
       
                 

《都立特別支援学校が実施する八王子市における地域支援》 

 

都立特別支援学校では、特別支援教育体制の中で、市教育委員会と連携し、

支援の必要なお子さんの教育相談活動を行っています。直接お電話でご相談でき

ます。保護者の方も、教職員の方も、どうぞお気軽にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

西部 泉町・犬目町・叶谷町・上壱分方町・上恩方町・上川町・川口町・川町・小津町・下恩方町・諏訪町・大楽寺町・楢原町・

西寺方町・弐分方町・美山町・元八王子町・横川町・四谷町 西南部 裏高尾町・大船町・椚田町・散田町・城山手・高尾町・館

町・寺田町・廿里町・長房町・並木町・西浅川町・狭間町・初沢町・東浅川町・南浅川町・めじろ台・山田町 北部 石川町・宇津

木町・梅坪町・大谷町・尾崎町・加住町・久保山町・小宮町・左入町・平町・高倉町・高月町・滝山町・丹木町・戸吹町・丸山町・

みつい台・宮下町・谷野町 中央部 暁町・旭町・東町・上野町・追分町・大横町・大和田町・小門町・清川町・子安町・新町・千

人町・田町・台町・寺町・天神町・中野上町・中野山王・中野町・中町・八幡町・日吉町・平岡町・富士見町・本郷町・本町・三崎

町・緑町・南新町・南町・明神町・元本郷町・元横山町・八木町・八日町・万町・横山町 東南部 打越町・宇津貫町・片倉町・北

野台・北野町・絹ヶ丘・小比企町・長沼町・七国・西片倉・兵衛・みなみ野 東部 大塚・鹿島・上柚木・越野・下柚木・中山・南陽

台・東中野・別所・堀之内・松が谷・松木・南大沢・鑓水 

●都立八王子西特別支援学校《知的障害》 

１ 【指導や学習に関する相談】 

・幼稚園・保育園・小・中学校等から、児童・生徒の障害特性や発  
達段階に応じた支援の在り方についての相談に応じます。 

２ 【教材に関する支援】 
  ・本校で使用している教材の紹介及び作成の支援を行います。 
３ 【教育相談】 
  ・保護者や支援者から、支援の必要な幼児・児童・生徒の障害特性

や発達段階に応じた支援の在り方についての相談に応じます。 
４ 【進路に関する支援】 
・児童・生徒の進路に関する研修会や学習会の講師を承ります。 

５ 【特別支援教育に関する支援】（教員、保護者対象） 
・個別指導計画、学校生活支援シート、特別支援教育全般について、
研修会の講師を承ります。 

６ 【副籍制度や理解推進に関する支援】（児童・生徒対象） 
・副籍交流の円滑な実施に向けた地域指定校への支援として、理解
推進授業を行います。 

※上記における今年度の対応状況につきましては、実施時期によ 
り異なる場合があります。詳細は本校の相談窓口までお問い合わ
せください。 

＜相談窓口＞ 
特別支援教育コーディネーター 
野口あゆ美（のぐち あゆみ） 
溝口亜津子（みぞぐち あつこ） 

 
＜住所＞ 
 〒193-0834 

八王子市東浅川町546-1 
 
＜電話＞  

042-666-5600 
＜ファクシミリ＞ 

042-666-0550 

「どこに相談していいかわからない」、「相談したい内容がいくつかある」というときは、 
 

八王子西特別支援学校に 

お電話ください。 

TEL  042-666-5600 

八王子市北部・中央部 

・東南部にお住まいの方 

八王子市西部・西南部に 

お住まいの方 

多摩桜の丘学園に 

お電話ください。 

TEL  042-374-8111 

八王子特別支援学校に 

お電話ください。 

TEL  042-621-5500 

八王子市東部にお住まいの方 



●都立八王子特別支援学校《知的障害》 

１ 【指導や学習に関する相談】 
・幼稚園・保育園・学校等の訪問や巡回相談、障害や発達段階に 
応じた学習について一緒に考えます。 

２ 【教材に関する支援】 
  ・教材の紹介。 
３ 【教育相談】 
  ・保護者や支援者から、支援の必要な幼児・児童・生徒の障害特性や 

発達段階に応じた支援について相談に応じます。 
４ 【進路に関する支援】 
・特別な支援を必要とする児童・生徒の進路や社会参加に
必要な支援の相談に応じます。 

５ 【特別支援教育に関する支援】（教員、保護者対象） 
・個別指導計画、学校生活支援シート、特別支援教育全般に 
ついての研修会の講師を行います。 

６ 【副籍や理解推進に関する支援】（児童・生徒対象） 
・地域指定校への支援、理解推進出前授業を行います。 

＜相談窓口＞ 
特別支援教育コーディネーター 
鶴田京子（つるたきょうこ） 
内田璃沙（うちだりさ） 

 
＜住所＞ 
 〒193-0931 

八王子市台町3-5-1 
 
＜電話＞  

042-621-5500 
＜ファクシミリ＞ 

042-621-5512 

● 都立多摩桜の丘学園《知的障害・肢体不自由併置》 

１ 【児童・生徒の指導や学習に関する支援】 
  ・個別指導計画、学校生活支援シートの作成についての支援 
  ・発達に課題がある子、肢体不自由児へのかかわり方へのアドバイス 
２ 【進路相談】 
・特別な支援を必要とする児童・生徒の進路や社会参加に必要な支 
援の相談 

３ 【教材に関する支援】 
  ・教材の紹介 
４ 【教育相談】 
  ・日常生活上の困難を抱えている幼児・児童・生徒の相談 
  ・就学に関する相談 

５ 【特別支援教育の理解充実に関する支援】 
・学校生活支援シート作成による支援  
・研究会や校内委員会への参加や助言  
・発達障害の理解に関する研修会講師  
・学校訪問や巡回による相談 
・特別支援学級との連携 

＜相談窓口＞ 
教育相談担当主任 
植草久子 

 
＜住所＞ 
  
〒206－0022 
多摩市聖ヶ丘1-17-1 

 
＜電話＞ 
  

042-374-8111 
 
＜ファクシミリ＞ 
 
  042-372-9480 
 

●都立立川学園 聴覚障害教育部門 
１ 【乳幼児教育相談】 

きこえに障害があると思われる乳幼児(0～5歳)の相談や指導、保護 
者への支援などを行っています。 

２ 【教育相談】 
きこえない・きこえにくいことに関する相談 
きこえからくる心理的な悩み、学校生活、英検などの相談 

  補聴器の試聴や相談 
３ 【きこえとことばの教育的支援】 

特別支援学級や特別支援学校に通っているきこえに障害のあるお子 
さんの聴力測定や、担任の先生へのアドバイスを行っています。 

４ 難聴についての出前授業、校内研修会の講師などを行っています。 

＜相談窓口＞ 
特別支援教育コーディネーター 
石川智子（中学部） 
小栗 環（小学部） 

＜住所＞ 
 〒190-0003 
立川市栄町1-15-7 

＜電話＞ 
042-523-1359(幼小中職員室) 
080-7357-2753(乳幼児教育
相談直通) 
＜ファクシミリ＞ 
 042-523-6421 

 



●都立光明学園《病弱》 
 
１ 【教育相談および情報提供】 
 

病弱教育に関する相談及び情報提供につきましては、病弱
教育部門担当副校長、あるいは教育相談担当が対応いたしま
す。 
 小・中学生で転学のご希望がある場合は、お住まいの区市
町村教育委員会の就学相談までお問い合わせください。 
 高校生の入学・編入学のご希望がある場合は、光明学園ま
でお問い合わせください。 

＜相談窓口＞  
病弱教育部門担当副校長 
石川 拓 

特別支援教育コーディネーター 
（病弱教育部門） 
担当主幹 岡田 典子 
＜住所＞  
〒156-0043 
 世田谷区松原6-38-27 
＜電話＞ 

03-3323-8421 
＜ファクシミリ＞  

03-3327-8428 

●都立八王子盲学校《視覚障害》 

１ 育児相談（０～５歳児までの視覚障害乳幼児対象） 
・保護者対象の学習会、乳幼児に対する支援を行います。 

２ 訪問による相談支援 
・視覚障害の幼児・児童・生徒が在籍する幼稚園、保育園、通所施設、
学校等へ訪問し、支援を行います。 

３ 通級による指導 
  ・地域の小・中学校に在籍する弱視児童・生徒を対象に、視覚補助

具の使い方など自立活動の内容（図工や家庭科の実技、理科の
実験を含む）の支援を行います。 

 ※通級指導希望者は、本校に電話にてご相談ください。 
４ 理解啓発事業・視覚障害専門研修「あいサポート研修会・相談会・体

験会」（年1回夏季休業期間中に実施。） 
・視覚障害教育に関する講演会、相談会、視覚補助具の紹介等を行
います。 

５ 就学・入学相談事業 
  ・学校公開での個別相談（6月と9月に実施。） 
・各学部で授業体験・見学・説明会等を実施しています。詳しくは各学部
の担当者へ電話で御相談ください。 

＜相談窓口＞ 
特別支援教育コーディネーター 
菅井、南部、水野、黒田、 
松野、臼木 
 

＜住所＞ 
 〒193-0931 
八王子市台町3-19-22 

 
＜電話＞ 
 042-623-3278 
 
＜ファクシミリ＞ 
 042-623-6262 
 

●都立八王子東特別支援学校《肢体不自由》 

 
「特別支援教育サポートデスク」 
地域の特別支援教育の推進を図るために、専門性を有する教員の派
遣と相談活動、情報発信を行います。 

○サポート内容 
1 教員派遣機能 
・ 就学、入学、転校、就労等に関する助言や情報提供 
・ 特別支援教育についての校内研修、授業研究等への講師派遣及 
び企画の援助 

・ 特別支援教育に関わる教員への指導の工夫等に関する助言及び 
情報提供  

2 相談機能 
・ 本校小学部・中学部への就学や転校に関する案内や個別相談 
・ 本校高等部への入学や転校に関する案内や個別相談 
・ 特別支援教育に関する個別相談 

3 情報発信機能 
（ホームページから学校見学申込書をダウンロードできます） 
・ 学校見学、学校公開、学校説明会、体験入学等の実施 
・ 学校案内パンフレット等の送付 

＜相談窓口＞ 
特別支援教育コーディネーター 
大塚 佳代子（おおつかかよこ） 
 

就学相談担当 
 神子 真里子（かみこまりこ） 
 
＜住所＞ 
 〒192-0032 
八王子市石川町3246-1 

 
＜電話＞ 
 042-646-8120 
 
＜ファクシミリ＞ 
 042-642-2197 
 

 

 

 



八王子市教育委員会は、八王子市第四次特別支援教育推進計画の取組に基づき、地域の知的障害・肢

体不自由・盲・ろう等の特別支援学校と連携し特別支援教育の推進を図っています。 

このリソースリストは、特別支援学校が行っている様々な支援活動を小・中学校や地域で活用していただくため

に作成しました。 

 

 

 

““副副籍籍ははももううひひととりりののククララススメメイイトト””  
八八王王子子市市教教育育委委員員会会とと都都立立特特別別支支援援学学校校はは、、  

副副籍籍交交流流事事業業のの推推進進にに取取りり組組んんででいいまますす。。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  発行 八王子市教育委員会 

令和 4年（2022年）9月  

【リソースリストについてのお問い合わせは】 

八王子市 学校教育部 教育指導課 

八王子市散田町 2-37-1 教育センター 

℡ 042-664-1135（直通）／FAX 042-662-2988 

「副籍」（ふくせき）とは、 

都立特別支援学校に在籍している小・中学生が、自分の住んでいる地域の市立小・中学校に

副次的な籍（副籍）を持ち、交流活動を通じて地域とのつながりを維持･継続する制度です。 

つまり、特別支援学校に通っている子どもたちも、地域の市立小・中学校に通っている

子どもたちも、自分の生活している地域で同じ世代の友達と一緒に成長していこう！とい

うことなのです。 

 

保護者の声 

 

 

 

★「交流及び共同学習の推進（副籍交流）」については、地域の都立特別支援学校、または八王子市学校

教育部教育指導課までお尋ねください。 

 「近所でよく声をかけてもらえるようになりました。また、障害があることについても良く理

解してくれているように感じ、地域で過していくなかで、大事な一歩を踏み出せたと思います。」 

「毎年運動会に参加しているので、同学年の保護者・生徒だけでなく他学年の保護者や生徒も「去

年よりできた」などの成長を発見して、それを声に出して伝えてくれました。」 

東京都教育委員会資料より 


