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● 企画部 
NISE の研究に関する総合的な企画・立案・調整、障害のある子どもの教育に関する政策課題、関係法令及び行

財政施策に関する調査・分析などの業務を行っています。 
また、NISE の業務に関する評価の企画・立案、NISE が実施する調査の全体計画の立案・調整、特別支援教育

に関する基本データ調査の企画・実施・分析、諸外国の障害のある子どもの教育に関する調査・分析、海外の研究
機関や研究者との連携協力・国際交流などの業務を行っています。 

● 教育支援部 
学校教育支援として、特別支援教育の理解啓発、関係校長会や関係団体等との連携・連絡調整、特別支援学校や

幼稚園、小学校、中学校、高等学校等への支援・連携協力、各都道府県等の教育センター・特別支援教育センター
等との連携協力などの業務を行っています。 

教育相談支援として、発生率の低い障害等の事例に関する教育相談、海外に在住する日本人学校等の保護者や教
員からの教育相談、各教育関係機関等における教育相談のコンサルテーション、障害のある子どもの教育相談に関
する情報提供などの業務を行っています。 

また、インクルーシブ教育システム構築に関連するデータベースの作成に取り組んでいます。 

● 教育研修・事業部 
NISE が行う研修事業の企画・立案、研修プログラムの開発、研修修了者のフォローアップ、インターネットに

よる講義配信のコンテンツの作成・提供、地方における教員研修の支援などの業務を行っています。 
また、NISE 主催セミナーの企画・実施、保護者団体等との連携事業の企画・実施、医療・福祉・労働関係機関

等に対する理解啓発・連携などの業務を行っています。 

● 教育情報部 
特別支援教育に関する情報の収集・蓄積・提供や理解啓発活動（他の部の所掌に関するものを除く）、特別支援

教育の教材及び教育支援機器に関する情報・資料の収集・提供、評価・活用、関係者の支援などの業務を行ってい
ます。 

発達障害教育に関する情報については、発達障害教育情報センターのウェブサイトや教材・教具展示室の公開等
を通じて、教員や保護者等の方々を対象に、様々な情報提供を行っています。さらに、発達障害に関わる関係団体
との連携強化にも努め、その一環として世界自閉症啓発デー in 横須賀を開催しています。 

● 総務部 
研究所の中期計画・年度計画の策定、広報、職員の人事、予算・決算、施設・設備管理や各部の業務支援などの

業務を行っています。 

運 営 委 員 

阿部 謙策 葛飾区立梅田小学校長 
池田  浩 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局理療教育・就労支援部長 
稲垣 真澄 独立行政法人国立精神･神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部長
大槻 達也 国立教育政策研究所長 
尾﨑 久記 日本特殊教育学会理事長（茨城大学教授） 
尾﨑 文雄 兵庫県立阪神昆陽高等学校長･同特別支援学校長 
梶原 敏明 大分県教育センター所長 
桐谷 次郎 神奈川県教育委員会教育長 
小宮 恭子 全国連合小学校長会特別支援教育委員会委員長（大田区立志茂田小学校長） 
下山 直人 筑波大学附属久里浜特別支援学校長（筑波大学教授） 

瀬戸ひとみ 全国特別支援学校病弱教育校長会会長（神奈川県立横浜南養護学校長） 
田添 敦孝 東京都立光明特別支援学校長 
直田 益明 全日本中学校長会生徒指導部長（世田谷区立北沢中学校長） 
兵馬 孝周 全国特別支援学校長会会長（東京都立青鳥特別支援学校長） 
松為 信雄 文京学院大学教授 
三浦  和 全国特別支援教育推進連盟参与 
三谷 照勝 全国盲学校長会会長（東京都立文京盲学校長） 
村上 芳則 国立大学法人筑波技術大学長 
明官  茂 全国特別支援学校知的障害教育校長会会長（東京都立町田の丘学園校長） 
横倉  久 東京都立大塚ろう学校長 
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