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東京都教育庁に対する要望書への回答説明会記録 
 
日時： 平成２２年１０月２５日（月） １３：３０～１４：３０ 
場所： 東京都庁第一本庁舎 ３３階 Ｓ－２会議室 
 
＜教育庁 出席者＞ 
指導部義務教育特別支援教育指導課 
同  指導企画課 
同  高等学校教育指導課 
都立学校教育部高等学校教育課 
同      特別支援教育課 
同      同 
総務部教育情報課 
 
＜東京 LD親の会連絡会 出席者＞ 
けやき   ３名 

にんじん村 ２名 

くじら   １名 

 

要望書回答【福祉・保健局関係要望項目】に含まれていた項目 
１．早期発見、早期支援について 
（３）保育園、幼稚園、就学前の個別支援について 
  ②継続的な支援計画 
  ③小学校における継続的支援 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
  東京都では円滑な就学を保障する為のツールとして、また子供の実態や就学前機関の支援の状態

を引き継ぐ為に区市町村教育委員会が様式を定めました就学支援計画を策定しています。 
就学支援計画は、就学相談の際に作成する就学支援ファイルと就学先決定後に作成する就学支援

シートからなり、平成１９年度から全都で作成、活用されているところでございます。また本年

より、公立、私立を問わず、保育園において保育所児童保育要録を作成し、その写しを就学先の

小学校等に提出することになっており、就学支援シートと共に引き継ぎに活用されています。 
更に、小学校入学後にいたしましても特別な支援を必要とする児童に対し、個別の教育支援計画

を作成し、支援の継続に努めているところでございます。 
 
要望書回答【教育関係要望項目】 
１．小学校・中学校における児童・生徒への支援 
（１）地域格差 回答：（都立学校教育部特別支援教育課）  
都教育委員会では、東京都特別支援教育推進計画第３次実施計画（案）において、全ての小・中

学校に特別支援教室を設置し、発達障害の児童生徒に対する在籍校における支援体制を整備して

いこうと計画しています。また、区市町村からの要請により、特別支援学校の教員が訪問して相

談に応じることを行っていますけれども、引き続き、特別支援学校の教員による巡回相談などの

支援に努めていきます。 
 

（２）個別の教育支援計画の作成 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
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都教育委員会では、個別の教育支援計画を作成し、学校教育機関を通じて一貫した的確な支援が

実施出来るようにすることは、極めて重要であると考えております。また個別指導計画は、一人

ひとりの実態に応じたきめ細かな指導をするために不可欠な計画であると考えております。その

為、都教育委員会では、個別の教育支援計画、個別指導計画が、より充実するよう４月２日と６

月１０日に既に実施しました「発達障害への理解と支援に関する講習会」や８月２５日に実施い

たしました「個別の教育支援計画講習会」において個別の教育支援計画、個別指導計画の作成活

用について周知を図っているところでございます。 
また、昨年の８月に通常の学級での個別の教育支援計画、個別指導計画の作成活用について示し

ましたリーフレット「特別な支援を継続的に必要としている子ども達の為に」を作成いたしまし

て配布、指導の充実を図るようにいたしました。 
今後も個別の教育支援計画、個別指導計画を充分に活用いたしまして個々のニーズに応じた指導

内容や評価の充実が図られるよう区市町村教育委員会に対し年４回実施いたします特別支援教

育担当主事等連絡会におきまして個別の教育支援計画、個別指導計画に基づく指導、評価の充実、

学校間での円滑な引き継ぎが実施されるよう周知徹底を図っていく所存でございます。 
 

（３）特別支援教育支援員（学習支援員）の配置と研修 
回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 

東京都の公立小・中学校における特別支援教育支援員の状況については、平成２１年５月１日時

点において３,３４２人となっております。 

特別支援教育支援員の配置については、各区市町村が実施主体となって、それぞれの実情に応じ

て配置しているところです。 

 
（４）特別支援教育コーディネーターについて 
 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
小・中学校の特別支援教育コーディネーターにつきましては、平成１９年度に全ての小・中学校

において特別支援教育コーディネーターを指名しております。 

小・中学校における特別支援教育コーディネーターを校務分掌と位置づけ全ての教員が、発達障

害と障害を理解し、協力して組織的に一人ひとりの児童生徒の指導や支援を充実させているとこ

ろでございます。 

特別支援学校の特別支援教育コーディネーターについては平成１７年度に全ての特別支援学校

において特別支援教育コーディネーターを指名しております。 

特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが、幼稚園、小学校、中学校、高等学校を巡回し

特別支援教育を担当している教員等に対する校内研修の支援や幼児、児童、生徒への指導に関す

る助言、援助を行うための体制を整備しているところでございます。 

高等学校の特別支援教育コーディネーターについてですが、こちらは平成２０年度に全ての都立

の高等学校におきまして、校内に特別支援教育に係わる委員会を設置し特別支援教育コーディネ

ーターを指名しております。 

特別支援教育コーディネーターが中心となって、臨床発達心理士など心理の専門家や専門機関等

と連携しながら多面的な実態の把握を推進しているところでございます。 

回答：（人事部人事計画課） 

小・中学校における特別支援教育コーディネーターについては、国も専任と位置付けておらず、

都独自に教員配置を行う事は困難でございます。 

なお平成１９年度から、都立特別支援学校の教員が、計画的に地域の小・中学校を訪問出来るよ

う支援体制の整備を図っているところでございます。 
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（５）通級指導学級について 
①通級指導学級の担任  
回答：（人事部職員課） 
通級指導学級の担任、担当教員の配置にあたりましては、学校の経営計画を踏まえた校長の人事

構想に基づき区市町村教育委員会と連携を図り、教員個々の適正や専門性を考慮して特別支援学

校との人事交流もおこなっています。 

回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 

通級指導学級における指導の開始等の判断は、区市町村教育委員会が行います。都教育委員会で

は、平成２１年３月に「通級指導学級での指導の開始、終了判定システムの構築に関するガイド

ライン」を発表し、区市町村教育委員会に周知したところです。 

その中で通級指導学級における指導の開始等の判断にあたっては、教育、医学、心理学等の専門

家で構成される就学支援委員会または、それに準ずる通級判定委員会を設置し検討するようにし

ているところです。 

②通級指導学級での宿泊学習 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 

通級指導学級の教育課程につきましては、学校教育法施行規則１４０条及び平成５年文部省告示

第７号、これに基づきまして自立活動と各教科の内容補充するための特別の指導に限定され定め

られています。 

 

（６）特別支援学級の増設について 回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
東京都特別支援教育推進計画第３次実施計画（案）において発達障害の児童生徒の重層的な支援

体制の整備にあたり、各区市町村の実情において、自閉症・情緒障害特別支援学級を計画的に設

置することについて提案しているところです。 

 
（７）教員支援の整備体制 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
スクールソーシャルワーカーにつきましては、文部科学省のＳＳＷ（スクールソーシャルワーカ

ー）活用事業等で研究が進められている段階でございます。 
これらの国の動向を見据えた上で、東京都してはあり方を検討して行くことになります。 
校内委員会の充実は、東京都教職員研修センターや各区市町村での研修を受けた特別支援教育コ

ーディネーターが中心となって取り組んでおります。 
また、指導部では、小・中学校や高等学校などの教員を対象とし、今年度の「個別の教育支援計

画講習会」におきまして、模擬校内委員会などを示しながら、校内委員会の充実を図る方策等に

ついて研修を行ったところです。 
また、都教育委員会としまして毎年、発達障害等の理解推進や特別支援教育に係わるリーフレッ

トを作成し公立学校の全教員に配布しているところです。 
巡回指導の充実にいたしましては、特別支援教育総合推進事業で、板橋区、青梅市、清瀬市、東

大和市、日野市、武蔵村山市、日の出町になりますが、これらの推進地域にあきる野市と多摩市

をグランドモデル地域として指定し、充実を図っています。 
また、高校における発達障害支援モデル事業といたしまして、都立足立東高等学校を指定し巡回

相談のあり方等について研究をしております。 
最後に、今後のこれらの取り組みを通しまして特別支援教育を推進する教員の育成、支援に努め

ていきたいと考えております。 

 
（８）スクールカウンセラー 回答：（指導部指導企画課） 
  東京都では、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識、経験を有する臨床心理士を学校
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に配置し、学校におけるカウンセリング等の機能と充実を図り、いじめや不登校等の児童生徒の

問題行動等の未然防止や解消を図っています。 

平成２２年度におけるスクールカウンセラーの配置校は、公立小学校１３２校、公立中学校全校

６３５校、高等学校６０校となっており、全ての学校に臨床心理士を配置しています。 

なお、スクールカウンセラーは、単年度の契約による配置ですが、勤務が継続出来る場合は、原

則として同一校に３年以上勤務することとしています。また、スクールカウンセラー活用事業は、

国の補助事業に基づいて実施しており、スクールカウンセラーの配置、拡充等は、補助率変更に

よる都の負担増で困難な状況にありますが、引き続き補助率の見直しや財源支援を国に働きかけ

ていきます。 

 
（９）スクールソーシャルワーカー 回答：（指導部指導企画課）  
  スクールソーシャルワーカー活用事業は、国の活用補助事業を受けまして平成２０年度は１６区

市において、平成２１年度は１５区市において、平成２２年度は２４区市町において実施してい

ます。 

平成２０年度は、委託事業として経費の全額を国が負担し、開始しましたが、平成２１年度から

は経費の１／３を国が負担する補助事業となったことから、東京都の負担が増となっており、全

ての学校に配置するなど独自に事業を実施することは困難な状況です。 

 

（１０）一般の保護者・児童・生徒の理解向上（障害の理解向上） 

    回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
  共生社会を実現させる為には、学校教育において、児童、生徒、保護者の理解を高める事が重要

であると考えております。 

都教育委員会では毎年、特別支援教育や発達障害の理解推進の為に、リーフレット等を作成し、

都内の全教員に配布していると共に東京都のホームページでも公開して広く都民の方々にも閲

覧出来るようにしております。 

また、東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の中にも示されました、障害のある児童、生

徒等の理解啓発推進事業につきまして、今年は、各学校、研修センターごとに一般都民を対象と

いたしまして特別支援学校と高等学校の生徒によるダンスであるとか、一緒に太鼓を叩く等の、

特別支援学校の高等部の生徒と高校の生徒とのコラボレーション発表等がございました。 

また特別支援学校の高等部の生徒が作成した製品等の販売など行いまして、一般都民への特別支

援教育についての理解啓発の機会としているところです。 

今後も障害に対する理解啓発の為、区市町村教育委員会を通しまして、特別支援教育に対する理

解が進むよう継続して努力していきます。 

 
（１１）教員への研修、指導の実施 
    回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
  ＬＤ等発達障害のある児童生徒については、今後とも学校、教員に対する理解を深めて行くこと

は大変重要であると考えおります。 
今年度より、小・中学校で特別支援教育の中核を担う特別支援教育コーディネーターにつきまし

て、特別支援教育コーディネータースキルアップ研修を設け、その育成を図っております。 
また、都立高等学校で、特別支援教育の中核を担う特別支援教育コーディネーターにつきまして

は、高等学校特別支援教育コーディネーター研修を設け、その育成を図っているところです。 
指導部におきましても、小・中学校、高等学校、特別支援学校等の教員を対象に発達障害への理

解と支援に関する講習会等を開催しております。 
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また、東京都教育委員会として毎年、発達障害への理解推進や特別支援教育に係わるリーフレッ

トも作成し配布しております。今後ともＬＤ等発達障害のある児童生徒について、正しい理解が

深まりますよう教職員の研修を図っていきます。 
 
（１２）就労に向けて 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
  都教育委員会では、障害のある児童生徒の自立と社会参加の推進に向けて、平成２０年度にキャ

リア教育推進委員会を設置し、発達段階や障害特性に応じた指導内容の都の検討をし報告書を作

成配布するなどして、小学校あるいは、小学部段階からのキャリア教育の実施に努めております。 

特別支援教育コーディネーターの研修におきましても、東京都教職員研修センターにおいて研修

を行うと共に、各区市町村でも特別支援教育コーディネーターの為の研修や連絡会などが行われ

ております。 

今後も東京都における、特別支援教育コーディネーターの研修において、自立と社会参加を目指

したコーディネート事業が出来るよう、研修の内容の充実を図ってまいります。 

 
（１３）教育委員会 回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
  他の部署との連携につきましては各自治体の組織、取組みに応じまして実施していくものと考えてお

ります。 
 
２．高校における配慮 
  回答：（指導部高等学校教育指導課） 
生徒一人ひとりの進路希望の実現に向けて、入学時から計画的に適正検査、企業における就業体

験、面接指導を行うなどきめ細かい指導を行っております。 
   
（１）通常学級での対応及び支援状況 回答：（指導部高等学校教育指導課）   
ＬＤ等発達障害のある生徒さんにつきましては、必要に応じて個別の指導計画を作成し、その指

導計画に基づいて、きめ細かい指導を行っております。 
 

（２）特別支援学級や通級指導学級の設置状況 回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
  東京都の高等学校等における特別支援教育におきまして、特別支援学級、通教指導学級の設置に

ついては現在計画はございません。今後も考えていくつもりもございません。 
 
（３）高校卒業後の進路指導の状況 回答：（指導部高等学校教育指導課） 
卒業までに就職の決まらない生徒さんに対しましては、卒業後も学校の進路指導室における個別

相談を実施したり、地元のハローワークなど関係機関と連携するなどして就労に向けた支援をし

ている事例もございます。 
 

３．就学相談について 
（１）就学前の保護者に向けた学校情報の提供について 

回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
  区市町村教育委員会では、就学相談において学校見学会や体験入学を実施し、保護者への情報提

供をおこなっています。 
また、特別支援学級や特別支援学校では、学級案内や学校案内、リーフレット等を工夫作成し、教育

内容等について判りやすく説明しています。 
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（２）就学支援シートの利用について 回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
現在、就学支援シートは都内４６区市町村で活用されています。就学支援シートは保護者の参画

のもと、就学前期間における成長発達の様子や就学後に必要な支援の内容について、関係者が連

携を図りながら学校生活への円滑な移行を図り、個別指導計画や個別の教育支援計画の充実に繋

げていくものです。 
今後は、就学支援シートの趣旨や活用のあり方について、各区市町村教育委員会や幼稚園、保育

所、小学校に理解啓発をより一層推進し、特別な教育支援を必要とする子供たちの豊かな学校生

活を支援してまいります。 
 
４．障害に対する配慮 回答：（都立学校教育部高等学校教育課） 
  都立の中高一貫校を受験する児童は、障害や事故による怪我、病気等により受験の際に何らかの

配慮を必要とする場合には、在籍する小学校を通じて中高一貫校へ所定の書式により申請をして

もらいまして、それを基に当該学校と都教育委員会とで協議しながら、具体的な配慮の方法を決

定しております。 
現在のところＬＤ等発達障害を理由とした申請は出ておりません。申請があった場合には、受験

する際に具体的にどのような支障が生じると想定されるか、それから在籍する小学校で授業や単

元ごとのテストなどの際に実際にどのような配慮がされているかなどを確認した上で個別に判

断いたしまして、配慮の内容を決定することとなります。 
 
５．教育委員会との連携・協働 
（１）福祉保健局、産業労働局、他部局との連携・協働 
   回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
  東京都教育委員会では、東京都広域特別支援連携協議会を設置し、福祉保健局、産業労働局、と

連携による早期支援と就労支援のネットワーク構築を図っております。 

また、親の会等との連携では、毎年4月に実施いたします区市町村の特別支援教育を担当する指

導主事の連絡協議会ですが、こちらにおきましてＬＤ親の会、心臓病の子供を守る会、日本てん

かん協会、発達障害者支援センターＴＯＳＣＡの方々から情報提供を行って頂いているというこ

とでございます。 

 
（２）NPO╱協会╱親の会等外部団体との連携・協働 

回答：（都立学校教育部特別支援教育課）  
東京都広域特別支援連携協議会の他に東京都就労支援協議会などを設けまして各機関との連携

には努めている所でございます。 
また「１０年後の東京」への実行プログラムにおきまして、障害者雇用政策を実施しておりまし

て、その一環として３局が連携し、また外部団体として、東京労働局、東京中小企業家同友会、

東京都経営者協会の後援を得て企業向けの理解啓発のセミナーを開催しているところでござい

ます。 
 
６．コンプライアンス 回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
  学校等にはコンプライアンス委員会等の設置はしていませんが、そのような問題が起きた時に生

徒や親の相談、通報をする場合におきましては、まず担任、主幹等を通じまして学校の管理職で

あります副校長、校長にて対応していくと考えております。 
当然、そこで解決しがたい問題も出てくることもありますので、その際には教育委員会の方に問

題等が上がっていきまして対応していく事としております。 
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７．特別支援教育推進計画第三次実施計画 回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
  東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画の実施にあたっては、各区市町村と連携を図りながら進

めていく事を考えております。 
 
 
【質疑応答】 
Ｑ：（にんじん村） １（６）ですが、情緒障害の特別支援学級の増設について計画的に設置を考え

ているというご回答だったのですが、計画について、もう少し具体的な内容を教えて頂きたい。 

Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課） 情緒障害の特別支援学級の設置者は区市町村の教育委員会

ですので、区市町村の教育委員会の方で実施の計画を立てて設置することになっております。東

京都としましては区市町村の教育委員会から設置の申請を受けて同意をするかたちになってい

ます。 

今現在の自閉症情緒障害の学級というのは、とても少なくなっておりまして自閉症情緒障害のお

子さんについては通級の指導学級を利用頂いているケースが多かったということもありまして、

今現在、全東京都でも数的に少ない状態になっているのですけれども、現状としましては通級に

通われているお子さんの中で、通級の指導８時間が限度となっていますけれど、８時間では指導

時間としても不足するというケースが多くなってきていることもありますので、自閉症・情緒障

害特別支援学級の計画的な設置を提案しているところです。増設にあたりましては、指導内容で

すとか、そういった内容の充実が必要になってくるのですが、今数が少ないもので、事例として

少ない状況ですけれども、今後、情緒障害、自閉症の教育内容といったものについての研究も合

わせて進めていく中で、区市町村が学級を作っていくことの支援など、そういった事をさせてい

ただくことを考えているところです。 

Ｑ：（にんじん村） あくまでも、設置、計画していくのは区市町村であって、東京都はそれを認可

する立場ですか。 
Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課） そうです。やはり小・中学校の設置者が区市町村ですので、

設置するのは区市町村、東京都としては、それを受けて同意させて頂くという立場ですけれども、

今現在の教育内容については数が少なかったので蓄積が少なかったということもあるのですが、

そういった研究を進めて行く中で各区市町村教育委員会が設置を計画し易いようにしたいと考

えております。 
Ｑ：（にんじん村） 私どもの親の会には小学生が結構いるのですが、みなさん中学進学にあたって

非常に悩まれています。高校は東京都のご尽力のおかげで、色々なバラエティにとんだ学校とか

も出来、フリースクールもあるので非常に選択肢があるのですが、中学は選択肢が限られていて、

無理して普通学級に行くか、それとも特別支援学級に行くか、あとは私立とかあるのですが、や

っぱり普通学級を小学校で頑張ってきた親にとっては、固定級は壁は高いというか、子供の為と

判っているのだけれども、かなりの覚悟がいるという現状がありまして、最近神奈川の方に多い、

私立で不登校を対象にした、不登校の根幹には発達障害が多いので、そういう発達障害の子が集

まるような私立の中学が高倍率で人気が出ています。東京にはそういう学校がなく公立にそのよ

うな学校があれば良いのですが、そういうのが難しいのであれば私立のそういう学校を東京にも

作って欲しいという親の声が非常に高くあがっています。 
名古屋市の廃校なった学校を活用した不登生徒校向けの私立中学誘致のように、東京都でも同様

に不登生徒校向けの私立中学誘致するお考えはないでしょうか。 
Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課） 中学校での不登校の教育ですけれども、私立の学校につき

ましては、所管が違いますので、こちらで言える立場ではありません。中学校では、心理的な要

因によるものであれば、自閉症・情緒障害の特別支援学級の充実などが考えられます。 
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Ｑ：（にんじん村） 普通学級で子供が苦しんでいて、どうにかしなくてはならないという親が言わ

れるのが、「普通がダメなら支援学級があるじゃないか」と言われますが、普通学級と支援学級

落差があまりにも大きいので、そこに行かせるのには非常に親としてもためらいがある。普通学

級と支援学級中間くらいのレベルの学級があったら直ぐにでも行かせるのにという親が凄く多

いです。 
そういった学級が先ほどの情緒障害学級に当たるのかなと思います。皆さんがいっているのは、

毎日が通級だったら良いのにという親が非常に多いです。だから、毎日通級みたいなレベルの学

校というのが多分、情緒障害学級のレベルになるのかなと思うのですが、現状はどうなのですか。 
Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課） 特別支援教育推進計画第三次実施計画の中で提案させて頂

いている特別支援教室が近いかなと考えています。これに関しては構想としては全ての小・中学

校に設置をしていくというものなのですけれども、通常の学級にお子さんがいらしゃって必要な

時間については特別支援教室にて個別な指導を受けられるという形のものですので、今は通級と

いうことで、別な学校に通うという事を行っていますけれども、そうではなくて特別な時間だけ

指導を受けることが適当な場合でしたら在籍校で特別な時間だけ特別支援教室で受ける、そのよ

うな教育の場、特別な支援を受けられる教育の場を全ての学校に設けるということで考えている

ところですので、そういった中通常の学級に通いながら特別な支援を受けられるという教育が可

能になって行くと考えているところです。 
Ｑ（お願い）：（くじら） スクールソーシャルワーカーについての現状をお話しさせていただきたい

と思ったのですけれども、私どもの市では、昨年度初めてスクールソーシャルワーカーという方

が出来て、教員と困った保護者の橋渡しとして、とても良い役でやっていただいたのですが、今

年度になってから小・中校合わせて１人という状況です。教員が困っていても相談できる人がい

ない。スクールソーシャルワーカーというのは職員室に席を置けるということで、教員も困った

時に直ぐに相談出来たり、保護者の方が教員に言いづらい時でもソーシャルワーカーに入って頂

いて間をつないで頂いてということで、とても良い役だったのですけれども、減ってしまったの

で残念だと思いました。この要望書には全学校にということだったのですけれども、全学校でな

くてもいいので、もう少し増やしていただければ良いなと思いましたので、お願いとして申し上

げたいと思います。 
Ｑ：（けやき） スクールカウンセラーは単年度の契約なので複数年に渡る長い期間での就任は出来

ないと受け取ってよろしいものなのか、あるいは、本人の方が継続して出来る場合には継続して

就任して頂けると理解すべきなにか、その辺のところをお願いします。 
Ａ：（指導部指導企画課） スクールカウンセラーは、１年契約の都非常勤職員ですので、２年間必

ず配置するというような契約は出来ません。したがって単年度更新となります。都も１年契約だ

から、「必ず変わりなさい」ということは考えていません。やはり子供たちとのつながりが大切

ですので、ある一定期間は、同じ学校で勤務が可能ならば更新して勤務していただくことを考え

ています。 
本人だけの事情だけではなく、学校の実情も考慮し、必ず複数年というお約束も出来ませんが、

単年度で交代することにより、子供たちがせっかく慣れたのに、直ぐかわってしまうことは、影

響が大きいので、その辺は考慮しながら配置しているつもりでございます。 
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