
  

第４回立川市第３次特別支援教育実施計画策定検討委員会（要旨） 
 

 

日 時：令和 2 年 1 月 28 日（火） 午後７時～９時 

会 場：立川市役所 208 会議室 

出 席：杉野委員長、小沼副委員長、田村委員、福島委員、青木委員、小松委員、 

日下部委員、坂下委員、髙橋委員 

欠 席：内田委員 

オブザーバー：初鹿子ども家庭支援センター長、江頭保育振興担当主幹、前田指導課長、 

事務局：大野教育部長、秋武教育支援課長、川﨑統括指導主事、 

樋口管理係長、田中相談係主任 

 

○次第 

１ 報告 

（１） 平成 31 年度実施 就学相談利用者アンケートの結果について 

 

２ 協議 

（１）第 3 次特別支援教育実施計画の素案の検討について 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○資料 

  次第 

資料① 立川市第 3 次特別支援教育実施計画（素案の案） 

資料② 平成 31年度実施 就学相談利用者アンケートの結果 

資料③ 立川市第 3 次特別支援教育実施計画の策定について【改定版】 
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○委員長  

それでは定刻になりましたので、第 4回立川市第 3次特別支援教育実施計画策定検

討委員会を開催したいと思います。 

これまで 3 回この会を開催してまいりましたけれども、本日が最終回ということに

なりました。 

   それでは、事務局より事前にお配りされた資料の確認をお願いいたします。 

○教育支援課長  

本日配付させていただいた資料を含めまして 3 点ございます。事前にお送りさせて

いただきました資料①、冊子になっております立川市第 3 次特別支援教育実施計画・

素案の案と、当日配付をさせていただきました資料②平成 31 年度実施 就学相談利用

者アンケートの結果、それと資料③、こちら事前送付させていただきました立川市第

3次特別支援教育実施計画の策定について【改定版】、以上 3点ですが不足はありませ

んでしょうか。皆さんお持ちになっていただけましたでしょうか。ありがとうござい

ます。 

   資料①ですが、前回の委員会で協議していただきました「素案の案」に資料編を加

えまして、改めて全体的に誤字、脱字等を修正したものになります。また、第 2章に

おいて、人が写っている写真がありますが、こちらにつきましては今後、差し替えを

予定しておりますので、そういった表示をさせていただいております。 

今回はこの「第 3次特別支援教育実施計画・素案の案」につきまして、最後の確認 

  をしていただきたいと考えておりますので、委員の皆様よろしくお願いいたします。 

○委員長  

ただいま事務局のほうからご連絡がございましたとおり、本日は実施計画の素案の

案につきまして、最終の確認を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

   それでは協議の前に事務局から 1点報告等がございます。説明をお願いしたいと思 

います。 

○教育支援課長  

事務局より、1 点ご報告をいたします。資料②の「平成 31 年度実施 就学相談利用

者アンケートの結果」、こちらについて簡単にご説明をさせてください。 

   昨年度から就学相談を利用された方に対しましてアンケートを実施しておりまして、

今年度その 2回目を実施いたしました。有効回答が 51％ということで約半分の方のご

意見ということで全体を映すものではございませんが、今後、就学相談の充実を考え

ていく上での資料ということで、活用していきたいと考えております。 

   項目的には、就学相談への申込みのきっかけから、見学や体験について、また提案

についての捉え方ですとか、そういったことをお伺いする形になっております。詳し

い内容については後でお読みいただくことにしまして、一番最後のページ、6ページ 
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をご覧ください。 

就学相談全体の満足度としましては、100点満点で平均 88.1点という大変高い点数

をいただいている状況ではございますが、50点以下の方もいらっしゃいましたのでご

期待に沿えなかった結果もあるということで、今後の課題としていきたいと考えてお

ります。 

   自由意見を含めた総括ということで 4点まとめさせていただきました。 

(1)特別支援学級等の見学や体験のあり方、ということで、ここでご要望が多かっ 

たのは、もっと自由度の高い見学や体験をなさりたいというご意見がありまして、ま

た通常学級での体験もしてみたいというお考えもあるようですけれども、これについ

ては実施上、困難がございますので、情報提供をもっと上手にしていくことで、お子

さんや保護者の方が学校ですとか学級の様子を把握する手立てをさらに工夫して講じ

ていきたいというふうに考えております。 

   (2)就学先の提案方法や情報提供のあり方、ということで、こちら昨年度もそうだっ

たんですが、やはり情報開示につきまして個人情報開示請求という手続きを踏んでい

ただかなければなりませんので、こちらについて煩雑だというご意見ですとか、審議

の経過等がわかりづらいということもございましたので、個人情報開示請求につきま

しては市の手続きですので、若干緩和できるところは緩和していきたいと考えており

ますし、また、審議の一部についてもわかりやすいような説明を尽くしていきたいと

考えております。 

(3)就学先との情報共有と適切な指導・支援へのつなぎ、理解啓発の促進、というこ

とで、これはアンケート以外のシーンでもお聞きする意見ですけれども、就学相談で

尽くした相談の内容が学校にしっかり引き継がれているのか、学校で共有されている

のかという疑念を提示される保護者の方がいらっしゃいます。こちらにつきましては

教育委員会と学校のほうでしっかり連携しまして、しっかりと情報を引き継いで指

導・支援に生かされるようにしていく、さらに努力を続けなければいけないと考えて

おります。また、障害ですとか特別支援教育に関する理解啓発についても、さらに進

めていきたいと考えております。 

(4)相談過程での日程調整や連絡方法、ということで、就学相談、大変短い期間で何

度か足を教育支援課のほうにお運びいただいたり、学校での見学、体験等、日にちを

頂戴することがあるんですけれども、日程調整も急に行うことが多くて、ご心配、ご

迷惑をおかけすることが多くなっております。連絡手段が現在は電話に限られており

ますが、そこをもう少し工夫してメールで受けられるような工夫ですとか、そういっ

たことをしていきたいと考えております。 

ご説明は以上です。  
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○委員長 

ありがとうございました。今、資料②についてのご説明を伺いましたが、ここまで

のところで委員の皆さんから何かご質問等あれば受けたいですけれども、いかがでし

ょうか。よろしいですか。 

○委員長 

それではないようですので、次第の協議事項に移ります。 

それでは本日の本題の協議のほうに入りたいと思います。本日は繰り返しになりま

すが最後の検討委員会でございますので、実施計画の素案の案につきまして、最終の

確認をさせていただきたいと思います。なお、本日の資料、この素案の案につきまし

ては事前に郵送されておりますので、委員の皆様方既にお目通しのこととは思います。 

ここで全体的に確認する形で進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは何かお気づきの点がございましたらご発言をお願いしたいと思います。 

それでは全体といってもちょっとボリュームがありますので、1、2、3、4の順番で

章ごとに何かあればお伺いしたいと思っております。 

では第 1章のところで、3ページから 8ページの間で何かございますでしょうか。 

   第 1章はよろしいですか。 

              （発言する者なし） 

○委員長  

特にご意見ないようですので、それでは次の第 2 章、成果と課題というところで、

いかがでしょうか。13ページまでです。第 2章よろしいでしょうか。 

              （発言する者なし） 

○委員長  

それでは第 3 章に移ります。市のほうの現状と課題ということで 14 ページから 23

ページです。第 3章よろしいでしょうか。 

              （発言する者なし） 

○委員長  

第 3章のところ特にご意見ございませんので、第 4章に移らせていただきます。 

第 4章は 24ページから 38ページまで。第 4章、ご覧なりましたでしょうか。 

              （発言する者なし） 

○委員長 

特に今まで 1、2、3、4とご意見等あればということで確認していただいておるんで

すが、今のところ特にご意見はございませんが、よろしいでしょうか。 

   それでは資料のところは、これは資料編ですので特によろしいかと思います。 

   それでは立川市第 3次特別支援教育実施計画素案の案というところで確認を終わっ

たということでございます。 
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○委員長 

計画策定の今後につきまして、事務局のほうからお話があるということなので、 

お願いしたいと思います。 

○教育支援課長 

どうもありがとうございました。計画の中身についてご承認いただいたということ

で捉えさせていただきたいと思います。ご協力ありがとうございます。 

ここで事務局から 2点ご連絡差し上げます。 

   まず 1点目ですが、会議の議事要旨に関するご連絡です。第 3回の検討委員会のも

のにつきましては、大変遅くなってしまいましたが昨日、メールにて皆様に確認をい

ただいておるところです。本日第 4 回につきましては、3 月の初旬に、またメールで

確認のお願いをさせていただく予定です。その節はよろしくお願いいたします。議事

要旨という考え方ですので、詳細な議事録ではなくて、適宜要約しているところがあ

る点についてご承知おきください。委員の皆様にご確認いただいた後、ホームページ

で公表する予定です。 

   2点目ですが、この会議でまとめました素案の案に関する今後の動きでございます。

資料③の「立川市第 3次特別支援教育実施計画の策定について」をご覧ください。こ

ちらは第 1回のときにお示ししたものを改定したものになります。策定までのスケジ

ュールの①～④につきましては、本検討委員会で実際に行った検討内容、⑤番以降は、

今後の動きとなります。 

   本日の結果を踏まえまして、最終的に素案として完成させたものを 2月に実施され

ます教育委員会定例会、それから 3月の市議会の文教委員会での審議・報告を経て、4

月 10日から 30日までの間、パブリックコメントを実施いたします。そのご意見を踏

まえまして、原案を作成し、最終的に 6月の市議会文教委員会で報告の上、計画を決

定するという流れとなっております。 

   事務局からは以上です。 

○委員長  

今後の流れのご説明がございました。皆様のご協力をいただきまして、無事に素案

がまとまったということでございます。委員会を終えることができました。ありがと

うございました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

   この委員会は今日が最終回ということですので、せっかくの機会です。ちょっとま

だご時間がございますので、委員の皆様から、今回の計画策定に関することとか、あ

と特別支援教育に対する思い、こういうことにつきまして、一言ずつお話を伺えれば

と思います。 

   それでは、Ａ委員のほうからお願いいたします。 
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○Ａ委員 

たしか第 2 回のときだったかと思うのですけれども、文言の修正のところで、この

理念が、もう十分に市民の方に周知徹底されているのか、というような話があったか

と思います。やっぱりすごく時間がかることだろうなというのを実感として感じてい

ます。 

そのときもお話をしたんですけれども、盲学校の児童と交流学習をしていきながら、

2年生、3年生、4年生になって初めて子どもたちが地域の学習で、総合の時間で出て

いるときに、歩道に、点字ブロックの所に自転車がたくさん並べてあるのを見て、お

母さんが買い物でそこに置こうとしたときに、「友達がそこに自転車を置かれると苦労

するから、それはやめてよ」と言ったということを保護者会で伝えてくれて、そこか

ら学年で「学校に自転車を気を付けて置くよう駐輪のマナーを守りましょう」という

ことが広がってくるので、広く周知されていくには時間がかかっていくことなので、

ステップを踏みながら、繰り返し、繰り返しやっていくということの必要性を改めて

感じたところでございます。感想になりますが以上です。 

〇委員長  

Ｂ委員、お願いいたします。 

○Ｂ委員 

今回、この委員会に参加させていただいて、自分でも知らないこともいっぱいあっ 

て、勉強にもなりました。自分が感じたというのは、やっぱり理解啓発をもっと深め 

ていこう、市としてもきっとやっていくんでしょうけれど、もっと地域とか学校とか 

小さい所から、草の根活動という言い方は変ですけれども、やっていきたいなと思っ 

ていて、今、自分のほうでも、学校のほうで来年度から特別支援教育の理解、誰か呼 

んで講演会とか、あと来月ですと自分の住んでいる青少健のほうでも、地域で理解を 

深めて、みんなで見守っていこうということで呼んで講演会をすることになって、こ 

れから少しずつ、時間はかかると思うんですけれど、少しずつみんなに知ってもらえ 

るといいなと思いました。ありがとうございました。 

○委員長 

Ｃ委員、お願いいたします。 

○Ｃ委員  

話が重複してしまうところもあると思いますが、この委員会に出させていただく前 

は、子どもだけでなく、大人の教育をしていかなければいけないというふうに強く 

思っていたんですけれど、最近、子どもを教育すれば子どもが親を教育してくれるん 

じゃないかな、そういうふうにもちょっと思えてきました。もちろん大人の教育をし 

なくてもいいという問題ではないですけれども、本当に知っている方は知っているし、 

知らない方はほんと知らない、そういう実態というのはいまだにあって、先日ちょっ 

と地域でも話が出たんですけれども、「発達障害って年をとっていけば治るものなの」 
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という話が出て、「あっ、そこからか」というところで、やはりなかなか難しい。そう 

いう意味で子どもを育てることで、子どもが大人を育てていくというのも一つの方法 

なのかなというふうに感じました。 

本当に勉強不足で申し訳なかったんですけれども、私自身とてもいい勉強をさせて

いただきました。どうもありがとうございました。 

○委員長 

Ｄ委員、お願いいたします。 

○Ｄ委員  

私はこの会に参加させていただくにあたって、二次障害というところで引っかかっ

てしまったところが自分の子にはあったので、二次障害防止のためにいち早く手を加

えて、児童に合った方法で特別支援を提供していただきたいということで、この会に

参加させていただきました。 

特別支援は本当に幅広くて、小学校へ上がったから終わり、また中学校へ上がった

から終わり、と一つ解決したから終わりというところじゃなくて、高校、就職という

ところでも生涯ずっと続くもので、様々な課題と戦っている保護者の方が、いかに元

気になれるかというところと、当事者に合った特別支援の方法というところを大事に

していきながら、またこれから進めていただければと思います。 

   学校におけるこれからの支援というのは本当にとても大変だと思いますし、ケース

バイケースもそれぞれありまして、たぶんマニュアルどおりにはいかないこともある

と思いますけれども、子どもたちひとり一人の二次障害防止のためにこれからも努め

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。貴重な経験をさ

せていただきまして、どうもありがとうございました。 

○委員長  

Ｅ委員、お願いいたします。 

○Ｅ委員  

私の子どもは、いま年長と 2 歳で、保育園にいまして、春から小学校に入ります。

今のところ何か特別なニーズがあるというふうにはみてはいないですけれど、今回、

特別支援教育の計画に携わる中で、立川の、または東京都のいろいろな施策があると

いうことを初めて知って、自分の子どもが何か困ったときとか戸惑ったときに、こち 

らからアプローチすることも必要だと思いますけれど、いろいろな窓口があったりサ 

ポートがあるということを初めて知ることができ、私にとっての大きな学びになった 

というふうに思います。 

インクルーシブ教育って、おそらくまだ日本でもようやく広がり始めたぐらいで、

その中身が何かって多分どこの自治体だったり学校でも模索している途中だというふ

うに聞いています。障害者権利条約の日本の政府の審査が今年の夏に初めてあるとい

うことで、日本の取組について国連がどういうふうに見ているのかといったのが今年
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の夏に初めて示されるというふうに思いますので、その指針をもとに、ぜひ立川のま

ちが、ほかの自治体を出し抜くという必要はないと思いますけれども、障害があって

もなくても等しく教育の機会を受けられる、そういう自治体になるように一市民とし

てこの計画の今後をできるだけ見守っていきたいと思いますし、何か催しとかあった

ら、ぜひ参加をしていきたいと思います。短い間でしたけれどもお世話になりました。

ありがとうございました。 

○委員長  

Ｆ委員、お願いします。 

○Ｆ委員  

私も今回貴重な経験をさせてもらってとても良かったと思います。障害をもつ子の

親として意見を言わせていただきましたが、私一人の意見で何かが変わるとか何の影

響もないとは思うんですけれど、学校とこれからもいろいろ協力し合って、よりよい

学校生活ができるように、身近なところから、自分にできることをどんどんやってい

きたいと思いました。今、自分の子が 3 年生ですけれど、私たちの学校に、1 年生で

初めて障害がある子が、車椅子の子が入ったのはおそらく初めてだと思うんですね。

だんだん先生たちの理解とか、いろいろ協力してくれる姿勢が少しずつ出来上がって

きていますし、教育支援課の方もよく相談に乗ってくれて、協力してくれているので、

とてもありがたいと思いました。これからもよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 

○委員長  

Ｇ委員、お願いいたします。 

〇Ｇ委員  

私は前回の計画のときも参加させていただいたので、また前回と今回の内容がより

充実してきたなという感覚もすごくありますし、また前回よりも障害をもっている、

ハンディをもっているお子さんたちの多様性がより一層広がってきた感があります。

いいことでもあるんですけれど、今まで手上げできなかった子どもたち、保護者たち

が、幾分手を上げやすく一歩前進した印象がありますが、Ｅ委員とか皆さんのお話を

聞いていると、全然知らなかったという言葉が出てくるのが現状だったりすると思う

んですね。 

自分の子どもも 22歳ですけれど、自分の子どもの小学校の子育ての時も、もちろん 

情報って自分からあさっていかないともらえないぐらいだったのが、まだそういう状 

況なのかなあという逆な意味でのそういう感覚も、この会に出たとき、委員会に出て 

感じたのが現状かなというのもありますし、逆に、インターネットが進んでいる分、 

うちの子ちょっと普通の子と発達、違うかなと思って検索すると、わあっという情報

が、私たちの時代だったら全然耳に入ってこないのにと思うような四角四面の情報だ

けはいっぱい入ってきて、かえって子育てしにくい環境にあるという現状もあったり
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すると思うので、家庭を支える、当事者の子どもももちろんというのも行政には必要

になってくるでしょうし、ちょっと子育てを終わって離れて見てみると、今度は先生

たち、現場もすごい今、大変な思いをされているとは思うんですね。 

私たちの子どもが小学校、中学校に通っていたよりも大変なんじゃないかなという 

のをすごく感じるので、ちょっとした知識があると、またそこに合理的配慮をすると 

きに、今まで何でこんな苦労していたんだろうというぐらいちょっとしたスキルを付 

けてもらえると、先生も楽、本人も楽、周りにいるお子さんたちにとっても楽という 

のはあると思いますし、インクルーシブとかいうのも頭ごなしにインクルーシブって 

いうんじゃなく、私の子どもがそれこそ 22歳の子が小学校のとき支援学級にいました 

けれど、かえってスキルのある先生たちよりも、身近にいる一緒にいる子たちの方が 

休み時間一緒に遊んでいて、「あっ、この子こういうことが苦手なんだ」って空気感で 

わかって、特別なルールをつくってくれたりして、サポートしてくれるんですよね。 

今思うと、ああ。それが合理的配慮だなとは思うんですけれど、その子たちにとって 

みると当たり前という形で、うちの子がたまたま人見知りしないでみんなと遊ぶのが 

好きだったというのもあるんですけれど、そういう具合に自然とそういう環境、大人 

が見守るという体制ってつくっていけば、徐々に、徐々にインクルーシブになってい 

くのかなという感じもします。 

私は、なるべく子どもを外に外にと思って今動いていまして、今日も研修で立川ド

リーム学園さんに行って、保育士さんに向かって、キャラバン隊を組んで疑似体験を

やってきました。講師を呼んでお勉強をなさるのも全然いいとは思うんですけれども、

知的障害とか発達障害の子たちって、本当に特性がなかなか伝わりにくかったりする

んで、それを疑似体験の中で、こういう生きにくい生活をしているんですよというの

が身にしみてわかるような公演をさせていただいています。あっちこっち行きたいな

とも思っていますので、ぜひ活用してください。いろいろありがとうございました。 

○委員長  

Ｈ委員、お願いします。 

○Ｈ委員  

委員の皆様、どうもお疲れさまでした。今お話を聞いていて、僕も学校現場として 

感じること、何なのかな。本校では人権教育という名の下で、まず大きな気持ちづく

りを子どもたちに発信しています。大きな柱は道徳の授業がメインにはなるんですけ

れども、各教科、領域が網の目みたいにつながっているネットの中で子どもたちに何

を発信するか、それをとにかく模索しているんですね。「子どもたちの中ではある程度

できてきている、でもやっぱり気持ちの持ち方のところがまだダメだ。じゃあどうし

たらいいんだろう」って日々そういうことをいろんなデータを取りながら、じゃあこ

の方向で、そんなことを今、もがいています。 
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じゃあ、これは子どもたちだけだったら変わるのかというと、違うわけで、保護者

の皆様にも保護者会でお話をするし、地域にやっぱり言わなくちゃいけないだろうな、

地域の主要な方々にどういうふうにして学校の姿を伝えるか。中学校ですと特別支援

教室プラスが開設されます。だから僕は毎回地域の会合に出るたびに、「視点を変えて、

特別支援教室プラスはこういう部分で捉えるとこういうメリットがあると同時に、理

解をしてほしいんです」、そんなことを重ねて言っていく。それがじわじわと理解につ

ながるのかな、と捉えて現在取り組んでいます。草の根的ですけれども意図的にどん

どん理解を促す種まきをする、そんなことが学校の職員に対しても、本当に重要なん

だろうな、そういうふうに思います。 

今、学校の職員には、こればっかりではなくて、先ほどご指摘いただいたように、

個に応じてというところでの専門性も問われる。これに加えて教科の指導に専念しな

くちゃいけない教員にしてみると、そこにも研修がある。本当に働き方改革の真逆を

いくんですけれども、そんな時間をどうやって取っていくのか。そんなことを考えな

がら今、各委員の皆様のお話を聞かせてもらいました。ただ、それをヒントにしなが

ら、1 個ずつブロックを積み上げていくように高みを目指したいと思います。本当に

お疲れさまでした。以上です。 

○委員長  

ありがとうございました。 

では私も一言。委員の皆様方と、ほとんど初めてお会いした方たちばかりだったん 

ですけれど、この役を仰せつかって大きな方向性を定めなくちゃいけないというのも 

ありますし、1次、2次というのが定まった後での 3次計画ですし、新しい指導要領が 

出たり、いろいろ権利条約等も定まって、取り巻く環境も大きく様変わりしている状 

況のときでしたので、できるだけ先をちょっと進んだ形の芽出しができればいいんじ 

ゃないかなという思いで、3回の中で話をさせてもらったところもありました。 

私は昭和 53年から特別支援学校、昔の養護学校に勤務してまして、肢体不自由や知

的障害のある子どもを教育してきました。時代の流れの中、お子さんたちは教育を受

けたり社会福祉制度を活用したりというようなことで、成長、発達はもちろんしてい

るわけなんですが、委員の皆様方がおっしゃったように、我々大人の理解というのが

どうしても基盤になりますもので、私、いま大学のほうで学生に教えているんですけ

れど、いろんな小手先の技術というのは恐らくその職に就けば当然身に付いていくと

私は確信しているんですよ。ただ、根底のところの理解する気持ちとか、今の世の中

の動きを見ながら、自分はその職としてどう動けばいいのかというような考え方、そ

このところはちょっと努力して、自分で必要なところは探さないといけない。わから

なければ人に聞くしかない。そういう努力はやっぱりしないといけないんじゃないか

なという話も授業の中でやっているんですね。 
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この資料の最初のところに今の動向というところで条約とか法令等も書いてありま

すけれども、この辺が基盤になって計画等も当然反映されているわけですので、そう

いうところがまたこれから先、世の中いい方向にもちろん進んでいくと私も思ってい

ますので、こうして皆さんの力を合わせてやっていけるというのはすばらしいことだ

なというふうに思いました。 

皆様のご協力いただきまして、無事にこの委員会を終えることができましたので、

重ねてありがとうございました。進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。 

○教育部長  

それでは最終回ということですので、御礼のご挨拶をさせていただきたいと思いま

す。 

   このたび本検討委員会の委員を快くお引き受けいただきまして、誠にありがとうご 

ざいます。またお忙しい中、4回にわたる夜の会議にお越しいただきまして重ねて御 

礼申し上げます。皆様方の熱心なご議論によりまして、本市の現状に立脚した大変中 

身の充実した計画ができたと思っております。これも皆様方の見識とご協力の賜物だ 

ということで感謝申し上げます。 

この計画につきましては、先ほど事務局から説明がありましたように、本年 6月に 

最終決定される予定になっております。私どもの使命といたしましては、この計画に 

掲載されております 43の取組を着実に一つ一つ実行していくことだと考えておりま 

す。それによりまして本市の特別支援教育を前進させていくということが我々の使命 

かなと思っているところでございます。これは大変重たい責務であるとは思っており 

ますけれども、前向きに取り組んでまいりますので、ぜひ皆様方には今後末永く本市 

の特別支援教育を、見守っていただければなと思っておりますので、どうぞよろしく 

お願いします。 

最後になりますが、委員の皆様方の今後のますますのご活躍を祈念いたしまして、

私からのご挨拶といたします。どうもありがとうございました。 

〇委員長  

それでは、これをもちまして第 4回立川市第 3次特別支援教育実施計画策定検討委

員会を終了いたしたいと思います。本日まで、本当にご理解とご協力をいただきまし

て、ありがとうございました。 


