
発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性向上事業 二次募集 

公募要領 

 
 

 

１．事業名  

発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性向上事業 

 

２．事業の趣旨 

文部科学省において、平成24年に実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性の

ある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」により、公立の小・中学校の

通常の学級においては、学習面又は行動面において著しい困難を示す児童生徒が６．５％

（推定値）程度の割合で在籍していることが明らかになっている。 

同時に、これらの児童生徒以外にも、何らかの困難を示していると教員が捉えている児

童生徒がいることが示唆されており、教育的支援を必要としている児童生徒がいる可能性

がある。 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告）」（平成24年7月23日中央教育審議会初等中等教育分科会）において、「すべて

の教員は、特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していることが求められる。特に

発達障害に関する一定の知識・技能は、発達障害の可能性のある児童生徒の多くが通常の

学級に在籍していることから必須である。」と指摘されている。また、「インクルーシブ

教育システム構築のためには、特に小・中学校における教育内容・方法を改善していく必

要がある。（中略）教育方法の改善としては、障害のある児童生徒も障害のない児童生徒

も、さらには、障害があることが周囲から認識されていないものの学習上又は生活上の困

難のある児童生徒にも、効果的な指導の在り方を検討していく必要がある。」と指摘され

ている。これらの指摘を踏まえ、通常の学級において授業を担当する教員において、教科

ごとに学習上つまずくポイントを意識した指導に取り組むことが必要である。 

また、特別支援学級や通級による指導の担当教員は、特別支援教育の重要な担い手であ

り、その専門性が校内の他の教員に与える影響は大きく、特に発達障害に関する通級によ

る指導の効果は多くの教員に認識されている。さらに、学校教育法施行規則等の一部改正

（平成28年12月公布）により、平成30年4月から高等学校においても通級による指導が制度

化されており、発達障害のある児童生徒に対するより良い指導に向け、通級による指導担

当教員等の専門性の更なる充実に向けた取組が求められている。 

さらに、発達障害のある児童生徒が十分な教育が受けられるためには、学校における合

理的配慮の提供が個別の実態把握に基づき、適切に行われる必要があり、学校・設置者、

保護者・本人の参考とされる合理的配慮の好事例や相談事例について、十分な蓄積が必

要である。 

これらを踏まえ、本事業は、発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法の

研究、通級による指導担当教員等の専門性向上に関する研究を行うとともに、児童生徒の

多様な特性に応じた合理的配慮の提供に関する研究のための事業を行う。 

 

３．事業の内容 

発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業 

（詳細については別紙１を参照すること。） 

 

 

４．公募対象 

以下の団体を公募対象とする。 

・都道府県・指定都市教育委員会 

（都道府県教育委員会は、域内の市（特別区を含む。以下同じ。）町村教育委員会



に本事業の一部を再委託することができる。） 

・市町村教育委員会 

・附属学校を設置する国立大学法人 

・小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校を設置する学校法人 

・教職課程を有する大学の設置者 

 

５．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同

意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者で

ないこと。 

 

６．企画提案書（事業実施計画書）の提出方法等 

（１）提出様式 

企画提案書は事業実施計画書（別紙様式１）によって代えるものとする。 

様式は全てＡ４縦判横書きとし、正確を期すため、パソコン、ワードプロセッサ

ー等の判読しやすいもので作成すること。 

（２）提出方法 

企画提案書は、以下の方法で提出すること。直接持参及びファクシミリによる提

出は不可とする。 

・別紙様式「事業実施計画書」をWordファイルの形式でメールに添付の上、送信す

ること。（PDFファイル形式で送信しないこと。ただし、別紙様式「事業実施計

画書」以外の参考資料については、PDFファイル形式で送信可能とする。） 

・メールの件名は「組織名・発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導

法研究事業 実施計画書」とすること。 

 

・ファイルを含めメールの容量が10MBを越える場合は、メールを分割し、件名に通

し番号を付して送信すること。 

・企画提案書を受信した旨のメールを2019年５月21日（火）までに、文部科学省か

ら送信する。このメールが届かない場合は2019年５月22日（水）までに、電話に

て文部科学省へ連絡をすること。 

・メール送信上の事故（未達等）について、当方は一切の責任を負わない。 

（３）提出先 

電子メール:hattatsu@mext.go.jp 

 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援総括係 

TEL:03-5253-4111（内線3199） 

（４）提出締切 

2019 年５月 20日（月） 

・電子メールは当日の送信記録があるもの 

（５）その他 

事業実施計画書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負

担とする。また、提出された事業実施計画書等については、返却しない。 

審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認

定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写しを

郵送により提出すること。 

 

７．事業期間、事業規模（予算案）及び採択件数（予定） 

  委託期間：契約締結日～2020年3月31日 

・発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業 



事業規模：１件当たり標準額 各年度 475万円程度 

採択件数：12件程度を予定 

  なお、採択件数は審査委員会が決定する。 

 

下記事業は、事業期間の範囲内で本事業における実績及び翌年度の事業実施計画書を基に審

査を行い、委託を継続することが妥当と判断した場合、契約を更新することができる。なお、

契約の締結は年度毎に行うものとする。 

また、予算状況等によっては、各年度の事業規模の標準額に変動が生じる可能性がある。 

・発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業 

事業期間：委託事業期間中最大2年間 

 

８．選定方法等 

（１）選定方法 

選定委員会において、提出された提案書類にて書類選考を実施する。 

提案書類については、提出締切後の差し替え、再提出は認めない。 

（２）審査基準 

別途定める審査基準のとおり。 

（３）選定結果の通知 

選定終了後、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。 

 

９．スケジュール（予定） 

公募締切：2019 年５月 20 日（月） 

審  査：2019 年５月 

採択通知：2019 年５月下旬 

契約締結：2019 年６月以降 

契約期間：原則、契約締結日から 2020 年３月３１日まで 

 

※ 契約書締結後でなければ事業に着手できないため、事業実施計画書の作成に当たっては、

事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再

委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。 

 

１０．契約締結 

選定の結果、契約予定者と提出書類を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約

金額については、予算の範囲内で、事業実施計画書の内容を勘案して決定するものとする

ので、企画提案者の提示する金額とは必ずしも一致するものではない。また、契約条件等

が合致しない場合には、契約締結を行わない場合がある。 

 

※ 国の契約は、契約書を締結（契約書に契約の当事者双方が押印）したときに確定すること

となるため、契約予定者として選定されたとしても契約書締結後でなければ事業に着手でき

ない。したがって、それ以前に採択者が要した経費についても国は負担することはないので

その点について十分留意するとともに、採択後は迅速に契約締結を進めていくこと。なお、

再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。 

 

※〔契約締結に当たり必要となる書類〕 

選定の結果、契約予定者となった場合には、契約締結のため、遅滞なく以下の書類の提出

を求めることから、事前に準備をしておくこと。 

なお、再委託先がある場合は、再委託先にも十分周知しておくこと。 

・事業実施計画書（審査委員から意見が提示された場合には、その指摘事項を反映させ

た事業実施計画書の再提出を求める。） 

・委託業務経費（再委託に係るものを含む。）の積算根拠資料（謝金単価表、旅費支給規

程など） 



・銀行振込依頼書（採択の連絡と併せて、文部科学省から様式を別途送付する。なお、

再委託先からの提出は不要。） 

 

１１．誓約書の提出等 

（１）本企画競争に参加を希望する者（地方公共団体及び独立行政法人等を除く）は、

企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければ

ならない。また、企画提案書の内容に業務を別のものに再委託する計画がある場合

はその再委託先も誓約書を提出すること。 

（２）前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することと

なったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。 

 

１２．その他 

（１）７．で記載のとおり、採択件数は現時点での予定であり、増減する場合がある。

最終的な採択件数は審査委員会が決定する。 

（２）公募期間中の質問・相談等については、当該者のみ有利となるような質問等につ

いては回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本

件の公募情報に開示する。 

（３）委託事業に係る事項については、委託要項等によるものとし、また、契約書及び

企画提案書を遵守すること。さらに、女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによっ

て記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。 

 



 

（別紙１） 

発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業 

 

 

１．趣 旨 

文部科学省が平成 24 年度に実施した調査では、公立の小・中学校の通常の学級におい

て、学習面又は行動面において著しい困難を示す児童生徒が 6.5％程度の割合で在籍して

いることが文部科学省の調査において明らかになっている。（同調査では、学習面（「聞

く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」の少なくとも一つの領域）で著しい

困難を示す児童生徒が 4.5%程度の割合で在籍していることも明らかになった。）また、発

達障害の可能性のある児童生徒の多くは、通常の学級に在籍していることから、通常の

学級における教科指導において、発達障害の可能性のある児童生徒が学習上つまずくこ

となく、学習を理解できるよう、つまずくポイントを意識した授業づくりなど学習面に

おける支援が求められている。 

このため、教員が通常の学級において発達障害の可能性のある児童生徒の学習上つま

ずくポイントを意識した授業づくりを行う上で有用な指導方法等を検証・開発するため

に、教科ごとに学習上つまずくポイントを明らかにし、効果的な教科指導の方向性の在

り方について調査研究を行う。また、教員養成段階から発達障害の可能性のある児童生

徒が在籍していることを意識した教授内容の知識習得に必要な、学習上つまずくポイン

トに対する教授方法の開発を行う。 

 

２．事業の内容及び実施方法 

 

（１）事業の内容 

委託を受けた団体等は、以下①～②の研究を選択して実施する。（複数選択することも

可能） 

 ※①は、教育委員会、附属学校を設置する国立大学法人及び小学校・中学校・高等学校

等を設置する学校法人（以下「教育委員会等」という。）のみ実施可能である。 

 ※教育委員会が②を実施する場合は、必ず教職課程を有する大学と連携すること。 

 

① 教科の学習上のつまずきなど特定の困難を示す児童生徒に対する指導方法及び指導

の方向性の在り方の研究 

・委託を受けた団体等においては、必ず複数の教科について研究を実施すること。な

お、本事業におけるこれまでの事例の蓄積状況を踏まえ、小・中学校における理科・

社会、及び高等学校における教科指導、その他新しい学習指導要領を見据えた教科

指導について研究を実施することが望ましい。 

・委託を受けた団体等は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校



 

の中から研究事業を行う学校（以下「指定校」という。）を指定する。なお、単一の

学校とすることも、複数の学校種・学校を指定することも可能である。（委託を受け

た団体等として複数教科の研究を行えば、一つの指定校において一つの教科のみ実

施することは可能である。） 

・指定を受けた学校においては、以下ア～ウすべての内容について研究を実施するこ

と。なお、学習上のつまずくポイントの整理に際しては、選択した教科の一学期以

上の取組を研究すること 

 

ア 実態把握 

・発達障害の可能性のある児童生徒の障害の状態や特性の把握方法の整理 

・発達障害の可能性のある児童生徒が、教科の学習上どこにつまずきを感じるのか

把握（授業観察、振り返りのためのテスト実施等） 

イ 効果的な指導方法の検証 

・教科の学習上のつまずくポイントに対する効果的な指導方法について検討 

・通常の学級における授業において、具体的な指導方法の効果検証 

ウ 教科の学習上つまずくポイントの体系化 

・教科の学習上のつまずくポイントを教科別、学年別、学習内容、指導法等の観点か

ら整理 

 

② 教員養成課程等における教科の学習上のつまずくポイントに対する指導に関する教

授法の開発 

委託を受けた団体等においては、①の調査研究の内容を踏まえた上で、大学・大学

院における教科指導法の教授方法、または、現職教員の教科指導法研修の方法につい

て、以下ア～ウすべての内容について研究を実施する。 

 

  ア 発達障害の可能性のある児童生徒の教科の学習上のつまずくポイントに対する効

果的な指導に関する教授方法の開発 

イ 発達障害の可能性のある児童生徒の教科の学習上のつまずくポイントに対する指

導に関する教授法に係る教材・教具の開発 

ウ 発達障害の可能性のある児童生徒の教科の学習上のつまずくポイントに対する指

導に関する学校種・教科ごとの教員養成プログラムの開発 

 

（２）実施方法 

① 教科の学習上のつまずきなど特定の困難を示す児童生徒に対する指導方法及び指導

の方向性の在り方の研究 

①－１ 「発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業運営協議会」

の設置 



 

委託を受けた団体等は、本事業を実施するに当たって、具体的な計画の策定や運

営、連絡調整等を行うため、指定校学校関係者及び下記の「教科教育スーパーバイ

ザー」等から構成される「発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法

研究事業運営協議会」を設置する。 

 

①－２ 教科教育スーパーバイザーの配置 

    委託を受けた団体等は、指定校において、各教科指導におけるつまずくポイントの

整理や指導方法及び指導の方向性の研究について専門的な観点から指導・助言を行

う教科教育スーパーバイザーを教科ごとに配置するものとする。 

    複数人の教科教育スーパーバイザーを一つの指定校に配置することも、一人の教

科教育スーパーバイザーが複数の指定校を担当することも、いずれも可能である。 

教科教育スーパーバイザーは、委託を受けた団体等が選任することとなるが、教

科教育や特別支援教育に関する知見を有する大学教授等や指導主事経験者などが想

定される。 

 

② 教員養成課程等における教科の学習上のつまずくポイントに対する指導に関する教

授法の開発 

②－１ 「発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業運営協議会」

の設置 

委託を受けた団体等は、本事業を実施するに当たって、具体的な計画の策定や運

営、連絡調整等を行うため、大学関係者や近隣の教育委員会関係者、外部有識者等

から構成される「発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業

運営協議会」（以下「運営協議会」という。）を設置する。 

 

②－２ 連携体制について 

教育委員会等が委託を受け、本事業を実施する場合は、必ず教職課程を有する大学と

連携すること。 

また、教職課程を有する大学の設置者が委託を受け、本事業を実施する場合は、

運営協議会構成員に近隣の教育委員会事務局職員を入れるなど、十分な連携を図る

ことが望ましい。 

なお、本事業を実施するに当たって、大学においては教科教育担当教員が、教育

委員会においては教科担当の指導主事が、それぞれ積極的に関わる体制を構築する

こととし、特別支援教育分野の限られた大学教員や指導主事のみが取り組むものと

ならないよう留意すること。 

 

３．その他 

（１）本事業の実施に当たっては、下記の法令、通知等の内容にも十分留意し、効果的な



 

事業の実施に努めること。 

  ・「発達障害者支援法」（平成 16年 12 月 10 日法律 167 号） 

  ・「発達障害のある児童生徒等への支援について」（平成 17 年 4 月 1 日付け 17 文科初

第 211 号文部科学省関係局長連名通知） 

  ・「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」（平成 17 年 12 月 8 日中央

教育審議会答申） 

  ・「学校教育法施行規則の一部改正等について」（平成 18年 3月 31 日付け 17文科初第

1177 号文部科学省初等中等教育局長通知） 

    ・「学校教育法等の一部を改正する法律」（平成 18年 6月 21 日法律第 80 号） 

  ・「特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改正について」（平成 18年 7月 18

日付け 18 文科初第 446 号文部科学事務次官通知） 

  ・「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備について」（平

成 19年 3月 30 日付け 18文科初第 1290 号文部科学事務次官通知） 

  ・「特別支援教育の推進について」（平成 19 年 4 月 1 日付け 19 文科初第 125 号文部科

学省初等中等教育局長通知） 

  ・「学校教育法等の一部を改正する法律」（平成 19年 6月 27 日法律第 96 号） 

  ・「学校教育法等の一部を改正する法律について」（平成 19年 7月 31 日付け 19 文科初

第 536 号文部科学事務次官通知）  

  ・「改正障害者基本法」（平成 23年 8月 5日公布・施行） 

  ・中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会「共

生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告）」（平成 24 年７月 23日） 

  ・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25 年 6 月 28 日公布・一

部を除き平成 28 年 4 月 1日施行） 

  ・「学校教育法施行令の一部改正について」（平成 25 年 9 月 1 日付け 25 文科初第 655

号文部科学事務次官通知） 

  ・「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」（平成 25 年 10

月 4 日付け 25文科初第 756 号文部科学省初等中等教育局長通知） 

  ・「発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について」（平成 28年 8月 1 日付け

28 文科初第 609 号厚生労働省・文部科学省連名通知） 

  ・「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（平成 30 年 8 月 27 日

付け 30 文科初第 756 号文部科学省初等中等教育局長通知） 

 

（２）本事業の実施に当たっては、次の資料も参照すること。 

    ・「障害のある子どものための地域における相談支援体制整備ガイドライン（試案）」（平

成 20年 3月 文部科学省・厚生労働省作成） 

    ・「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童



 

生徒に関する調査結果について」 調査結果（平成 24年 12 月 5日） 

    ・「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童

生徒に関する調査」の補足調査 調査報告書（平成 26年 3月 独立行政法人国立特

別支援教育研究所） 

  ・発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン～

発達障害等の可能性の段階から，教育的ニーズに気付き，支え，つなぐために～（平

成 29年 3月） 

 

（３）本事業により、研修や研究会などを開催する際には、文部科学省が行う本事業の一

環として行われている旨、関係者に周知することを原則とする。 

 

（４）委託を受けた団体等は、指定校において実施する調査研究に主体的に関わるととも

に、指定校に対して必要な指導・助言を行うこと。 

 

（５）委託を受けた団体等及び指定校は、研究の成果と課題を普及するため、委託期間中

及び委託期間満了後２年間程度にわたり、他校等からの学校訪問や研究に関する情報

提供の依頼に応ずるよう努めるものとする。 

 

（６）本事業における成果を普及させ、特別支援教育を推進するため、各委託を受けた団

体等においては、ホームページ等で取組の成果等を計画的に情報発信すること。その

際には「2019 年文部科学省委託事業による研究開発成果」であることを記載すること。

また研究開発成果の公開により、他の自治体等から情報提供等の求めがあった場合に

は、積極的に応じるようにすること。 


