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は じ め に 

 

近年、我が国では高機能自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害のある児童・生徒に対

する適切な指導・支援に向けた、様々な取組や法整備が行われています。 

この背景には、不登校やいじめ、精神疾患にり患する児童・生徒の増加といった重要な教育課題と発

達障害との関連や、知的障害のない発達障害のある児童・生徒が、通常の学級において、学習面や集団

参加において様々な困難さを抱え、自尊感情を低下させやすいといった指摘があります。 

発達障害のある児童・生徒への支援に関して、国においては、「障害者の権利に関する条約」（平成 26

年 1月）の批准、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25年 6月）の制定、「発達

障害者支援法の一部を改正する法律」(平成 28年 8月)の制定がされたところです。教育に関しては、平

成 24年 7月に中央教育審議会初等中等教育分科会において「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教

育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」が取りまとめられました。この報告では、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されています。 

東京都教育委員会は、「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）において、

全ての小・中学校に「特別支援教室」を設置し、教員が巡回して指導・支援を行うことで、発達障害の

ある児童・生徒に対する在籍校における指導・支援の充実を図ることを公表しました。特別支援教室の

導入に当たっては、平成 24年度から 3か年かけて、目黒区、北区、狛江市、羽村市に委託し、モデル事

業を実施し、このモデル事業により、特別支援教室での指導を全公立小学校で実施する体制の整備が不

可欠であるとの確かな成果が得られました。 

そこで、東京都教育委員会では、平成 28 年度からの全都での順次導入を円滑に推進するため、この

成果も踏まえて、平成 27年 3月に小学校における特別支援教室の導入ガイドラインを作成しましたが、

小学校における特別支援教室の導入開始から 3年経過し、また平成 30年度からの中学校における特別支

援教室の導入開始を受け、本ガイドラインの一部改定を行うことといたしました。本ガイドラインでは、

特別支援教室の導入に必要な事項をまとめるとともに、モデル区市の事例を掲載し、巻末には、関連す

る各種通知や考え方等の資料も紹介しています。 

各区市町村教育委員会におかれては、本ガイドラインを基に、各区市町村の実情を踏まえ、円滑に特

別支援教室を運営されることを期待しています。 

 

平成 30年 6月 

                                  東京都教育委員会 
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１ 特別支援教室の導入の背景 

(1) 発達障害教育の実施状況 

 ア 国の発達障害教育に関する状況 

平成 16年 12月に公布された発達障害者支援法により、国及び地方公共団体は、発達障害のある

児童・生徒に対し、その障害の状態に応じ十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的

支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとの責務が明確化された。 

文部科学省が平成 24年 12月に公表した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な

教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」によれば、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特別な教育的支援を必要とする

児童・生徒が、小学校の通常の学級に 7.7％、中学校に 4.0％（小・中学校全体では 6.5％）在籍し

ているという結果であった。また、小・中学校全体でみると、発達障害の可能性のある児童・生徒

のうち、93.3％が通級による指導を受けていないという結果であった。 

さらに、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、第 8条にお

いて、「国及び地方公共団体は、発達障害児（十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育

学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。以下この項において同じ。）

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を受けられるようにするため、

可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮」することや、「個

別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策

の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。」こと等が新たに

規定された。 

 イ 都教育委員会による全公立小・中学校を対象とした発達障害のある児童・生徒に関する調査結果 

都教育委員会は、都内公立小・中学校での発達障害のある児童・生徒の在籍状況や現在受けてい

る指導・支援の状況を把握するため、小学校については平成 26年度、中学校については平成 27年

度に区市町村教育委員会を通じ、全公立小学校 1,295校及び全公立中学校 617校の校長を対象とし

た発達障害教育に関する調査を実施した。この調査によれば、小学校の通常の学級に在籍している

児童 552,897人のうち、33,661人（6.1％）、中学校の通常の学級に在籍している生徒 228,340人の

うち、11,326人（5.0％）が、発達障害の可能性があるとの回答を得た（診断の有無は問わない。）。

このことから、公立小・中学校のほとんどの学級に発達障害のある児童・生徒が在籍していると推

測される。 

また、各校長は、これら発達障害の可能性がある児童・生徒のうち、小学校では 48.9％、中学校

では 28.3％の児童・生徒は、在籍学級における一部の授業を抜けて特別な指導（通級による指導）

を受ける必要があると回答している。 
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【表１ 発達障害の可能性のある児童・生徒数及び支援の状況】 

 
通常の学級の 

児童・生徒数 

発達障害のあ

る児童・生徒

の想定数 

在籍率 

通級による指導を 

受けている児童・

生徒数 

支援率 

ｂのうち一部特別

な指導が必要な

児童・生徒数 

割合 

 ａ ｂ ｂ/ａ ｃ ｃ/ｂ ｄ ｄ/ｂ 

小学校 552,897 人 33,661 人 6.1％ 6,209 人 18.4％ 16,445 人 48.9％ 

中学校 228,340 人 11,326 人 5.0％ 1,841 人 16.3％ 3,210 人 28.3％ 
※ ａ及びｃは、公立学校統計調査報告書による数値（小学校平成 26 年度、中学校平成 27 年度） 

※ ｂ及びｄは、都教育委員会調査による（小学校平成 26 年度、中学校平成 27 年度）。 

 

 

２ 情緒障害等通級指導学級と特別支援教室 

都の発達障害教育は、これまで情緒障害等通級指導学級（以下「通級指導学級」という。）を中心

に実施してきた。通級指導学級は、通常の学級に在籍する発達障害又は情緒障害のある児童・生徒を

対象とし、通級による指導を行うものである。通級指導学級の指導では、対象の児童・生徒の多くが

在籍校を離れて他校に設置された通級指導学級に通う。 

一方で、通常の学級に在籍する発達障害又は情緒障害のある児童・生徒を対象として、発達障害教

育を担当する教員が各学校を巡回して指導することにより、これまで通級指導学級で行ってきた特別

な指導を児童・生徒が在籍校で受けられるようにするものが特別支援教室である。制度上は、国の通

級による指導に位置付けられるものであり、対象者及び指導内容はこれまでの通級指導学級と同様で

ある。 

 特別支援教室は、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）及び東京都発達

障害教育推進計画（平成 28年 2月）に基づき、都内の公立小学校では、平成 28年度から設置を開始

し、平成 30年度には都内の全ての公立小学校に設置された。 

 

 

 

【通級指導学級から特別支援教室へ】 
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３ 小学校における情緒障害等通級指導学級の設置状況と課題 

(1) 情緒障害等通級指導学級の設置状況 

都は公共交通機関が発達していることなどから、通級指導学級を多くの学校に設置するのではな

く、複数の学校に対して１校拠点的に設置し、通級指導学級に特別な指導を必要とする児童が通う

体制をとってきた。 

 

【表２ 小学校における通級指導学級の設置状況（平成 27年度）】 

学級の種類 設置校数 設置学級数 児童数 支援の内容 

通常の学級 1,292 校 18,433 学級 557,258 人 

 在籍学級の中で児童は、学級担

任による配慮のほか、一部の区市

町村では支援員等による支援を受

けている。 

情緒障害等 

通級指導学級 
248 校 832 学級 7,190 人 

 児童は、在籍学級の授業の一部

を抜けて、通級指導学級教員の指

導を受けている。 

学校数・学級数・児童数は、平成 27 年度公立学校統計調査報告書による。    

 

(2) 他校に設置された通級指導学級に通うことに伴う課題 

ア 在籍学級の指導を受けられないことによる児童の不安 

発達障害のある児童が、他校に設置された通級指導学級で特別な指導を受けようとすると、特 

別な指導を受けている時間に加えて他校への移動に充てられる時間も、在籍学級での指導を受け

られない時間となる。そういった場合、特定の教科の学習に遅れが出てしまうのではないかといっ

た不安を抱えている。 

イ 他校に移動する際の児童の負担 

発達障害のある児童が他校に設置された通級指導学級で特別な指導を受けようとする際には、通 

学の際に保護者の送迎が条件となっている。このため、保護者には経済面も含めた送迎の負担が 

生じるとともに、保護者が送迎できない児童は、特別な指導を受けたいとの希望があっても、受 

けることができない。 

ウ 通級指導学級の担当教員と在籍学級担任との学校が異なることによる連携の図りにくさ 

発達障害のある児童は、周囲の状況に不適切な言動が問題に至ることがあることから、児童が置 

かれた状況を把握して指導していくことが重要である。しかし、通級指導学級と在籍学級が異な 

る学校にあることから、通級指導学級の担当教員と在籍学級担任との緊密な連携が図りにくいと 

いった現状があり、通級指導学級と在籍学級において、お互いの児童の状況を的確に捉えずに指 

導することにもなりかねない。 

エ 通級指導学級での指導の分かりにくさ 

通級指導学級が設置されていない学校では、特別な指導が必要と思われる児童やその保護者は、 

通級指導学級でどのような指導等が行われているのかを、直接知る機会が限られることから、特   
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別な指導を受けることの意義や効果が分かりにくい。 

オ 通級指導学級の設置の有無による支援率の差 

通級指導学級設置校と設置されていない学校では、特別な指導を受けている児童の割合に差が 

生じている。 

 

 

【表３ 通級指導学級の設置状況別の支援率（平成 26年度）】 

通級指導学級を設置している学校 通級指導学級を設置していない学校 

想定児童数(a) 通級児童数(b) 支援率 (b/a) 想定児童数(a’) 通級児童数( b’) 支援率  (‘b/’a) 

6,427 人  1,863 人  28.9％  27,234 人  4,346 人  15.9％  

※ ａ及び a’は、都教育委員会調査による平成 26 年７月 18 日現在の数値 

※ ｂ及び b’は、平成 26 年度公立学校統計調査報告書による数値 

 

 

４ 小学校への特別支援教室の導入の目的 

  小学校への特別支援教室導入の目的は、発達障害のある児童の学習上・生活上の困難さの改善・克

服及び在籍学級における障害に適した指導・支援の工夫が進むことで、対象児童が障害の状態に応じ

て可能な限り多くの時間、在籍学級で他の児童と共に有意義な学校生活を送ることができるようにな

ることである。このため、特別支援教室導入の成果は、児童の学習能力の向上や在籍学級における集

団適応能力の伸長とともに、特別な指導を行ったことにより、どれだけ指導の終了（在籍学級のみで

の指導・支援）に結び付けることができたかの視点で捉えることも重要である。ただし、継続した指

導が必要な児童がいるということに留意するのは当然である。 

 

(1) 発達障害のある児童への適切な指導の実施 

発達障害のある児童は、全ての学校に在籍するものと推測されることから、児童が抱える困難さに

対応した特別な指導を受けられる体制を全ての小学校で整備することが必要である。これにより支援

の必要な児童に障害の状態に応じた特別な指導を実施する。特別支援教室において巡回指導を担当す

る教員（以下「巡回指導教員」という。）と在籍学級担任等が協働することにより、児童一人一人が

抱える困難さをより効果的に改善し、児童の学習能力や集団適応能力の伸長を図る。 

 

(2) 児童・保護者の負担等の軽減 

在籍校で特別な指導を受けられるようにすることで、他校への移動時間や移動時の安全といった児

童の負担や保護者の送迎の負担を軽減するとともに、在籍学級の時間割等に応じて特別支援教室での

指導の時間を柔軟に設定することが可能になることにより、在籍学級での授業の遅れに対する不安の

軽減を図る。 
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(3) 在籍学級における支援の充実による学級運営の安定化 

  巡回指導教員が通常の学級の教員に対して、具体的な指導内容・方法や支援の方法について助言し、 

これに基づき、通常の学級での当該児童や他の児童が学習に集中できる環境を整え、学級運営の安定 

化を図る。 

 

(4) 全ての児童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し、在

籍学級担任が助言に基づいて発達障害のある児童を含む全ての児童にとって分かりやすい授業を実

施することで、全ての児童にとっても、より良い効果をもたらすことが期待できる。 

 

 

５ 特別支援教室の対象となる児童及び教育課程 

(1) 通級による指導 

  通級による指導とは、小学校及び中学校の通常の学級に在籍し、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児童・生徒に対して、各教科等の指導は通常の学級で行いながら、

障害に応じた特別の指導を特別の場で行う教育形態である。 

  特別支援教室における指導は、この通級による指導の一つの形態である。 

 

(2) 国が規定する障害の種類・程度 

特別支援教室が対象とする児童は、「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、通常の学級に在籍する知的障害のない発達障害

又は情緒障害であり、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

児童が対象である。 
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(3) 特別な教育課程 

  通級による指導を行う場合には、特別の教育課程によることができ、障害による特別の指導を、小

学校の教育課程に加え、又は、その一部に替えることができる（学校教育法施行規則第 140条、平成

５年文部省告示第７号、平成 18 年文部科学省告示第 54 号、平成 19 年文部科学省告示第 146 号、平

成 28 年文部科学省告示第 176 号）ことから、特別支援教室を設置する学校は、特別支援学校学習指

導要領の自立活動の内容を参考にして、通常の教育課程とは別に特別な教育課程を編成し、区市町村

教育委員会に届出をする必要がある。 

その際、特別支援教室で指導する児童一人一人に個別指導計画を作成し、指導目標や指導内容を定

める必要がある。 

なお、知的障害を伴う発達障害のある児童については、特別支援教室での指導は、知的障害の特性

に応じた教育課程ではないことから、障害の程度に応じて特別支援学校や小学校に設置された特別支

援学級で知的障害教育を受け、将来の自立と社会参加を目指すことが適切である。 

 

(4) 特別な指導の標準指導時間 

特別支援教室で実施する巡回指導の時間は、「学校教育法施行規則の一部改正等について（通知）」

（平成 18 年３月 31 日付 17 文科初第 1177 号）で示されており、年間 35 単位時間から 280 単位時間

までが標準である。ただし、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

学校教育法施行規則 

第百四十条 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のい

ずれかに該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害に応じた特別

の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条

第一項（第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。）、第五十一条、第五十二条（第七十九条

の六第一項において準用する場合を含む。）、第五十二条の三、第七十二条（第七十九条の六第二項及び

第百八条第一項において準用する場合を含む。）、第七十三条、第七十四条（第七十九条の六第二項及び

第百八条第一項において準用する場合を含む。）、第七十四条の三、第七十六条、第七十九条の五（第七

十九条の十二において準用する場合を含む。）及び第百七条（第百十七条において準用する場合を含む。）

の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。 

一 言語障害者 

二 自閉症者 

三 情緒障害者 

四 弱視者 

五 難聴者 

六 学習障害者 

七 注意欠陥多動性障害者 

八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの 
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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 単位時間ま

でとなっている。 

 

 【表４ 特別支援教室が対象とする障害の種類・程度及び標準指導時間】 

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来たすもので、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。  

※ 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。  

 

(5) 自立活動を中心とした特別な教育課程を実施する際の留意点  

特別な教育課程において指導の対象とする「障害による学習上又は生活上の困難」は、ＩＣＦ（国

際生活機能分類）の個人因子や環境因子等との関連で捉えることが必要である。それを踏まえて、個々

の児童の「学習上又は生活上の困難」を把握し、その改善・克服を図るための指導の方向性や関係機

関との連携の在り方などを検討することが重要である。 

具体的には、児童の発達の特性や、障害による学習上又は生活上の困難を的確に捉え、児童が現在

行っていることや指導すればできること、環境を整えればできることなどに目を向け、児童の実態に

応じて環境を整えつつ、指導内容・方法を工夫し、児童の自立と社会参加につながる指導を進めるこ

とが大切である。 

どのようにすれば困難を改善・克服できるのか等を把握し、特別支援教室での専門的な指導に生か

すために、客観的根拠となる資料（保護者の同意に基づく発達検査の記録、医師の診察記録など）を

用意することが望ましい。 

なお、個別的な学習支援、あるいは精神疾患、家庭環境等他の要因のみにより一斉指導が困難な児

童は、特別支援教室での特別な教育課程に基づく指導ではなく、在籍学級における通常の教育課程の

中で指導内容や方法を工夫していくことが適切である。 
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６ 小学校の特別支援教室導入に当たり留意すべき事項 

(1) 具体的な目標設定と成果の判定 

  在籍学級で他の児童と共に有意義な学校生活を送ることができるようにするため、特別支援教室で

の指導の結果、困難さの改善が見られた場合には、速やかに指導時数の見直しや指導終了について判

定を行い、次のステップにつなげることが重要である。そのためには、指導開始時に、指導を必要と

する理由、指導の目標、指導の終了に関する見込み等を具体的かつ明確に定め、指導の目標の達成度

合いについて、学期ごとなどに定期的に評価を行い、指導の成果を把握する必要がある。評価におい

ては、特別支援教室における様子だけでなく、在籍学級での様子も踏まえて判断することが必要であ

る。 

加えて、発達障害のある児童は、特別支援教室で指導を受けている時間は在籍学級での学習指導を

受けられない時間となる。そのため、特別支援教室における指導の開始や終了の判定、指導時間の設

定、定期的な評価等の検討に当たっては、こうしたことを念頭に、必要な指導時数及び効果的な指導・

支援等について十分に検討する必要がある。 

 

(2) 全ての教職員による取組 

発達障害のある児童は、ほとんどの学級に在籍することが推測され、特別支援教室で指導を受ける

児童は、大部分の時間を在籍学級で学んでいる。 

在籍学級においては、在籍学級担任による、特別支援教室での指導を参考にした、障害に応じた適

切な指導・支援の工夫が行われることで、発達障害のある児童も、在籍学級で他の児童と共に分かり

やすい指導や支援を受けることが可能になる。 

発達障害のある児童への指導・支援は特定の担当教員のみが行うものではなく、全ての教職員で取

り組むべきものであり、特別支援教室での指導の成果を在籍学級担任をはじめ、学校全体で共有し、

指導・支援体制を充実させていくことが重要である。 

 

(3) 障害の程度が軽度の児童 

   障害の程度が比較的軽度の児童については、短期での成果（特別支援教室での指導終了）が見込ま

れる。このような児童については、短期間での指導の終了も視野に入れた適切な目標を設定し、設定

した目標が達成されれば、速やかに終了の判定を行うよう留意する必要がある。 

 

(4) 在籍校以外の特別支援教室の利用の可能性 

  特別支援教室の導入により、これまで通常の学級に在籍する発達障害のある児童に対して通級指導

学級で行ってきた特別な指導を、原則として在籍校で受けることになるが、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は、例外的に他校に設置されている特別支援教室で指導を

受けることも可能とすべきである。 
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７ 特別支援教室に期待される効果 

(1) 児童の学習能力の向上や集団適応能力の伸長 

巡回指導教員は、児童の障害の状態について在籍学級担任と共通理解を持ち、協働して指導するこ

とによって、児童の障害の状態に応じた特別な指導を実施できるようになる。これにより、児童の学

習能力の向上や在籍学級における集団適応能力の伸長が期待できる。 

 

(2) 在籍学級の運営の安定化 

発達障害のある児童の集団適応能力が伸長されるとともに、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が図られる。これにより、発達障害

のある児童を含め、他の児童も授業に集中できるようになり、学級全体の児童の学力の向上が期待で

きる。 

 

(3) 児童への早期の支援 

  特別支援教室の導入により、巡回指導教員や臨床発達心理士等の専門家が在籍学級における児童の

行動観察を行うことで、比較的早期に障害に起因する児童の困難さに気付き、早期の支援に結び付く

ことが期待される。 

 

(4) 全ての児童への効果 

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、発達障害のある児童の集団適応 

能力が伸長されるとともに、校内の全ての教職員が専門家等の意見を踏まえながら、発達障害のある 

児童を含む全ての児童にとって分かりやすい授業を実施することで、全ての児童にとっても良い効果 

をもたらすことが期待できる。 

 

(5) 全ての教職員、他の児童・保護者の発達障害教育への理解の促進 

全公立小学校において巡回指導を実施することにより、特別な指導が身近で実施されるようになる

ことで、全ての教職員や他の児童・保護者の発達障害教育への理解が進む。これにより、これまで特

別な指導の意義や内容を知る機会が少なかった児童や保護者の理解が促進され、支援の必要な児童と

その保護者が支援を受けることを身近に考えることが期待できる。 

 

 

８ 不登校の児童への対応 

(1) 通級による指導における基本的な考え方 

発達障害のある児童は、対人関係やコミュニケーションに困難さを抱えているという障害特性が理 

解されず、それが要因となって不登校の状態になっている場合も想定される。 
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不登校の状態にある児童について、国（文部科学省）の「通級による指導の手引き」（文部科学省

編著。平成 24 年 3 月改訂第２版）（以下「通級による指導の手引き」という。）では、以下のような

記載がある。 

 

 「通級による指導の手引き」 抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 文部科学省から平成 28年 9月 14日付 28文科初第 770号により発出された「不登校児童生徒への支援の在り方

について（通知）」によると、「不登校とは、多様な要因・背景により、結果として不登校状態になっているとい

うことであり、その行為を『問題行動』と判断してはならない」との基本的な姿勢が示されている。 

 

通級による指導においては、在籍学級における行動観察等から児童が抱える困難さを把握し、継続

して指導を行い、困難さの改善を定期的に評価していく必要があるため、在籍学級の授業におおむね

参加していることが求められる。 

一方、不登校の状態にある児童については、一般的に通常の学級の授業に出席していない状況にあ

ることから、「通級による指導の手引き」に記載のとおり、本来的には通級による指導の対象とはなら

ないものと考えられる。ただし、主として心理的な要因により、社会的適応が困難となり、社会生活

や学校生活で支障が認められ、かつ、不登校の状況が軽度（通常の学級の授業におおむね参加してい

ること。）の場合には、通級による指導の対象となるものと考えられる。 

自閉症・情緒障害特別支援学級と同様、通級による指導の対象となる不登校の児童は、原因が様々

であり、その対応も一人一人の児童の実態により異なるため、教育的対応としては、医療、相談機関

等との連携を図りながら、実態に応じた取組が必要である。また、教育内容・方法の決定に当たって

は、その障害の状態に応じて教育支援センター（適応指導教室）等における対応も視野に入れ、慎重

に検討する必要がある。 

 

(2) 在籍学級における日常の対応 

発達障害のある児童が不登校の状態にならないようにするためには、在籍学級における日常の指導 

におい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 

童の理解を深めることが大切である。そのため、あらかじめ当日の授業の流れ・段取りを伝えること、 

不登校の状態にある児童生徒については、一般的に通常の学級の授業に出席していない状況

にあることから、通常の学級での適応性に問題がある児童生徒であり、本来的には通級による

指導の対象とはならないものと考えられます。 

  ただし、主として心理的な要因により、社会的適応が困難となり、社会生活や学校生活で支

障が認められ、かつ、不登校の状況が軽度（通常の学級の授業におおむね参加していること）

の場合には、通級による指導の対象となるものと考えられます。この場合に、通級による指導

の対象となるかどうかの判断については、教育相談機関や教育支援センター（適応指導教室）

との関連も考慮し、特に慎重に検討する必要があります。    
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板書やプリントで大事な部分を色分けするなどのユニバーサルデザインの考え方に基づく学習指導 

や、ソーシャルスキルの学習のノウハウを活用した支援が効果的である。 

都教育委員会では平成 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、発達障害 

のある児童・生徒への指導を計画的かつ効果的に実施するため、学力や社会性の向上を図る様々な取 

組を行っている。「新たに不登校を生まない」という視点から、こうした取組を進めていくことも重 

要である。 

【参考】教育支援センター（適応指導教室）等充実方策検討委員会 報告書（平成 29 年 2 月）Ｐ45～

46（巻末資料参照） 

 

 

９ モデル事業における小学校特別支援教室導入の成果  

(1) 小学校特別支援教室モデル事業の実施状況 

   東京都発達障害教育推進計画に基づき、小学校における特別支援教室の円滑な導入に向けたモデル

事業を実施した。 

 ・実施期間  平成２４年度から平成２６年度までの３か年 

 ・実施区市  目黒区（２２校）、北区（３７校）、狛江市（６校）、羽村市（７校） 

 

(2) 特別支援教室モデル区市における特別支援教室導入の効果 

各モデル区市からモデル事業を通じて特別支援教室の効果に関する報告があった。 

 ア 目黒区 

（ア）支援を必要としていた児童の利用増加 

これまで保護者の送迎ができずに支援ができなかった児童への支援が可能となった。また、巡

回指導教員による在籍校での行動観察により、これまで明確には分からなかった学習障害等の児

童の申請が多くあがってくるようになった。 

※ 平成 24年度、通級による指導を受けていた児童は 77人であったものが、平成 26年度には、

特別支援教室での指導を受けた児童及び利用を承認された児童が 194人に増加した。 

（イ）在籍校の理解啓発 

特別支援教室の利用の申請には、校内委員会での検討が必要なため、校内委員会の開催が活発

になり、教職員の特別支援教育の理解啓発につながった。また、特別支援教育コーディネーター

や通常の学級担任の意識啓発につながった。 

（ウ）巡回指導体制の確立 

区立小学校 22 校中７校を拠点校と位置付け、週１日～２日程度の巡回指導を行う体制を確立

した。巡回指導教員は、特別支援教室での指導を行うほか、必要な時は、特別支援教室を利用し

ている児童の、在籍学級での様子を見ることができるようになった。 

また、巡回指導教員の巡回校での役割を特別支援教育コーディネーター（副担当）として位置
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付け、在籍校のケース会議の出席や、特別支援教室を利用しようとしている児童について、巡回

指導教員の専門性を生かした助言を行うことができるようになり、拠点校と在籍校の連携が深

まった。 

 イ 北区 

（ア）対象児童の実態に応じた指導 

定期的に巡回指導教員が在籍校を訪問することにより、指導時間以外の対象児童の様子等の情

報を得る機会が増え、特別な指導に生かすことができるようになった。 

（イ）対象児童の状態の改善 

対象児童の学習や生活へのモチベーションを上げ、在籍学級での成功体験を積み重ねることに

より、集団への適応や学習の習得が良好になった。 

（ウ）教育環境の整備 

日常生活の人的環境（保護者や担任の関わり方、周囲の児童との関係、学級の雰囲気）や物理

的環境（教室環境、座席位置、グルーピングの仕方など）を整えることができるようになった。 

（エ）在籍校教職員への助言 

対象児童の個別の課題に応じた指導が行えるだけでなく、在籍校の教職員にも対象児童の指導

上の配慮等を伝えることが可能となった。 

（オ）特別な指導への理解の促進 

これまで保護者の送迎や在籍学級の授業を抜けることの不安、他校で指導を受けることへの抵

抗感などが軽減されたことから、特別な指導を受けていなかった児童が指導を受けるようになっ

ただけでなく、巡回指導教員の授業観察によって、担任や保護者が気付きにくかった学習障害等

の発達障害のある児童が把握でき、特別な指導につながる例が増えてきた。 

 ウ 狛江市 

（ア）巡回校における利用児童数の増加 

モデル事業実施前と比較すると特別な指導を受ける児童数は約２倍に増えており、従来の通級

指導学級の方式では十分な支援を行えなかった児童への支援が実施されるようになった。 

（イ）巡回指導校の教員への特別支援教育の理解促進 

巡回指導教員が、巡回校の校内委員会に参加したり、巡回校の教員を対象とする特別支援教育

に関わる研修会を実施したりすることにより、特別支援教育の理解が促進された。 

（ウ）在籍学級の授業進度に対する児童の不安軽減 

他校への通級に要していた移動時間がなくなることで、在籍学級の授業をより多く受けること

が可能となった。 

（エ）保護者の送迎負担軽減 

在籍校内で通級による指導を受けられるようになったため、保護者による通級指導学級設置校

への送迎の必要がなくなり、負担が軽減した。 
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（オ）巡回指導教員と在籍学級の担任との連携強化 

巡回指導の内容等を、巡回指導の当日に在籍学級の担任に伝えることで、巡回指導教員と在籍

学級の担任との情報交換の機会が増え、より一層の連携が図れるようになった。 

 エ 羽村市 

（ア）平成 26年度後期指導からの判定システムの改善試行 

「指導開始・終了までの流れ」に基づいた判定システムの改善・試行を行い、学校や保護者が

支援を受け入れやすくなり、「体験指導・相談」の対象児童が増加した。 

これまで指導を受けられなかった児童について、通常の学級担任が在籍校での指導ができるこ

とを意識して児童を観察するようになった。 

（イ）在籍校の教員と巡回指導教員の連携 

通常の学級の担任と巡回指導教員の児童の支援に関する情報交換の機会や情報量が増えた。

（時間的・質的増加、実際の授業場面等、具体的な場面を通しての話合いなど） 

児童観察の視点、児童への言葉掛け、褒め方、叱り方などの工夫について巡回指導教員からの

助言を基に、通常の学級の担任が実践できることが増えた。また、個別対応の仕方等を振り返り、

改善したりするなど児童に寄り添えるようになった。 

（ウ）巡回校の校長のリーダーシップによる巡回校が主体となった取組 

指導・相談前の打合せの定例化、校内委員会の開催（巡回指導教員の参加）調整、指導・相談

後の情報交換の場の設定（管理職や担任等）、巡回指導記録の工夫など、巡回校主体で進める特

別支援教育体制の構築の意識啓発が図られた。 

巡回校（在籍校）において、特別支援教室の申請には、校内委員会での検討や学校が主体となっ

て保護者との面談を行うことなどが認知され、校内委員会の定例化や開催が活発になった。特別

支援教育コーディネーターや通常の学級の担任の意識啓発につながった。 

（エ）巡回指導教員の資質向上 

指導が巡回校でも行われるようになったことで、巡回指導教員の専門性を高めることやより効

果的な指導工夫に対する取組の意欲が高まってきた。 

（オ）その他 

保護者が拠点校まで送迎ができない児童も、在籍校での指導が受けられるようになった。 

巡回指導での内容を、児童が在籍学級で実践できるようになった。 

 

 

１０ 小学校への特別支援教室の導入計画 

(1) 区市町村教育委員会による導入計画の策定 

特別支援教室を設置し円滑に巡回指導を開始するために、区市町村教育委員会は平成 27 年度以降

各地区の実情を考慮した導入計画を策定した。また、区市町村教育委員会は、教職員や保護者等を対
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象とした説明会等を開催するなどして、特別支援教室の意義や導入計画、巡回指導体制、指導内容・

方法等について周知を図る必要がある。 

都教育委員会は、平成 27 年度に区市町村教育委員会から翌年度の特別支援教室導入計画のヒアリ

ングを行い、導入計画及び特別支援教室の対象児童の見込み数に基づき、必要な人的配置や支援を実

施した。 

平成 28年度以降、区市町村教育委員会は、特別支援教室における巡回指導を順次開始した。 

 

(2) 都教育委員会の全公立小学校への導入目標年度及び促進策 

特別な指導が必要な発達障害のある児童に対し、巡回指導を受けられる体制が早期に整備される必

要があることから、全公立小学校において巡回指導が実施される年度を平成 30 年度とした。このた

め、都教育委員会は、特別支援教室の全公立小学校への早期導入に向けた促進策として、区市町村教

育委員会に対し、特別支援教室の整備を行うための物品購入及び簡易工事に係る経費を、平成 27 年

度から 29年度まで間、各小学校に特別支援教室を設置する前年度に経費の補助を実施した。 

また、都教育委員会は、巡回指導を開始した小学校に対して、巡回指導等での指導内容・方法につ

いて助言する臨床発達心理士、特別支援教育士、学校心理士（以下、「臨床発達心理士等」という。）

の巡回体制を整え、特別支援教室の円滑な運営を図るための非常勤職員として特別支援教室専門員を

配置している（次章、参照）。 

 

  

平成 27 年度《準備期間》 平成 28 年度《１年目》 平成 29年度《２年目》 平成 30 年度《３年目》 

 

・計画策定 

・教職員及び保護者向け

説明会の開催 

 

準備の整った区市町村から順次導入 
全公立小学校に 

設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校特別支援教室導入及び支援体制に係るスケジュール】 
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参 考 

 小学校特別支援教室導入の成果 

平成 28 年度に小学校特別支援教室を導入した区市町村教育委員会のアンケートによる成果は以下

のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成　　　果

○支援が必要な児童を適切に支援につなげられるようになった。

  ・在籍校での身近な指導となり、より多くの児童が指導を受けられるようになった。

　・保護者の送迎の負担がなくなり、保護者の事情で通えなかった児童も指導を受けられるようになった。

　・在籍校の教職員の理解が進み、学校側からも適切に働き掛けることができるようになった。

　・巡回指導教員の助言により、支援が必要な児童を適切に特別支援教室につなげることができた。

　・臨床発達心理士等の助言により、支援が必要な児童を適切に特別支援教室につなげることができた。

○発達障害の児童に対する在籍校教職員や周囲（他の児童・保護者）の理解の促進が図られた。

○巡回指導教員と在籍校教職員（学級担任等）の連携が密になることにより指導の充実が図られた。

　・早期から適切に特別支援教室での指導につなげるようになったことに伴い、少ない指導時間数での指導開始が増えた。

○課題のある児童を早期から適切に特別支援教室における指導につなげることができた。

○対象児童及び保護者の負担が軽減された。

○学級担任等との連携や周囲の児童の理解が進んだことにより、通常の学級で行う支援や工夫が増えた。

○巡回指導教員等が学級担任に対して助言等を行うことにより学級運営の安定化が図られた。

○在籍学級における時間割等に応じて、柔軟に特別支援教室での指導を設定することができた。

○適切な指導時間を設定することにより、対象児童一人当たりの指導時間数が減った。

　・在籍校での指導となったため、児童個々に応じて本当に必要な指導時間数で行えるようになった。

　・在籍学級との連携による通常の学級での支援を意識し、より短時間での指導時間の設定を行うようになった。

 他校に設置されている通級指導学級で指導を受けるために必要な通学費に適用される特別支

援教育就学奨励費補助金は、特別支援教室における指導についても、従前と同様に補助対象経

費となる（理由：特別支援教室における指導は、学校教育法施行規則第 140条の規定に基づく

指導に該当するため）。 

 

特別支援教育就学奨励費補助金の取扱いについて 
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第２章 特別支援教室の基盤整備 
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１ 特別支援教室の実施体制 

特別支援教室の各小学校への設置によって、これまで特別な指導を受けられなかった発達障害のあ 

る児童が指導を受けやすくなり、対象児童の増加が予測されるため、児童数に応じた教員の配置を

行っていく。 

また、児童が抱える困難さを改善するためには、児童の障害の状態を的確に把握し、障害の状態に 

基づいた指導内容・方法の充実を図る必要がある。 

さらに、巡回指導教員が各小学校を巡回することから、各小学校において特別な指導を受ける児童 

の指導時間の調整等、円滑に運営するための校内の調整を行う必要がある。 

都教育委員会は、必要となる巡回指導教員の配置、指導内容・方法について助言する臨床発達心理 

士等の巡回、特別支援教室の円滑な運営を図るための特別支援教室専門員の配置などにより、効果 

的・効率的な特別支援教室の実施体制を整備していく。 

 

 

２ 巡回指導教員等の配置 

(1) 巡回指導教員の配置 

 教員配置基準について、区市町村における特別支援教室の導入の有無にかかわらず、平成 28 年度

から、区市町村ごとに年度当初に週当たり１単位時間以上の指導を受ける児童 10 人につき１人の教

員を配置することとする。 

 また、平成 28年度から平成 32年度末までの期間、経過措置を適用し、この期間の各年度当初の指

導児童数が平成 27年度の対象児童数を下回らないことを条件として、指導対象児童数 10人につき教

員１人の基準で算出した教員数が平成 27年度の教員配置数を下回った場合に、平成 27年度の教員配

置数を維持することとする。 

 

(2) 臨床発達心理士等の巡回 

臨床発達心理士等は、全公立小学校で対象児童が必要とする特別な指導を受けられるようにするた

め、対象児童が抱える困難さを的確に把握し、その困難さに対応した専門的な指導を実施するための

助言を行う役割を担うものであり、スクールカウンセラーとはその役割が異なる。平成 28年度から、

特別支援教室設置校１校につき年間 10回程度（年間 40時間相当）巡回することとし、拠点校・巡回

校を問わず、特別支援教室で指導を受ける児童がいる小学校を巡回する。 

臨床発達心理士等が担当する業務は次のとおりである。 
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① 発達障害の可能性のある児童の障害の状態の把握を行い、特別な指導の必要性の有無について在

籍校の教職員等に助言する。 

② 児童を巡回指導の対象とするための校内委員会での検討に必要な資料の作成や助言をする。 

③ 在籍学級担任等が保護者に対して支援の開始等について説明する際に、必要に応じて臨床発達心

理士等が専門的な見地から意見を述べる。 

④ 特別支援教室での指導を開始する児童の個別指導計画等の作成に当たって、巡回指導教員や在籍

学級担任等に対し助言を行う。 

⑤ 特別支援教室や在籍学級での児童の状況を観察し、巡回指導教員や在籍学級担任等に必要な助言

を行う。 

⑥ 児童の抱える困難さの改善状況を把握し、校内委員会等に報告し、当該児童の特別支援教室での

指導の終了に関して助言する。 

⑦ 指導の対象となる児童の有無にかかわらず、各学級の授業を観察し、特別な支援が必要な児童等

の指導に関し在籍学級担任等に対し、必要な助言や支援を行う。 

臨床発達心理士等は巡回指導教員や在籍校教職員に対する助言が主な役割であり、直接児童やその

保護者の相談を受けることは業務としては想定していない（上記の③で、巡回指導教員や在籍校の教

職員が保護者に対して説明をする際に立ち会うことは差し支えない。）。 

なお、平成 29年９月 15日に公認心理師法（平成 27年法律第 68号）が施行され、心理職の国家資

格が定められたことから、巡回する心理職等の資格及び人材活用の方法について、公認心理師法施行

後の動向を注視していく。 

 

(3) 特別支援教室専門員（非常勤職員）の配置 

特別支援教室専門員は、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。

平成 28年度から、特別支援教室設置校１校につき１人を配置し、拠点校、巡回校を問わず、特別支 

援教室で指導を行う児童がいる小学校に配置する。 

特別支援教室専門員は、校内における連絡・調整や巡回指導教員との連絡・調整が主であり、児童

の指導を行うことはないが、校内における連絡・調整や指導の記録を行うことから、小学校教育や学

校運営への理解が求められる。このため、教員として勤務経験がある者、若しくは教員免許を有する

者が望ましい。また、特別支援教育に理解があり、小学校の実情に精通している者も対象となり得る。 

特別支援教室専門員も、当該校の職員であることから、他の教職員と同様に机やパソコン等の執務

環境を整えるとともに、教職員間の連携を図るためにも、既存の職員室の中に執務場所を確保するこ

とが望ましい。 

特別支援教室専門員が担当する業務は次のとおりである。 
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① 児童が特別支援教室で指導を受ける時間割と在籍学級の時間割等を調整する。 

② 巡回指導教員及び臨床発達心理士等と連絡・調整を行う。 

③ 特別支援教室での指導内容に応じて使用する教室や教具を調整する。 

④ 巡回指導教員の指示に基づき、個別の課題に応じた教材を作成する。 

⑤ 巡回指導教員及び学級担任の指示に基づく、児童に対する学習支援を行う。 

⑥ 児童の行動観察及び指導の記録の作成し、巡回指導教員へ報告する。 

⑦ 巡回指導教員の指示に基づき、特別支援教室における指導の様子や在籍学級における配慮事項等

を在籍学級担任等へ伝達する。その他、伝達事項等の連絡など、巡回指導教員と在籍学級担任等

の間の連絡調整の補助を行う。 

 

 

３ 特別支援教室に関する施設・設備の確保・整備 

(1) 教室整備の基本的な考え方 

『通級による指導の手引』では、「通級による指導は、学校内に通級による指導のための専用のス

ペースを設けて指導を行う場合もあれば、そのようなスペースが無くとも、空き教室、図書室、特別

支援学級などの既存のスペースを活用して指導を行う場合もある」としている。 

また、「小学校施設整備指針」（平成 28 年 3 月改訂、文部科学省）では、通級による指導のための

関係室について、空間の可変性を確保するため、可動間仕切を設置することも有効であるとしている。 

これらは、各校の実情を考慮し、専用のスペースを設けて指導を行うだけでなく、児童・生徒の障

害の状態に応じて、様々に工夫し、柔軟に指導を行うことが重要であることを述べている。 

さらに、児童の障害特性に応じて感覚や認知の特性に配慮した環境整備をするなど児童が学びやす

い環境を整えていくことが望ましい。 

各校に設置する特別支援教室はこれまでの通級指導学級とは異なり、毎日使用する教室ではないた

め、既存施設の有効活用や巡回指導の日にのみ使用する兼用の教室でも可能である。そのため、各学

校の施設整備の状況に応じて、柔軟に対応することが求められる。 

いずれにしても各小学校の教室の空き状況や指導児童数によって、実情は大きく異なるため、実情

に応じて各区市町村が判断する。章末では、モデル区市における教室整備事例を紹介する。 
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【表５ モデル区市における特別支援教室の整備状況】 

 設置小学校数 
専用教室兼用・兼用教室の内訳 教室の広さの内訳 

専用教室 兼用教室 １教室程度 ２分の１教室程度 

目黒区  22校 16校 ６校 16校 ６校 

北 区  37校 10校 27校 11校 26校 

狛江市  ６校 ６校 ― ６校 ― 

羽村市  ７校 ２校 ５校 ２校 ５校 

 

(2) 東京都公立小学校特別支援教室設置条件整備費補助事業 

公立小学校に係る施設整備については、原則として設置者である区市町村がその経費を負担するこ 

ととされている。平成 30年度末までに全公立小学校に特別支援教室を導入するためには、区市町村 

に短期的な財政負担が生じることが想定され、それにより特別支援教室の導入が遅れることや区市町 

村間で差が生じることは望ましいことではない。 

そのため、都教育委員会は特別支援教室の円滑な導入に向けて、区市町村教育委員会に対し、平成 

27年度から平成 29年度までの間、東京都公立小学校特別支援教室設置条件整備費補助事業を行った。 

補助事業の内容は、各小学校の特別支援教室の設置前年度に、教材等の物品購入に要する経費は１校 

当たり 30万円を、教室環境の整備に要する簡易工事相当の経費は１校当たり 70万円を、それぞれ上 

限額とした全額を補助するものである。 

教材等の主な対象としては、机、椅子、ホワイトボード、学習用教材等である。必要な物品の購入 

により、それぞれの障害の状態に応じた教材等が各小学校で共通して使用できるようになり、巡回指

導教員が巡回するたびに教材等を持ち歩かなくてもよい環境を整えていく。   

教室環境の整備に要する簡易工事相当の経費については、モデル区市での実施例を踏まえ、簡易間 

仕切りの設置等への補助を行う。 

特別支援教室での指導に使用する教室は、既存施設の有効活用を前提とする。 
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目黒区の事例 
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【 ２分の１教室等・専用使用の事例 】 

 

 

 

 

 

２分の１教室の使用 

 

３分の１教室の使用 

北区の事例 

 

学年教室との兼用（つい立で仕切り） 

 

 

 

 

図工倉庫との兼用 

 

スクールカウンセラーの巡回との兼用 

【 １教室・兼用使用の事例 】 

既存施設を活用した教室の事例 


