
関連法規

１） 狛江市教育研究所条例

狛江市教育研究所条例

（名称及び位置）

　教育研究所の名称及び位置は，次のとおりとする。

　狛江市教育研究所（以下「研究所」という。）は，次に掲げる事業を行う。

(1) 　教育に関する資料の収集，調査，研究及び普及に関すること。

(2) 　教職員の研究，研修及び相談に関すること。

(3) 　教育相談に関すること。

(4) 　不登校児童，生徒の適応指導に関すること。

(5) 　その他必要と認める事業

第４条 　研究所に所長及び必要な職員を置く。

第５条 　この条例の施行に関して必要な事項は，教育委員会規則で定める。

　　　付　則

　この条例は，平成２５年４月１日から施行する。

２） 狛江市教育研究所条例施行規則

　　　　　　　改正

　　　　　　　　　　平成６年３月10日教委規則第３号

　　　　　　　　　　平成13年３月８日教委規則第１号

　　　　　　　　　　平成17年３月14日教委規則第３号

　　　　　　　　　　平成19年３月14日教委規則第７号

　　　　　　　　　　平成22年３月29日教委規則第２号

　　　　　　　　　　平成22年３月31日教委規則第３号

　　　　　　　　　　平成25年３月26日教育委員会規則第４号

　　　　　　　　　　平成26年1月27日教育委員会規則第1号

狛江市教育研究所条例施行規則

平成５年３月９日教育委員会規則第３号

（目的）

（事業）

（職員）

第３条

第２条

第１条 　この規則は，狛江市教育研究所条例（平成25年条例第６号。以下「条例」という。）の施行に関し必
要な事項を定めることを目的とする。

　狛江市教育研究所（以下「研究所」という。）は，条例第３条に掲げる事業を実施するため，研究所
に教育相談室，及びゆうゆう教室を置き，運営の細目については，別に定めるところによる。

　条例第４条に規定する必要な職員として次長，部長，所員，教育アドバイザー，相談員及び指導
員を置く。

（事業）

第３条

　狛江市教育の振興を図るため，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第
162号）第30条の規定に基づき，狛江市教育研究所を設置する。

（職員）

（委任）

　狛江市教育研究所 　狛江市元和泉一丁目11番11号

第１条

平成２５年３月２９日条例第６号

第２条

名　　　　称 位　　　　置

（設置）
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2 　所長は，教育部指導室長をもって充てる。

3 　次長及び部長は，研究所の職員から所長が任命する。

　所長は，研究所を管理する。

2 　次長は，上司の命を受け，研究所の事務を統括し，職員を指揮監督する。

3 　部長は，上司の命を受け，職員を指揮し，部の事務を処理する。

（組織及び事務分掌）

第５条 　研究所に，庶務部，研修部及び教育相談部を置き，事務分掌は次のとおりとする。

庶務部

　（ア）文書の収受，発送，整理及び保管に関すること。

　（イ）所内の運営及び施設設備の維持管理に関すること。

　（ウ）経理事務及び物品管理に関すること。

　（エ）ホームページの管理に関すること。

　（オ）子育て事業グループ施設使用時の管理に関すること。

　（カ）教育情報資料の収集，整理，保管及び活用に関すること。

　（キ）他の部に属さない事項に関すること。

研修部

　（ア）教職員の研修に関すること。

　（イ）その他指導室実施の各種研修及び調査の支援に関すること。

　（ウ）学校相談巡回活動に関すること。

教育相談部

　（ア）就学前の幼児，児童及び生徒の教育相談に関すること。

　（イ）小学校訪問教育相談に関すること。

　（ウ）ゆうゆう教室に関すること。

　（エ）ゆうあいフレンドに関すること。

　（オ）就学相談（特別支援教育）に関すること。

　（カ）スクールソーシャルワーカーに関すること。

（運営会議）

第６条 　所長の統括のもと，次長が統括して円滑な事業推進を図るため運営会議を置く。

2 　運営会議は，次長，部長及び指導主事をもって構成し，必要に応じて開催する。

（委任）

第７条 　この規則に定めるもののほか必要な事項は，教育長が別に定める。

　　　付　則

　この規則は，平成５年４月１日から施行する。

　　　付　則（平成６年３月10日教委規則第３号）

　この規則は，平成６年４月１日から施行する。

　　　付　則（平成13年３月８日教委規則第１号）

　この規則は，平成13年４月１日から施行する。

　　　付　則（平成17年３月14日教委規則第３号）

　この規則は，平成17年４月１日から施行する。

　　　付　則（平成19年３月14日教委規則第７号）

　この規則は，平成19年４月１日から施行する。

　　　付　則（平成22年３月29日教委規則第２号）

　この規則は，平成22年４月１日から施行する。

第４条

（職務）
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　　　付　則（平成22年３月31日教委規則第３号）

　この規則は，平成22年４月１日から施行する。

　　　付　則（平成25年３月26日教育委員会規則第４号）

　この規則は，平成25年４月１日から施行する。

　　　付　則（平成26年１月2７日教育委員会規則第１号）

　この規則は，公布の日から施行する。

３） 狛江市教育相談室運営要綱

　　　　　　　改正

　　　　　　　　　　　平成１７年４月８日教委要綱第２号

　　　　　　　　　　　平成２２年４月12日教委要綱第21号

　　　　　　　　　　　平成２５年３月26日教育委員会要綱第９号

　　狛江市教育相談室運営要綱
（目的）

第１条

（事業）

第２条 　相談室は，前条の目的を達するため，次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 　児童等の心身の健康，知能，行動，性格，学業及び進路等の相談・助言に関すること。

(2) 　教育相談に関する調査・研究及び資料を収集すること。

(3) 　教育相談及び特別支援教育の研修に関すること。

(4) 　関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) 　その他必要と認められる事業

（相談日等）

第３条

(1) 　土曜日及び日曜日

(2) 　国民の祝日に関する法律（昭和22年法律第178号）に定める休日

(3) 　１月２日から同月３日まで及び12月29日から同月31日までの日

2

（職員）

第４条

2 　専門教育相談員は，上司の命を受け，指導主事の指導助言のもとに相談業務にあたる。

（帳票等の整備）

第５条

(1) 　相談受付簿（第１号様式）

(2) 　相談日誌（第２号様式）

(3) 　教育相談票（第３号様式）

(4) 　相談記録（第４号様式）

(5) 　教育相談月例報告書（第５号様式）

　相談室の開室時間は，午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし，教育委員会が必要と認め
たときは，この限りではない。

　相談室に，教育相談に関する専門的知識及び技能を有する専門教育相談員を置き，相談業務に
あたらせる。

　相談室には，次の帳票等を備えるとともに，常に業務の状況について明らかにしておくものとす
る。

平成５年３月９日教育委員会要綱第２号

　この要綱は，狛江市教育研究所条例施行規則（平成５年教育委員会規則第３号）第２条に基づき
設置される教育相談室（以下「相談室」という。）の事業運営について定めるとともに，市内在住の就
学前の幼児及び児童・生徒（以下「児童等」という。）の教育上の問題に関する相談に応じ，もって
教育の充実と伸展に資することを目的とする。

　相談室は，次の各号に掲げる日を除き，開室する。ただし，教育委員会が必要と認めたときは，こ
の限りではない。
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（その他）

第６条

2

3 　相談室は，相談員の質的向上に努める。　

（委任）

第７条 　この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

　　　　付則

1 　この要綱は，平成5年４月１日から施行する。

2 　狛江市立中央教育相談所運営要綱（昭和46年教育委員会要綱第1号）は，廃止する。

　　　　付則（平成17年４月８日教委要綱第2号）

　この要綱は，公布の日から施行する。

　　　　付則（平成22年４月12日教委要綱第21号）

　この要綱は，公布の日から施行し，平成22年４月1日から適用する。

　　　　付則（平成２５年３月26日教育委員会要綱第９号）

　この要綱は，平成25年４月１日から施行する。

４） 狛江市ゆうゆう教室運営要綱

　　　　　　　改正

平成6年3月10日教委要綱第2号

平成7年10月11日教委要綱第4号

平成9年2月6日教委要綱第1号

平成13年3月8日教委要綱第2号

平成14年5月20日教委要綱第6号

平成16年3月15日教委要綱第2号

平成22年4月12日教委要綱第19号

平成25年3月26日教育委員会要綱第9号

平成26年1月27日教育委員会要綱第2号

平成28年３月15日教育委員会要綱第3号

狛江市ゆうゆう教室運営要綱
（目的）

第１条

（事業）

第２条 　ゆうゆう教室は，前条の目的を達するため，次の各号に掲げる事業を行う。

(1)

(2) 　その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業

　相談室は，小・中学校，ゆうゆう教室及び関係機関との連携を図り，教育相談の充実に努めるもの
とする。

　相談中の児童等の指導上必要な事項については，在籍校の校長に対して，情報の提供を求めること
ができる。

平成５年３月９日教育委員会要綱第３号

　この要綱は，狛江市教育研究所条例施行規則（平成5年教育委員会規則第3号。以下「規則」とい
う。）第2条の規定に基づき，狛江市教育研究所に設置するゆうゆう教室の事業運営について必要
な事項定め，もって通常の学校生活に適応できず，不登校傾向にある市内在住の小学校又は中学
校に在籍する児童及び生徒に対して適切な指導と学習の援助を行い，在籍学校への復帰を図るこ
とを目的とする。

　市内在住の児童及び生徒が在籍する小学校又は中学校（以下「在籍校」という。）及び教育相談
室と連携を図り，在籍校の児童及び生徒の学習及び学校適応指導に関すること。
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（開設日等）

第３条

2

(1) 　日曜日及び土曜日

(2) 　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第178号）に定める休日

(3)

（対象者）

第４条

(1) 　学校生活に適応できず，現に登校できない状態にある者

(2) 　学校生活に適応することが困難で，欠席がち等学校生活に支障のある者

(3)

（利用手続）

第５条

2

（職員）

第６条 　ゆうゆう教室に主任，適応指導主事及び指導員を置く。

2

3

4

(1) 　非常勤教員

(2) 　教育委員会が適当と認める者

（職員の責務）

第７条

2 　職員は，職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また，その職を退いた後も同様とする。

（在籍校への報告）

第８条 　主任は，通級する児童及び生徒の指導状況等を毎月在籍校の校長に報告しなければならない。

（情報収集）

第９条

　ゆうゆう教室の開設は，月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし，児童及
び生徒の入退室は，午前9時30分から午後4時までとする。

　適応指導主事は，指導主事をもって充て，指導員へゆうゆう教室の運営に関する専門的な指導及び
助言を行う。

　指導員は，次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し，通級する児童及び生徒の指導及び援助を
行う。

　主任は，通級する児童及び生徒を指導するうえで必要な情報の提供を在籍校の校長に求めるこ
とができる。

　ゆうゆう教室を利用しようとする児童及び生徒の保護者は，当該児童及び生徒の意志を確認し，
在籍校の校長の同意を得たうえで，ゆうゆう教室通級願（第１号様式。以下「通級願」という。）を教
育委員会に提出しなければならない。

　教育委員会は，前項の通級願を受理したときは，必要な審査を行い，その結果をゆうゆう教室通級許
可（不許可）通知（第２号様式）により在籍校の校長に，ゆうゆう教室通級許可（不許可）書（第３号様式）
により当該児童及び生徒の保護者にそれぞれ通知するものとする。

　主任は，ゆうゆう教室を担当する東京都公立学校非常勤教員（以下「非常勤教員」という。）のうちから
教育委員会が任命し，ゆうゆう教室の運営を統括する。主任に事故があるときは，又は欠けたときは，教
育委員会があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

　ゆうゆう教室の職員は，通級する児童及び生徒の在籍校の校長，教育相談室等関係機関との連
携を図り，ゆうゆう教室の円滑な運営に努めなければならない。

　教育相談室（規則第2条の規定に基づき狛江市教育研究所に設置する教育相談室をいう。以下
同じ。）において，継続的に相談，指導等を受けている児童及び生徒のうち，ゆうゆう教室での指導
が適切であると認められる者

　ゆうゆう教室の休業日は，次の各号のとおりとし，教育委員会が必要と認めるときは，これを変更し，又
は臨時に休業日を定めることができる。

　狛江市公立学校の管理運営に関する規則（昭和45年教育委員会規則第１号）第４条に規定する
市立学校の休業日

　ゆうゆう教室の対象者は市内在住の小学校又は中学校に在籍する児童及び生徒で，次に掲げる
各号の一つに該当する者及び教育委員会が特に必要と認めた者とする。
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（在籍校の責務）

第10条

（委任）

第11条 　この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。

　　　　付則

1 　この要綱は，平成5年4月1日から施行する。

2

　　　　付則（平成６年３月10日教育委員会要綱第２号）

　この要綱は，平成６年４月１日から施行する。

　　　　付則（平成７年10月11日教育委員会要綱第４号）

　この要綱は，平成７年11月1日から施行する。

　　　　付則（平成９年２月６日教育委員会要綱第１号

　この要綱は，平成９年２月６日から施行する。

　　　　付則（平成13年３月８日教育委員会要綱第２号）

　この要綱は，平成13年４月１日から施行する。

　　　　付則（平成14年５月20日教育委員会要綱第６号）

　この要綱は，公布の日から施行し，平成14年４月１日から適用する。

　　　　付則（平成16年3月15日教育委員会要綱第２号）

　この要綱は，平成16年４月１日から施行する。

　　　　付則（平成22年４月12日教委要綱第19号）

　この要綱は，公布の日から施行し，平成22年４月１日から適用する。

　　　　付則（平成25年３月26日教育委員会要綱第９号）

　この要綱は，平成25年４月１日から施行する。

　　　　付則（平成26年１月27日教育委員会要綱第２号）

　この要綱は，公布の日から施行する。

第１号様式～第３号様式まで　（省略）

５） ゆうあいフレンド派遣事業実施要綱

　　　　　　　改正

平成13年３月８日教育委員会要綱第3号

平成17年３月14日教育委員会要綱第１号

ゆうあいフレンド派遣実施要綱
（目的）

第１条

（対象児童・生徒）

第２条 　対象となる児童・生徒は次の要件をみたしていなければならない。

(1) 　狛江市立小・中学校に在籍の児童・生徒であること。

(2) 　不登校状態にあり，かつ，ゆうゆう教室への通級が困難であること。

(3) 　当該児童・生徒保護者及び学校長から訪問要請があること。

(4) 　生活指導上援助を要し，学校長から訪問要請があること。

(5) 　特別な支援が必要であり，巡回指導の対象となる児童・生徒であること。

　この要綱の施行前から学習相談室に通級中の者は，この要綱により許可されたものとみなすものとす
る。

　在籍校の校長は，前条により主任から情報提供の求めがあったときは，狛江市個人情報保護条
例（平成13年条例第1号）を遵守するとともに，必要な情報の提供を行うものとする。

平成12年３月15日教育委員会要綱第１号

　この要綱は，不登校による家庭での閉じこもり及び生活指導上援助を要する児童・生徒に対し，相
談員（ゆうあいフレンド）が家庭訪問・ゆうゆう教室訪問・学校訪問を行い話し相手，相談相手，遊び
相手となり子どもの心をやわらげ，人間関係を回復し，社会適応のための自立を支援するとともに，
特別支援教育として学校巡回指導を行い，特別な支援を必要とする児童・生徒（LD・ADHD等）へ
の指導・援助に必要な事項を定めることを目的とする。
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（訪問）

第３条 　訪問時間等については，予算の範囲内で，次の各号に定めるところによる。

(1) 　週１回とし，１回の訪問時間は４時間とする。

(2) 　曜日，時間については，保護者と相談の上で決定する。

(3) 　相談員が家庭訪問中は，保護者が家にいることを前提とする。

(4) 　学校訪問については原則週１回とし，１回の訪問時間は５時間を限度とする。

（派遣開始・期間）

第４条 　派遣開始及び期間は，指導室長が決定した日から原則１年以内とする。

（活動内容）

第５条

（活動場所）

第６条 　活動場所は，次の各号に定めるところによる。

(1) 　初期においては，当該児童・生徒の家庭

(2)

(3) 　当該児童・生徒の在籍校

（派遣の手順）

第７条

2

3 　相談員の派遣決定については，指導室長（教育研究所長）が判断するものとする。

（相談員の資格）

第８条 　相談員の資格は次の各号に定めるところによる。

(1) 　大学及び大学院で心理学を専攻している者

(2) 　教育相談員の経験のある者

(3) 　学校教育に熱意と理解があり，目的にそった専門的分野を発揮できる者

（服務）

第９条 　相談員は，指導室長の指導監督を受けその職責を遂行しなければならない。

(1) 　相談員は，その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(2)

　　　　付則

　この要綱は，平成12年４月１日より施行する。

　　　　付則（平成13年３月８日教育委員会要綱第３号）

　この要綱は，平成13年４月１日から施行する。

　　　　付則（平成17年３月14日教育委員会要綱第１号）

　この要綱は，平成17年４月１日から施行する。

第１号様式及び第２号様式（省略）

　当該児童・生徒に対し，比較的年齢の近い相談員が家庭訪問，学校訪問を行い，話し相手，相
談相手，遊び相手及び特別支援教育の巡回相談の役割を担い，子どもの気持ちに寄り添いながら
子どもの心をやわらげ，当該児童・生徒の主体的な活動や自立への支援活動を行う。

　外出可能となれば，活動内容・場所を拡大する。その際，学校復帰に向けて努力したり，ゆうゆう
教室に参加したりする。

　保護者が相談員の派遣を希望する場合は，児童・生徒の意志を確認の上，在籍校の学校長へゆ
うあいフレンド派遣申込書（第１号様式）を提出する。

　学校長は，前項の申込書を受理した時は，ゆうあいフレンド派遣依頼書（第２号様式）を指導室長（教
育研究所長）に提出するものとする。

　相談員は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も，また同様とす
る。
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６） 狛江市スクールソーシャルワーカーに関する要綱

　　　　　　　改正

平成25年３月26日教育委員会要綱第９号

狛江市スクールソーシャルワーカーに関する要綱
（目的）

第１条

（配置）

第２条

（身分）

第３条

（資格等の要件）

第４条

（職務）

第５条

(1)

(2) 　問題等の改善について，教職員，保護者等への支援，相談及び情報提供に関すること。

(3) 　教職員等への研修，活動等に関すること。

(4)

（任期）

第６条

2  任期内の勤務実績を考慮し，その任期を更新することができる。

（守秘義務）

第７条

（雑則）

第８条 　この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

　　　　付則

　この要綱は，平成22年４月１日から施行する。

　　　　付則（平成25年３月26日教育委員会要綱第９号）

　この要綱は，平成25年４月１日から施行する。

平成22年３月29日教育委員会要綱第９号

　この要綱は，狛江市立小・中学校の児童及び生徒並びにその家庭が抱える様々な問題に対し，
社会福祉的な観点から児童及び生徒並びにその家庭若しくは学校に助言等の支援を行うソーシャ
ルワーカー（以下「スクールソーシャルワーカー」という。）を設置するにあたり，必要な事項を定める
ことを目的とする。

　スクールソーシャルワーカーは，狛江市教育研究所条例（平成25年条例第６号）第１条の規定に
基づき設置する狛江市教育研究所に配置する。

　スクールソーシャルワーカーの任期は，４月１日から翌年３月31日までの１年間とする。ただし，年
度の途中で採用した場合においては，当該年度末日をもって満了とする。

　スクールソーシャルワーカーは，職務上知りえた個人情報を漏らしてはならない。また，その職を
退いた後も同様とする。

　スクールソーシャルワーカーは，地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項第３号に定
める非常勤の嘱託員とする。

　スクールソーシャルワーカーの資格等の要件は，社会福祉士，精神保健福祉士等の資格を有し，
かつ，次条に掲げる職務に熱意をもって意欲的に取り組む者とする。

　スクールソーシャルワーカーは，狛江市教育研究所教育相談部部長（以下「部長」という。）の監督
のもと，次に掲げる職務を行う。

　家庭及び学校における保護者並びに児童及び生徒が抱える問題を解決するための関係機関と
の連携・調整に関すること。

　前３号に掲げるもののほか，児童及び生徒の問題行動改善のため部長が適当と認めた事項
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