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小中学校における個別の教育支援計
画策定に向けた構造的戦略を考える

プロジェクト研究中間報告（西牧）
• 現時点までの個別の教育支援計画策定過程からみえる課題の整理
• 個別の教育支援計画は、なぜ必要かを改めて振り返る

話題提供（岩井）
• 個別の教育支援計画策定に向けて課題とその解決のための方策

パネルディスカッション
• 障害のある子どもが住みやすい「まちづくり」を目指して、学校現場の挑
戦、それを支える養護学校や市町村教育委員会の役割、都道府県教育
委員会の役割を考える



「個別の教育支援計画」の策定
に関する実際的研究
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特殊教育から特別支援教育への流れ

昭和22年 3月「学校教育法」制定、公布

昭和23年 4月 盲学校及び聾学校義務制開始(昭和31年度に完成)

昭和53年10月「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の

教育措置について（通知）」

昭和54年 4月 養護学校義務制実施

平成 5年 1月「通級による指導の対象とすることが適当な

児童生徒について（通知）」

平成 6年12月「病気療養児の教育について（通知）」

平成12年 4月 養護学校等高等部訪問教育本格実施

平成13年 1月「21世紀の特殊教育の在り方について（最終報告）」

平成14年 4月 学校教育法施行令一部改正

「障害のある児童生徒の就学について（通知）」

平成15年 3月「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」

平成16年12月「特別支援教育を推進するための制度の在り方について

（中間報告）」



義務教育特別委員会の設置について
平成１６年１２月１７日 中央教育審議会総会

• ２．検討すべき事項

（１）義務教育の制度・教育内容の在り方 ・義務教育の目標の明確化、制度
の弾力化、年限等の在り方・教育内容・教育方法の改善

（２）国と地方の関係・役割の在り方 ・義務教育制度の根幹を担う国と、地域
の教育を担う地方のそれぞれの役割・責任・義務教育の実施主体である
市町村と広域自治体としての都道府県の関係・役割・学校と市町村との
関係及び学校の自主性・自律性の確立

（３）学校・教育委員会の在り方 ・学校の管理運営、教育委員会の在り方・教
育活動の評価・公開、全国学力調査の実施・教員養成・免許制度、教員
の人事・給与制度の改革

（４）義務教育に係る費用負担の在り方 ・教職員給与、施設整備、教材・設
備備品、学校運営、事業・施策等に要する費用について、国、都道府県、
市町村の負担の在り方・教育費における家計負担

（５）学校と家庭・地域の関係・役割の在り方 ・学校と家庭・地域との連携・協
力、保護者・住民の学校運営への参画、地域の人材の学校教育への登
用



特別支援教育への施策概要

平成１５年度

（１) 障害のある子どものための教育相談体系化推進事業

（２) 特別支援教育の在り方に関する調査研究

（３) 養護学校における医療的ケア体制整備事業

（４) 特別支援教育推進体制モデル事業

（５）盲・聾・養護学校の専門性向上推進モデル事業

（６）特別支援教育コーディネーター養成研修 他

平成１６年度

（１）特別支援教育推進体制モデル事業（拡大）

（２）特別支援教育コーディネーター養成研修

（３) 養護学校における医療的ケア体制整備事業（拡大） 他

平成１７年度は？



特別支援教育推進体制モデル事業（平成１６年度）
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この研究の目的

• 盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒の次に、小中
学校に在籍する障害のある児童生徒においても「個
別の教育支援計画」を策定することが想定される

• その策定の主体や計画の作成担当者あるいは、就
学指導委員会および関係諸機関との関連など多く
の検討課題がある

• 本研究では、主に小中学校における障害のある児
童生徒の「個別の教育支援計画」の策定とその実
施の在り方について、「個別の支援計画」、「個別の
指導計画」、「個別の移行計画」との関連も含めて具
体的で実効性に富むモデルを提示し、実際に試行
した上で問題点の抽出までを研究する



個別の教育支援計画とは？

• 障害者基本計画の基本方針：「障害のある子ども一人一人のニー
ズに応じてきめ細かな支援を行うために乳幼児期から学校卒業後
まで一貫して計画的に教育や療育を行うとともに、学習障害、注意
欠陥／多動性障害、自閉症などについて教育的支援を行うなど教
育・療育に特別のニーズのある子どもについて適切に対応する。」

• 施策の基本的方向性： 一貫した相談支援体制の整備； 障害の
ある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な役割分担の下
に、一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画（個別の
支援計画）を策定して効果的な支援を行う。

• 重点施策実施５か年計画（新障害者プラン）（文教関連分のみ）
＜第一 一貫した相談支援体制の整備＞
c.盲・聾・養護学校において個別の支援計画を平成17年度までに策
定する。

研究協力者でもある岩井先生（都立羽村養護学校長）からの説明を
参考に！！



今、どのような研究をしているか？
現地調査（研究協力機関、研究パートナー）
北海道、札幌市、北海道立真駒内養護学校、市立小学校、北海道立札幌肢体
不自由児総合療育センター
秋田県、（秋田市）、秋田県立大曲養護学校 、男鹿市立小学校
東京都、調布市
神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、神奈川県平塚聾学校通級指導教室、相
模原市立橋本小学校、神奈川県藤野町小渕小学校、横浜市共進中学校、横浜
市中部地域療育センター
鹿児島県、鹿児島県立大島養護学校
福井県、福井県立清水養護学校、清水台保育園
京都市、京都市立九条弘道小学校

実際の現場を出来るだけ多くみることを目標にしています
立候補してください！！

→教育相談体系化事業（平成13～15年度）、特別支援教育推進体制モデ
ル事業（～平成16年度）の取り組みを推進しているｔころでは、地域の小
中学校で障害のある児童生徒を支える仕組みが整いつつある



都道府県別特別支援教育推進体制
の実地調査からみられる課題

養護学校のセンター的機能、特教センターの教育相談の
相談体系化の進展状況
学校現場と教育委員会（市区町村、都道府県）との関係
特別支援教育コーディネーターの役割の持ち方、校内支
援体制の進捗状況
既存の連携システムの存在
地域連携のキィパーソンの存在
都道府県における学校再編計画の実際
小中学校；まだまだ特別支援教育の理念が未浸透、小学
校、中学校でも進み方が違う
盲・聾・養護学校等 ；都道府県によりトップダウンからボト
ムアップまでさまざまな進め方が見られる



今、どのような研究をしているか？

• 第1回研究協議会（H16.7.12開催） 議
事録HPにアップ
http://www.nise.go.jp/soumuka/kikaku/katsudo/pr
ojects_project5-1.html

• 都道府県別の特別支援教育推進状況
調査（ネット上から）

• 養護学校長の意識調査（平成16年10月
実施：全特長調査を補完するもの）
一部紹介
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（１）教員の意識改革と学校長のリーダーシップ
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（４）学校長のリーダーシップとコーディネーターの校内での認識
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（２）教員の意識改革とコーディネーターの校内での認識
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（３）教員の意識改革と個別の教育支援計画の必要性
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1-7 特別支援連携協議会の機能

（５）地域の社会資源と特別支援連携協議会の機能
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（６）地域の社会資源と特別支援教育コーディネータの地域での認知度



個別の教育支援計画策定に向けて

• 「特殊教育から特別支援教育へ」の意味

場における指導から教育的ニーズに基づく支援へ

１）学校完結型教育からの脱却

従来の障害種別、重症度、重複度別指導法から個
別の教育的ニーズに基づく指導法へ

交流及び共同学習の意味するところは？

２）「教育的ニーズに基づく」という意味

→ パネルディスカッションも参考に！！



３）場における教育を新たに支えるもの

（モデル事業による推進） →（広域）特別支援連携協議会

専門家チーム、巡回相談、

校内委員会

特別支援教育コーディネーター

盲・聾・養護学校のセンター的機能

そして、個別の教育支援計画

４）今まで教育現場で工夫されてきたもの

→教育相談活動、居住地校交流

教育相談体系化事業

指導法の工夫 等々

５）教育改革の行方 → 常に意識しておく必要あり



個別の教育支援計画とは？

• 福祉、医療、労働、生活等における支援計画！？の
内容の理解

→国レベルの各分野の在り方を押さえる
概念的な部分（心構えの部分）と具体的な部分（課題解決）
それらを教育の視点から問い直す作業が必要

• 個別の教育支援計画の内容
従来の教育の中の課題（個別の指導計画）＋連携で解決する教育的課題

• 個別の教育支援計画策定の意義
教育の質が高くなる

教育が関わることで福祉、労働、医療の質も高くなる



個別の教育支援計画の基本的考え方・方向性

1. 計画策定のための書式の議論は出来るだけし
ない（必要な項目・内容は吟味する）

2. 学校現場、市区町村教委、都道府県教委で必
要なものが異なるので、各層で必要とされる情
報を検討する

3. 現場の先生が、書く気になるための「ツール」を
用意する

障害のある児童生徒の教育的支援の基本をおさえる

連携により解決する課題を通じて計画策定の必要性を強調

出来れば、障害種別（軽度発達障害を含む）、教育的ニーズ別



国としての課題

• 特別支援学校（仮称）での学習指導要領等が、
障害種別を超えたグループ別の教育課程編
成、個別の教育支援計画と、どのような関係
を持つか？ ・・・要検討

• 個別の教育支援計画を策定すれば、子ども
が変わる、教師が変わる、地域が変わる

おわり
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