 コンパクトシティという本市の強みを生かし、福生市教育委員会が示す「特別支援教

室福生モデル ７つのポイント」に基づき、市内小中学校10校全校が共通の考え方の下、

指導・支援体制の整備を行う。校長は、学校経営方針に発達障害教育についての基本的な

考え方を示し、全教職員による組織的、計画的な校内体制を構築する必要がある。  

ポイント⑤

校長の責務
 校長は、拠点校、巡回校の別なく、通常の学級と同様に自校の特別支援教室での指導

について、自らの責任において、自校の教育課程を編成することになる。このため、特別

な指導の教育課程の理解を深め、児童・生徒一人一人の状況に応じた発達障害教育を推進

する必要がある。そこで、校長は、以下のことに留意して学校経営方針を作成する。 

一部の教員による
支援から全教員によ
る支援への転換

発達障害教育の理
解と専門性の向上に
向けたＯ
ＪＴ及び
校内研修
の実施

巡回指導教員、在
籍学級担任、特別支
援教育コ
ーディネ
ーター等
の協働

保護者の理解を得
た個別の学校生活支
援シート、
個別指導
計画の作
成

児童・生徒一人一
人の障害特性に応じ
た教育環境の整備

発達障害教育につ
いて、児童・生徒や
保護者の理解促進

児童・生徒の安全
確保と対応方針の確
立

巡回相談心理士等
による指導、助言、
支援の活用

外部の
専門機関等との連携
の推進
・地区の学校

・教育相談室

・医療機関

・療育機関 等
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巡回指導教員の所属感を大切にした巡回の仕組み

 これまでの情緒障害等通級指導学級の教員は、自校にいて、通級してくる児童・生徒の

指導を行っていたが、特別支援教室では、教員が地区の巡回校を回り、指導を行うため、

巡回指導教員が巡回校への所属感をもたせることが大切である。 

 巡回指導教員は、地区の特別支援教育のプロフェッショナルとして、その地区の児童・

生徒及び教員に指導・支援を行う役割を担っており、その活躍の場は、一校にとどまら

ず、地区や市全体となる。 

 そこで、巡回指導教員は、自身の所属感に係る意識を、これまでの「わたしは、〇〇小

学校の教員である。」という考え方から、「わたしは、福生地区（又は熊川地区）の特別

支援教室の教員である。」という考え方へと広げ、高めていく必要がある。 

 校長は、巡回指導教員の所属感を大切にした巡回の仕組みを構築できるよう、次の点に

配慮する。 

巡回指導教員の校務分掌等の位置付け

巡回指導教員は、拠点校・巡回校に関わらず、各学校の特別支援教育コー

ディネーターや特別支援教室専門員との連携により、各校の発達障害教育を推

進する役割を担っていく。その際、新たな分掌を設置せず、既存の分掌を生か

して、生活指導部や教育相談部等に、発達障害教育に関する機能を追加するこ

となども考えられる。 

 巡回校の校長は、巡回指導教員が巡回してくる日などに、特別支援教育に関

する分掌の打合せや校内委員会等を設定して、各学校の特別支援教育が充実・

発展できるように努める必要がある。 

執務環境の整備

巡回指導教員は、巡回校で児童・生徒の指導を行うだけでなく、他の教員同

様に個別指導計画や学習指導案の作成といった業務を行わなければならない。

そのため、机やパソコンといった執務環境を整える必要があるが、教員間の連

携を図るためにも、巡回指導教員用の執務室を別途用意するのではなく、職員

室での執務場所の確保に努め、職員室に机や椅子、パソコン等を用意する。さ

らに、専用の靴箱やロッカー、出勤札等も必要である。 

８ 
Ⅱ 

 コンパクトシティという本市の強みを生かし、福生市教育委員会が示す「特別支援教

室福生モデル ７つのポイント」に基づき、市内小中学校10校全校が共通の考え方の下、

指導・支援体制の整備を行う。校長は、学校経営方針に発達障害教育についての基本的な

考え方を示し、全教職員による組織的、計画的な校内体制を構築する必要がある。  

ポイント⑤

校長の責務
 校長は、拠点校、巡回校の別なく、通常の学級と同様に自校の特別支援教室での指導

について、自らの責任において、自校の教育課程を編成することになる。このため、特別
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校内研修における福生市特別支援教育プログラムの活用例 

 全ての教職員が「福生市特別支援教育プログラム」の内容に基づいた指導を行うため 

には、本プログラムを活用した校内研修を計画的に行う必要がある。特に以下の点につい 

ては年間計画の中で校内研修等の場を設定し、全ての教員が特別支援教育についての理解 

を深められるようにすることが大切である。 

 参考 

 共生社会の形成を目指したインクルーシブ教育について  

□共生社会とは                ・・・ Ｐ6 

□インクルーシブ教育システムとは       ・・・ Ｐ6 

□合理的配慮について             ・・・ Ｐ8 

 福生市特別支援教室の制度や役割分担について 

□特別支援教室制度とは           ・・・ Ｐ34・72・73 

□巡回指導教員とは             ・・・ Ｐ64 

□特別支援教室の対象児童・生徒について   ・・・ Ｐ36・37   

□退室目標とは               ・・・ Ｐ52・53 

□自立活動の指導内容について        ・・・ Ｐ74 

□巡回指導教員と在籍学級担任等の連携について・・・ Ｐ46  

 校内委員会について   

□在籍学級の気付きについて          ・・・ Ｐ82・83 

□特別支援教育コーディネーターの役割について ・・・ Ｐ84・85 

□校内委員会のレベル判定について       ・・・ Ｐ86～ 

□仮退室制度について             ・・・ Ｐ54 
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校内研修の振り返りについて

◆校内研修用ワークシート例

名前

研修を通した学びや気付き

自己の実践に生かすこと

校内研修を通して、特別支援教育についての学びや気付き

について具体的に認識したり、自己の実践に生かすことを

具体的に考えたりすることが、専門性・指導力の向上に繋

がります。校長は研修後のアンケート内容から、特別支援

教育の指導に関する教員の個々の課題や学校全体の課題を

把握し、学校経営の改善に生かすことが大切です。
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巡回指導教員の人事管理

兼務発令

巡回指導教員は、巡回校では特別支援教室における指導だけでなく、在籍学

級での児童・生徒の行動観察、校内委員会等の分掌業務、保護者対応等、様々

な職務に従事することになる。このような中で、本務校である拠点校の校長

が、巡回指導教員に対して巡回校での服務管理や、個別の職務に対して命令や

指導を行うことは難しい。また、巡回校での業務における事故については、当

該校の校長が責任を負うことになる。巡回校では、巡回校の校長が作成した学

校経営方針に基づき、指導することから、当該校の職員として、校長の下で職

務を行うことを明確にする必要がある。 

 巡回指導教員については、任命権者である都教育委員会が区市町村教育委員

会の内申に基づき、兼務発令を行う。 

参考

給与等の支給事務

巡回指導教員の給与及び各種手当並びに福利厚生や公務災害に係る事務処理

については、本務校及び兼務校のどちらで処理しなければならないという規定

はないが、事務の煩雑化を防ぐためにも本務校で処理することとする。

通勤手当

巡回指導教員は、兼務発令に伴い、本務校及び巡回校の両方が勤務庁（旅費

における在勤庁）となる。このため、自宅から本務校及び巡回校へは通勤扱い

になり、交通費については通勤手当として支給する。一方、本務校及び巡回校

の移動については出張扱いになるため、旅費を支給する。ただし、旅行雑費に

ついては、在勤庁間の移動になるため、支給対象にはならない。 

 また、通勤手当の認定事務は、本務校にて行い、本務校の校長を所属長とす

る。認定に当たっては、「通勤手当の支給について（平成１６年３月３１日付

１５教人勤第３２１号）」における交替制勤務者等により算出する。 
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巡回指導教員の勤務の取扱いに関する通知

※ 令和２年３月１６日付福教指発第１１６２号

巡回指導教員の人事管理

兼務発令

巡回指導教員は、巡回校では特別支援教室における指導だけでなく、在籍学

級での児童・生徒の行動観察、校内委員会等の分掌業務、保護者対応等、様々

な職務に従事することになる。このような中で、本務校である拠点校の校長

が、巡回指導教員に対して巡回校での服務管理や、個別の職務に対して命令や

指導を行うことは難しい。また、巡回校での業務における事故については、当

該校の校長が責任を負うことになる。巡回校では、巡回校の校長が作成した学

校経営方針に基づき、指導することから、当該校の職員として、校長の下で職

務を行うことを明確にする必要がある。 

 巡回指導教員については、任命権者である都教育委員会が区市町村教育委員

会の内申に基づき、兼務発令を行う。 

参考

給与等の支給事務

巡回指導教員の給与及び各種手当並びに福利厚生や公務災害に係る事務処理

については、本務校及び兼務校のどちらで処理しなければならないという規定

はないが、事務の煩雑化を防ぐためにも本務校で処理することとする。

通勤手当

巡回指導教員は、兼務発令に伴い、本務校及び巡回校の両方が勤務庁（旅費

における在勤庁）となる。このため、自宅から本務校及び巡回校へは通勤扱い

になり、交通費については通勤手当として支給する。一方、本務校及び巡回校

の移動については出張扱いになるため、旅費を支給する。ただし、旅行雑費に

ついては、在勤庁間の移動になるため、支給対象にはならない。 

 また、通勤手当の認定事務は、本務校にて行い、本務校の校長を所属長とす

る。認定に当たっては、「通勤手当の支給について（平成１６年３月３１日付

１５教人勤第３２１号）」における交替制勤務者等により算出する。 
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