
令和４年度 東京都立調布特別支援学校経営計画 

 

令和４年４月１日 

校長 原田 勝 

１ 学校経営理念  

平成２９年３月公示の小・中学校新学習指導要領の中学部における全面実施により、昨年度から本校の教育課

程は、全て新学習指導要領に基づくものとなった。今年度は、昨年度の成果を踏まえ、一層の指導内容・方法の

充実を図り、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会とが共有する「社会に開か

れた教育課程」の理念のさらなる具現化を図る。 

東京都教育ビジョン（第４次）では、「変化するこれからの社会を主体的・創造的に生き抜いていく子供」を育

成していくことを明確に求めている。本校では、そうした意味からも「社会に開かれた教育課程」の実現は、地

域に生きる学校の使命と考え、東京都教育委員会との連携の下、教職員・保護者・地域・関係諸機関が、一体と

なれるテーマ「『地域』に生き、ともに伸びる学校」を掲げ、広く都民の期待に応える学校づくりを推進する。 

令和２年度以降、猛威を振るい続ける新型コロナウイルス感染症に対しては、令和４年度においても引き続き

警戒が必要であり、教育活動に対する影響も大きいと予想される。こうした状況において、本校は児童・生徒お

よび保護者の「心身の拠所」として、安心・安全な学校を目指すとともに、次世代を見据えた学校を目指し、教

職員全体が共通認識と熱意をもち、地域社会と連携しながら、「社会に開かれた学校」を目指し努力していく。 

具体的には、下記の３点に重点をおき、地域の住民や関係機関等に、本校の教育（－地域の未来を切り開く児

童・生徒の成長）に、かかわっていただきながら、教育の充実と学校・地域間の関係の強化に向けて取り組む。 

（１）地域の活用 

地域の人材や関係機関等の学校の教育活動への活用をとおして、児童・生徒の地域に対する理解や愛着を深め

ることにより、教育の充実を図る。 

（２）地域との連携・共同 

地域の人材や関係機関等と連携・共同した教育活動の実践をとおして、児童・生徒が地域の方々と協力して活

動することにより、教育の充実や地域との関係の深化を図る。 

（３）地域への貢献 

地域の人材や関係機関等への貢献を目的とした教育活動の実践をとおして、児童・生徒の自己有用感を深める

ことにより、自立と社会参加に向けた意欲・態度を育む。 

  

２ 目指す学校 

子供一人一人を「守り」「伸ばし」「育てる」学校 

本校は、目指す学校像を、子供一人一人を「守り」「伸ばし」「育てる」学校とし、本校が、目指す教育の内容

と方法を教職員、保護者、地域と共有することにより、「社会に開かれた教育課程」の推進に向け、一層の指導の

充実を図る。 

（１）教職員の高い危機管理意識により、子供の命と人権を守る。 

このために、年間を通じ、避難訓練や危機管理研修の内容・方法の充実を図る。 

（２）教職員の高い専門性により、子供の可能性を伸ばす。 

このために、全教職員１人２回の授業研究や専門性向上研修をはじめとした研究と修養の充実を図る。 

（３）学校と地域のつながりにより、子供の心を育てる。 

このために、社会に開かれた教育課程の編成・実施・管理を行い、児童・生徒の実態に応じて、地域の活用、

地域との連携・共同、地域への貢献に向けた教育活動に取り組めるようにする。 



  

 

 

 

 

 

 

３ 中期的目標とその達成に向けた方策 

（１）中期的目標 

東京都特別支援教育推進計画（第二期）第一次計画の趣旨に則り、共生社会の実現に向け、特別支援教育の充

実を図る。 

（２）中期的目標に基づく主な方策 

ア「学校・地域いきいきプロジェクト」の実施による「社会に開かれた教育課程」の推進 

・地域を活用した教育による学校・地域間の相互理解の進展 

・地域と連携・共同した教育による学校・地域関係の強化 

・地域に貢献した活動による学校・地域関係の発展 

 

イ「カリキュラム・マネジメント」の効果的展開に向けた指導力の向上 

・個に応じた指導の充実と「育成プラン」に基づく指導力の向上 

・新学習指導要領を実現する教育課程の実施 

・知的障害教育外部専門員等を活用した研修の充実と授業改善への活用 

 

ウ 児童・生徒の発達段階に応じたキャリア教育の推進 

・家庭や地域と連携したキャリア教育の普及・推進（「キャリア教育リーフレット」の活用） 

・校内や近隣の社会資源を活用したキャリア体験の充実（小学部高学年：地域の公共機関や商店等との連携によ

る「お仕事体験」の実施、中学部各学年：地域の企業や公共機関等と連携した就業体験の実施） 

・高等部進学を意識した一貫性のある進路指導の充実 

 

エ 東京都教育ビジョン（第４次）及び「未来の東京」戦略等に基づくデジタル技術を活用した教育の充実と情

報発信力の強化 

・ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の充実 

・電気通信大学と連携したＩＣＴ教育の充実 

・デジタル技術を活用した教育「知的障害の程度の重い児童・生徒のデジタル活用（令和 4年度教育庁指導部研

究指定）」に関する成果の検証と発信 

・様々な媒体を活用した情報発信力の強化 

 

オ 地域における特別支援教育のセンター的機能の拡充と共生社会の実現 

・地域連携の推進とセンター的機能の拡充 

・副籍制度の活用と他教育施設との連携の推進 

・特別支援教育コーディネーターを中心とした地域支援の推進 

 

 

学校教育目標 

◆自立と社会参加に向けて、主体的に生きる力を育てる 

・たくましい身体と豊かな心を育てる 

・生活に必要な力を育てる 

・自分で考え、表現し、行動する力を育てる 

・集団の中で活動できる力を育てる 



カ 地域の資源を活用した学校支援体制の整備 

・校内委員会の充実および学区域市役所福祉課等関連機関との連携の強化 

・学校運営連絡協議会を活用した学校運営の改善 

・リソース・ネットの活用と地域諸学校との連携の促進 

 

キ 「学校２０２０レガシー」構築に向けた取組の推進 

・東京２０２０大会に向けてつくられた「調布駅前ガーデン」の植栽をとおした地域住民との協働 

・地域住民、関係機関との交流によるおもてなしの心の育成 

・アスリートとの交流等による生涯にわってスポーツを楽しむ習慣・態度の確立 

 

ク 安心・安全な学校運営の推進 

・人権を尊重した教育の推進による、いじめや体罰の根絶 

・安全教育・防災教育の推進と校内安全の強化（令和４年度安全教育推進校） 

・教職員の危機管理意識の向上と学校事故の未然防止の徹底 

 

ケ 学校施設および校内資源の有効な活用と整備 

・経営企画室との連携による校内資源および学校施設の有効な活用と立地を生かした学校経営 

・経営企画室業務の円滑な遂行と経営参画の推進 

 

コ ライフ・ワーク・バランスを重視した働き方改革の推進と服務の厳正 

・法令等に基づく教職員の服務の厳正 

・業務の合理化・効率化と超過勤務の縮減 

・プロジェクトマネジメントシート等を活用した教職員の在校時間管理の徹底 

・教職員一斉メールやポータルサイトの活用による会議の短縮、効率化の推進 

 

４ 当該年度における取組目標とその達成に向けた具体的方策 

（１）「学校・地域いきいきプロジェクト」の推進による社会に開かれた教育課程の実現 

ア 地域公共機関等の授業への活用をとおした児童・生徒の地域に対する理解や愛着の形成 

・調布市立図書館職員を活用した読み聞かせ･･･年９回（各学年） 

・調布市植物多様性センター職員を活用した授業･･･年２回 

 

イ 地域の住民、関係機関と共同した教育活動等の実施をとおした児童・生徒の協調性・社会性の伸長 

・地域のボランティアと共同した「調布駅前ガーデン」の植栽をとおした児童生徒の協調性・社会性の伸長 

･･･年２回 

 

ウ 地域公共機関への成果物の提供、大学、公園等の花壇の植栽・整備をとおした児童・生徒の自己肯定感、

自己有用感の育成 

・調布市役所への成果物の提供･･･年２回 

・電気通信大学、公園等の清掃･･･年３回以上 

 

（２）カリキュラム・マネジメントの効果的展開に向けた指導力の向上 

ア 個に応じた指導の充実と「育成プラン」に基づく指導力の向上 



・「若手教員育成プラン」に基づく研究授業…全教員それぞれ ２ 回以上（基礎伸長期までの教員は別途） 

・若手教員育成プランに基づき、校内研修・他校研修等を活用した研修への参加および公開研究会における成果

の発表等を通した研修の実施…年１回 

・同プランに基づく校内研修（専門性向上研修）への参加…年３回 

 

イ 新学習指導要領の実現に向けた教育課程の実施 

・学習評価等、新学習指導要領に関する研修の実施…全教員の参加 

・教科会等を活用した実技教科および各教科等を合わせた指導の授業力の向上…通年 

・令和５年度に向けた教育課程の編成…学校評価を活用した教育課程編成上の課題の確認と改善に向けた検討

（教育課程検討委員会で実施） 

・ＰＤＣＡサイクルに基づく指導計画の実施・予算の執行…通年 

 

ウ 外部の専門家（都立特別支援学校知的障害教育外部専門員（以下、外部専門員）、大学教員等）を活用した

研修の充実と授業改善への活用 

・ 大学教員等を招いた専門性向上研修の実施…年３回以上 

・ 外部専門員によるアセスメント・助言等の指導への活用…５０ケース以上 

 

（３）発達段階に応じたキャリア教育の推進 

ア 保護者等と連携したキャリア教育の普及・推進 

・授業を通した個々の児童・生徒の身辺自立の確立…通年 

・「進路通信」を活用した保護者への理解啓発…年５回以上 

・保護者との連携による一人通学の推進…延べ１０人以上 

・ＰＴＡとの連携による保護者向け進路講演会の実施…年１回 

 

イ 校内や近隣の社会資源を活用したキャリア体験の充実 

・小学部段階におけるキャリア発達を踏まえた「お仕事体験」の実施…通年 

・地域との連携による中学部における就業体験の実施…３回以上（各学年で実施） 

・外部の専門家の活用による作業学習の改善…通年 

・作業所見学等、職業に関わる見学や体験の実施…年２回以上 

 

ウ 高等部進学を意識した一貫性のある進路指導の充実 

・府中けやきの森学園と協働した作業学習の充実…年２回 

・府中けやきの森学園との連携による進路講話の実施…年３回 

・職業学科進学を視野に入れた進路指導の改善・充実…随時 

 

（４）東京都教育ビジョン（第４次）及び「未来の東京」戦略等に基づくデジタル技術を活用した教育の推進

と情報発信力の強化 

ア ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の充実 

・情報教育部を中心とした職員校内研修の充実…３回以上 

・マニュアル等を活用した児童生徒の端末活用の推進…随時 

・情報教育部を中心とした校内ＩＣＴ環境の充実…年間 

・各教員によるアプリ等を活用した教材の開発…年間 



イ 東京都教育ビジョン（第４次）及び「未来の東京」戦略等に基づくデジタル技術を活用した教育の推進 

・令和４年度東京都特別支援教育推進計画（第二期）第二次実施計画に基づく研究指定校（「知的障害の程度の重

い児童・生徒のデジタル活用」）としての研究成果を踏まえた指導の実施･･･随時 

 

ウ 近隣の大学と連携したＩＣＴ教育の充実 

・国立大学法人電気通信大学との連携によるＩＣＴ教材の開発と活用…１０教材以上 

・同大学生・院生と連携した教材作成会の充実…年間５回以上の会議 

・タブレット端末を活用したＩＣＴ教材の利用推進…通年 

 

エ 様々な媒体を活用した情報発信力の強化 

・ホームページの計画的更新…２５０回以上 

・東京都西部学校経営支援センターだより「西～にし～」ＧｏｏｄＮｅｗｓの内外への発信…１５回以上 

・「学校だより」等、各「たより」を活用した情報発信…２０回以上 

・その他ＩＣＴを活用した外部との連携の強化および情報の発信…随時 

 

（５）地域における特別支援教育のセンター的機能の拡充と共生社会の実現 

ア 地域連携の推進と巡回相談を契機とした学区域（調布市、三鷹市、狛江市）支援･･･通年 

・トライアングルサポートネットワーク（トライアングルプロジェクト）による家庭と教育と福祉の連携の推

進･･･通年 

・エリアネットワーク会議の推進…年２回 

・「専門性向上研修」等の研修会を地域に広く開放することによる地域特別支援教育の推進…年３回 

 

イ 副籍制度の活用と他教育施設との連携の推進 

・副籍交流の実施・推進…直接的な交流３５ケース以上、間接的な交流３０ケース以上 

・副籍交流事前打ち合わせ会の実施…年２０回以上 

・ＩＣＴの活用を含めた学校間交流の実施…年１０回以上 

 

ウ 特別支援教育コーディネーターを中心とした地域支援の推進 

・調布市と連携した若手教員研修への支援…年１回 

・三鷹市学童保育員現場実習…１日 

・センター的機能を活用した地域の小・中学校との連携の推進･･･年間２０回以上 

・エリアネットワーク会議の開催…年２回 

 

（６）地域の資源を活用した学校支援体制の整備 

ア 校内委員会の充実と福祉等関連機関との連携の強化 

・ 校内委員会の実施による支援体制の強化…１１回以上 

・ 校内委員会を受けた福祉等関連機関との連携…随時 

・ 調布市要保護児童対策地域連絡協議会への参加をとおした関係機関との連携による情報収集…年２回 

 

イ 学校運営連絡協議会を活用した学校運営の改善 

・ 学校運営連絡協議会を活用した改善…協議会年３回、年末に提言 

・ 学校評価アンケートを活用した教育活動の改善…アンケート回収率１００％ 



・ 地域アンケートの実施と活用…アンケート回収率７０％ 

 

ウ リソース・ネットの活用と地域諸学校との連携の促進 

・リソース・ネット会議の実施…年２回 

・リソース・ネットの活用による公開講座の実施…年３回 

・リソース・ネットの活用による地域防災の充実…年１回 

・学校の行事を活用した都立高等学校との連携…年２回以上 

 

（７）安心・安全な学校運営の推進 

ア 人権を尊重した教育の推進による、いじめや体罰の根絶 

・学校いじめ対策委員会を活用したいじめの未然防止に向けた取組…年３回開催 

・人権に関する研修会の実施…年１回 

・「ＳＯＳの出し方」を意識した、いじめ、体罰調査の徹底による未然防止と早期発見…年３回アンケート実施 

・校内委員会の実施による支援体制の強化…年１１回以上 

・地域行政機関、医療機関等との連携による支援体制の強化…随時 

・福祉との連携による保護者支援の強化…随時 

 

イ 安全教育・防災教育の推進と校内安全の強化 

・地域と連携した一泊二日の宿泊防災訓練の実施…年 1 回 

・大規模災害等に備えた防災教育の充実…実践的な防災訓練１０回 

・警察・消防と連携した安全教育の推進…年２回 

・児童・生徒の自発的回避能力の向上…シェイクアウト等年１回以上 

・校内警戒区域の周知および施設・設備安全点検…月１回 

・スクールバス連絡会の実施…年３回 

・コロナウイルス感染症を含む感染症対策の充実 

 

ウ 教職員の危機管理意識の向上と学校事故の未然防止の徹底 

・安全教育推進校としての実践をとおした大規模災害を踏まえた安全教育の実施…通年 

・防災教育推進委員会の実施と助言の周知…年 2 回 

・メールや災害用伝言ダイヤルを活用した連絡体制の構築…年３回 

・全教職員を対象とした学校医によるアレルギー研修の実施…年１回 

・医療的ケアの安全な実施と周知…通年 

・ＡＥＤを用いた救命救急訓練の実施…全教員 

・保健だよりの活用による情報の提供と迅速な対応…年１２回以上 

・インシデント・アクシデント報告の徹底と職員への周知…随時 

 

（８）児童・生徒の体力向上と「学校２０２０レガシー」の構築 

ア「TOKYO ACTIVE PLAN for students 」を踏まえた児童生徒の体力向上 

・自ら体力を高めていく習慣を身に付けさせる指導の工夫･･･通年 

・「だれでも、どこでも、いつまでも」スポーツを楽しむことができる態度の育成･･･通年 

・スポーツとの多様な関わり方（する・みる・支える・知る）を通した取組の充実･･･通年 

 



イ 東京２０２０大会レガシーの浸透によるスポーツの多様な楽しみ方を学べる体育授業の実施 

・関係団体と連携した運動習慣の定着･･･適宜 

・外部人材と連携した健康教育･･･適宜 

 

（９）学校施設および校内資源の有効な活用と整備 

ア 経営企画室との連携による校内資源および学校施設の有効な活用 

・「都立特別支援学校活用促進事業」の活用による体育施設の利用促進…随時 

・学校美化委員会を中心とした計画的な校内整備の遂行…会議年３回 

・粗大ごみ回収の定期的実施と校内整備…年３回 

・外部専門員（有限会社サカタテクノサービス）による助言を活用した植栽等の整備…随時 

 

イ 経営企画室業務の円滑な遂行と経営参画の推進 

・予算調整会議を活用した自律経営推進予算執行状況の周知および執行促進…毎四半期 

・教員向け予算編成説明会の実施…年１回 

・就学奨励費制度研修会の実施…年２回 

・主幹会・企画調整会議を活用した学校経営への積極的参画…月２回 

・次年度学校経営計画策定根拠となる執行内容分析（９月）、適正な公費・私費ヒアリング実施（１２月・１月） 

・教育委員会との連携による施設・設備の適切な整備と管理…通年 

・光熱水費の定期的な計測による適切な管理…通年 

 

（10）服務の厳正とライフ・ワーク・バランスを重視した働き方改革の推進 

ア 法令等に基づく教職員の服務の厳正 

・服務事故防止研修・マナー講座等の計画的な実施…年１０回以上 

・保有個人情報の適切な管理の徹底…月１回点検 

・クリーンデスクデイ（毎月１５日）での整理整頓による個人情報紛失の防止…年１５回 

 

イ 業務の効率化と超過勤務縮減 

・定時退庁日設定…年間１２日（長期休暇等の完全退庁日も含む）学校閉庁日の設定…年５日 

・プログラムマネジメントシートによるスケジュール管理の徹底とライン重視による業務効率化…随時 

・会議上限時間設定と年間行事予定への明記による会議の効率化…随時 

・メールや学校ポータルサイトでの指示伝達を活用した会議等の縮減による業務の効率化…随時 

 

ウ 教職員の健康推進と産業医等を活用した健康相談の充実 

・産業医を活用した健康指導…産業医相談年１０回、講話１回 

・職員健康診断の実施、人間ドック受診を含めた受診率…１００％ 

・産業医による健康診断後の健康指導の実施…適宜 

・互助会等を活用した健康相談の実施…適宜 


