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２００６．９．１２

東京都教育庁に対する要望書への回答

１．日時；平成１８年 ９月１２日（金） 午後１：３０～２：３０

２．場所；東京都庁第一庁舎 ２５階 105 会議室

＜教育庁出席者＞

学務部義務教育心身障害教育課

学務部義務教育心身障害教育課

学務部義務教育心身障害教育課

指導部義務教育心身障害教育指導課

総務部教育情報課

＜東京ＬＤ親の会連絡会出席者＞

けやき：４名 くじら：２名 パルレ：１名 にんじん村：３名

要望書回答【教育関係】

1. 就学前･幼児教育について

(１)～(３)まとめて回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；LD 等発達障害の専門家の

養成については、東京都教育委員会が直接その養成には当たってはいないが、特別支援教育

体制モデル事業等において大学等との関連機関と連携を進めていく中で、発達障害等の専門

家を目指す大学院生や大学生等が教授の指示のもと、小中学校の発達障害のある児童･生徒の

学習支援等に携わる事により、将来の専門家として養成できるよう、間接的に協力している

段階。又東京都特別支援教育推進計画の中で区市町村を単位とした相談支援体制ネットワー

クを構築するための特別支援プロジェクト、就学支援のモデル事業を杉並区、足立区、青梅

市で行なっている。教育、保健、医療、福祉、労働が連携して就学支援計画の作成や保育園

や保育所への巡回相談の実施等、LD 等を含む障害のある幼児やその保護者のニーズに応じ

た支援のあり方を研究している。さらに文部科学省の委嘱を受けて特別支援教育体制推進事

業を文京区、世田谷区、稲城市で行なっており、幼稚園や保育所における支援体制の整備に

ついての研究を行なっている。今後はこれらのモデル事業の成果を基に指導資料を作成する

などして、区市町村における就学支援体制の構築を推進する。

また、LD 等の理解と指導に関する講習会を始め、東京都教育委員会が企画する様々な研修

会では幼稚園、保育所の教育も対象としている。さらに、幼稚園の研修会に東京都教育委員

会の指導主事が講師となり、それぞれの事例に応じた LD 等の理解と指導の具体的な内容を
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研修し、より専門的な事例検討会や保護者との相談が必要な時には東京都教育相談センター

と連携し、臨床心理士や臨床発達心理士、学校心理士を派遣したりペアレントトレーニング

を紹介したりしている。

(４)就学相談に関するガイドラインの作成について

①②まとめて回答；(学務部義務教育心身障害教育課)；就学相談に関するガイドラインの作

成は、現在、就学指導委員会の中でご検討いただいている。この就学指導委員の中には保護

者の代表の方にも委員となって入っていただき、毎回貴重な意見を頂いている。このガイド

ラインについては本年度末までに作り上げ、来年度はじめに各区市町村に配布し、内容を周

知し、ＬＤを含め障害のある児童･生徒の適切な就学を促進するための新しい就学相談資料、

又、就学支援シートなどの活用を推進していく予定。又ガイドライン自体については、東京

都就学相談室のホームページを使って公開する予定なのでそちらでも見ることができるよう

になる予定。

2. 小学校･中学校における児童･生徒への支援

(１)療育・ソーシャルスキルトレーニングの実施

回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；ソーシャルスキルトレーニングについては現在、

情緒障害通級指導学級等での児童･生徒の実態から必要と判断される場合には指導計画の中

に取り入れている。今後相談員により巡回指導や通級指導学級の等の教員による相談支援が

充実していくので、希望があれば区市内の情緒障害学級に相談していただければと思ってい

る。又、ソーシャルスキルトレーニングの基本的な考え方に基づき、通常の学級の中で活用

できる範囲での社会性を身につけさせる具体的な方法を教員研修の中で紹介し、日々の生活

の中にも指導が行なわれるよう推進していく。

(２)特別支援コーディネーター

回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；特別支援教育コーディネーターについては、学

校内で連絡調整や校内委員会を運営することを責任を持って進める役割があることから文部

科学省も東京都教育委員会においても校長による教員の指名が原則であると示している。指

名されたコーディネーターがより高い調整能力等、求められる役割を発揮できるよう、東京

都においては特別支援コーディネーター養成研修等を実施したり、各区市町村においてはコ

ーディネーター連絡会を実施するなど、資質の向上に努めているところです。必要に応じ外

部の専門家から適切な助言や支援が受けられるようにしながら、コーディネーターが役割を

遂行できるよう育成に努めていきたいと考えている。
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(３)校長･通常学級の教諭･養護学校教諭･スクールカウンセラー･教育相談センター職員への

研修

回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；教員の研修については東京都教職員研修セン

ターが中心となり、障害の理解や指導のあり方についての研修を行なっている。東京都教職

員研修センターでは心身障害教育に関する専門研修は 4 講座実施しているが、その他に特別

支援教育に関する専門研修は 8 講座実施している。それぞれ 100～600 名までの規模で 2～3

回ずつ実施している。幼稚園～小中高等学校、盲・ろう養護学校教員が対象。校長が特別支

援教育の理念について理解を深める必要があることは重要なことなので、区市町村教育委員

会に働きかけ、校長会や校長研修会等において特別支援教育の主旨の徹底や推進を図るよう

に進めている。東京都教育委員会としても区市町村の校長研修会の講師に招かれる機会も増

えてきているので、さらに充実させるよう努めたい。

(４)巡回相談の充実

回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；東京都としては必要がある場合に地域の養護

学校のコーディネーターが巡回相談に応じることができることを示している。学校教育法が

改正されて、盲・ろう養護学校は地域の小中学校に対する助言や援助に努める事が明確に示

されたので、今後もその機能の充実に努めていきたい。

(５)学習支援員制度の導入

回答；(学務部義務教育心身障害教育課)；学習支援員については同様の制度を取り入れてい

る区市もあるが、学習支援員については小学校、中学校の設置者である区市町村教育委員会

がそれぞれ各区市の事情において実施していくものと考えている。

(６)特別支援教育への取り組みの区市町村での格差を是正する

回答；(学務部義務教育心身障害教育課)；現在東京都では小中学校における特別支援教育の

推進体制を整備するために平成 16 年度より 3 カ年間にわたり、北区、八王子市、調布市、

あきる野市、の 4 区市をモデル地域とし、特別支援教育体制モデル事業を実施している。こ

のモデル事業については、校内体制整備、巡回指導・巡回相談等、特別支援教室、理解啓発

に関すること等について実施している。年度毎にモデル事業評価委員会においてこの成果と

課題を取りまとめて東京都のホームページにも掲載しているところである。今年度は事業の

最終年度に当たるので、モデル事業を実施している 4 区市において、2 ヵ年の課題を踏まえ、

19 年度以降の特別支援教育体制の確立を目指した事業を展開するとともに、東京都全体で特

別支援教育体制を推進するためにモデル事業の取り組みをまとめた報告書の作成や報告会
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の実施など、モデル地区以外の区市町村への情報提供を積極的に行い、特別支援教育に対す

る理解啓発を進めていく。

(７)現在、各区市町村で立ち上がりつつある「特別支援教育検討委員会」の委員に保護者を

加えるなど、区市町村レベルでも特別支援教育に保護者の意向が反映されるようにしてくだ

さい。

回答；(学務部義務教育心身障害教育課)；各区市町村において設置する特別支援教育検討委員

会の委員の構成については各区市町村が必要に応じて選任するものと考えている。

(８)個別の教育支援計画の作成

回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；昨年度作成したソフトは通常の学級の個別指導

計画の作成ソフトで、個別の教育支援計画の作成ソフトではない。作成したソフトを広く活

用していただけるように、出版化の手続きを進めているところだが、まだ時間がかかる。

(９)一般保護者への啓発

回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；区の小学校、ＰＴＡ連合会と養護学校等との連

携による研修会や後援会を実施する例が少しずつ報告されてきているので、こうした活動を

広め地域の方々への理解・啓発を進めていきたいと考えている。

(１０)いじめの解消

回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；いじめについては人間として許されないという

認識に立ち、各学校において指導を徹底するよう教育委員会として今後も指導を継続してい

く。いじめ解決に向けた指導資料を配布するとともに、いじめ点検月間などを設けて、いじ

めの根絶に取り組んでいるところ。ＬＤ等の児童生徒がいじめにあうことがないよう、今後

も適切な指導を心がけていく。

(１１)中学校での試験への支援

回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；ＬＤ等の特質に応じた配慮は生徒一人一人の状

況で異なるので、学習上のつまずきの程度や困難さを充分に把握した上で、個別指導計画を

作成し、それに基づき実施すること、又個別指導計画作成に当たっては保護者や本人の意向

が反映されるように配慮することを、指導しているところ。中学校においてまだ、個別指導

計画が作成されている学校はあまり多くはないが、今後強力に指導していく必要がある。保
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護者の立場からも是非、学校に働きかけていただいて、ひとつの個別指導計画を基に様々な

配慮や支援が実現できるようにご協力をお願いしたい。

3. 義務教育終了後の教育について

(１)ＬＤ等の生徒の義務教育終了後の場の確保

回答；(指導部高等学校教育指導課)；代読；東京都教育委員会では都立高校からの要請に応じ、

指導主事を派遣するなどＬＤの生徒への理解や支援について指導、助言するとともに現在特

別支援教育推進事業の中で、都立養護学校と都立高等学校との連携について研究を進めてい

る。今後はこれらの研究成果を踏まえて巡回相談員による巡回相談の実施等都立高校におけ

る特別支援教育推進を図っていく。

(２) 大学教育について

回答；(指導部高等学校教育指導課)；代読；大学については都の教育庁の所管ではないので、

回答は用意していないことをご了承ください。

4. 職業教育への移行について

(１)職業的自立に向けた職業教育の充実

回答；(指導部高等学校教育指導課)代読；東京都教育委員会では生徒一人一人の能力、興味・

関心、進路希望に応じることができるように様々な学校を設置している。職業教育は専門学

科を中心に実施しているところであり、今後も各学科の特色を推進していく。

5. ＬＤ等の発達障害者の生涯学習の充実

回答；(生涯スポーツ部社会教育課)； 代読；生涯スポーツ部社会教育課ではＬＤ等の発達障

害者の方に直接に向けた公開講座は実施していないが、各都立学校で各種の公開用講座を実

施しているので、それをご活用いただくようお願いします。

6. 各分野の横断的支援･連携について

(１)広域特別支援連携協議会の更なる充実

回答；(学務部義務教育心身障害教育課)；東京都の広域特別支援連携協議会は昨年の９月に設
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置されている。先般今年の７月に第２回目を開催したところ。本会議の委員は学識経験者、

医療関係者、ＰＴＡ，障害者団体、区市町村教育委員会、教育庁の代表、都の行政機関と連

携し、ＬＤ，ＡＤＨＤ、高機能自閉症を含めた様々な障害に対するライフステージに応じた

効果的な支援を実現するために、伝聴的な視点に立って検討していくというもの。お話の警

察、検察、司法は現在含まれていないが、今後もしこれらのことについて議論として含まれ

る場合には、必要に応じて学識経験者等の意見を享受することができると要綱にも設置して

あり、その場合には随時追加は可能で、これらの取り組みで内容を知っていただくことはで

きる。

(１)地域の他の施設などと学校との連携

回答；(学務部義務教育心身障害教育課)；現在特別支援プロジェクト事業は杉並区、足立区、

青梅市で行っている。各区市においては小学校、中学校、養護学校、障害福祉センター、福

祉事務所、保育園、幼稚園等で幼児期から学齢期へ円滑に移行を支援するための体制整備を

構築するために、補助事業として実施している。特別支援プロジェクトを実施するに当たり、

個別、個別のケースに対応していくということでもあり、適時適切にトップの方々との連携

を図り、場合によっては各区市においてケース会議を開催して児童生徒に対する個別の課題

等について会議をしている。

7. 都民の理解啓発の充実

回答；(指導部義務教育心身障害教育指導課)；特別支援教育体制副籍モデル事業の成果につい

てモデル地域の福祉、教育委員会と連携し、保護者や都民への説明をする機会を重視するよ

う努めていく。また通常の学級の保護者、児童の生徒の理解と支援については校内支援体制

を確立する中で、特別支援教育の視点を持った学級経営を進めるなど、東京都教育委員会と

しても区市町村教育委員会を通じて学校に指導して行く。

回答；(生涯スポーツ部社会教育課)；代読；家庭教育委託学級に向かう事業については、各区

市町村の役割を認識しているので、この件についてはく市町村へ要請していただくようお願

いします。

【質疑応答】

Ｑ くじら；特別支援教育にまだ全然取り組んでいない学校があるのも現実で、各区市町村で

温度差があるように思う。平成１９年度に特別支援教育が進んで行くように都から指導して

いただきたい。ある中学校の最近の話だが、ＬＤの子がテストに備えて一生懸命勉強しても

読むのが苦手で、問題を全部読む事ができず答えが書けなかった。時間が無いためにできな
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かったにもかかわらず、この子は勉強が出来ないという事になり、親がそれを学校に申し入

れても相手にされないのが現実で、きちんと意見を聞いていただけるように指導課の方で通

達などを出していただいて、ＬＤの子ども達のためにいい方向へいくように指導して欲しい

と思う。

Ａ (指導部義務教育心身障害教育指導課)；

区市町村の研修会へ行ったり、学校訪問をすると、指摘のとおり非常に先駆的に取り組んで

いるところもある一方で、まだまだ取り組んでいないところがあるのは現実だと思う。学校

教育法７５条の改正で、「小中学校、幼稚園、高等学校において学習上の支援を必要としてい

る子どもの教育を行う事」という条文が加えられたことの意味を今は校長先生初め、全教員

に理解させ、小中学校においても学習上支援を必要とする子どもには充分な支援を行ってい

くのだということを強調して区市町村に働きかけている段階。心身障害学級のない学校では

どう動いていいか分からない現状である。逆にどう動いたらいいかわからない先生たちに、

こういうところを取り組みなさいと具体的に提案している。それができないなら、子どもを

きちんと評価して欲しいと言っている。何をしていいか分からなくて協力できない教員もい

ると思うので、お子さんにとってよい結果が出るように保護者から具体的な提案を示してい

って欲しい。

Ｑ くじら；特別支援教育コーディネーターを任命する校長先生が発達障害に詳しくなくて、

だれでもいいから任命すれば良いという考えで、担任は任せられない教師を任命したという

話を聞いたので、任命する先生の意識を東京都のほうからきちんと伝えて頂けたらありがた

い。

Ａ (指導部義務教育心身障害教育指導課)；

調整能力が無ければコーディネーターに向かないので、校長にその認識を深めていただくこ

と。幾つかのところでは、副コーディネーターを置き、役割を担うとかコーディネーターの

資質を引き継いでいくような事も所もあり、ある程度コーディネーターのことが分かってき

ているところも増えてきているので、それが全学校でできるように指導していきたい。

Ｑ パルレ；学校支援員は幾つか取り入れているところも出てきているということだが具体的

にどこでどのように行われているのか。成果についてはどうか。

Ａ (学務部義務教育心身障害教育課)

文部科学省の調査で江東区、世田谷区、北区、葛飾区、昭島市、清瀬市、あきる野市で行な

っていることがわかった。これは、学習支援員についての国の定義に基づいて回答してきた

区市である。成果については把握していない。

Ｑ くじら；不登校教室のボランティアが発達障害児への理解がなく、子どもへの対応がうま

くいかなくてそこへさえも通えなくなってしまったということがあったので、発達障害を理

解している資質を持った支援員をお願いしたい。
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Ａ (指導部義務教育心身障害教育指導課)

北区は東京都のモデル事業を受けている。学習支援員が入る前にきちんと個別指導計画を作

りそれに基づいて巡回相談員が見立てをしたところで、学生が支援に入っていく。その中で

も学生の報告を受けて、専門家の意見や、通級教室のベテラン先生方の、もっと工夫してや

って欲しいという悩みも受け止め、そういうやり取りをして行なっていた。モデル事業とし

てそこまで考えてやっていくと、必要な支援が行なえる。そういうところもあるので、その

成果を広げて行きたい。

Ｑ けやき；都として区市町村に対して指導された内容についてはチェックしているのか。

Ａ (指導部義務教育心身障害教育指導課)；

いじめなどについては点検月間を６月と１１月に設けて、区市町村委員会から６月にいじめ

のある学校が何件あって１１月の段階で解消したのかとか、新たにいじめがあってそれを解

消するための取り組みがどうなのか、年に２回そのような報告がある。それがなかなか解消

しないということであれば、東京都として区や市にできることとしては教育庁の指導主事、

相談センターの相談員が直接助言をするというようになっているので、そういう意味では間

接的なチェックではあるがやっている。いじめはどこにでも起こりうるものだという意味な

ので、毎年、毎年やって行かなければいけないと認識している。

特別支援教育に関しては、校内委員会、コーディネーターの指名の調査をやっていて、校

内委員会は９５％は得られ、個別指導計画を作成している学校は３４％というところなので、

これから後半は小中学校で個別指導計画を作ってそれに基づいて支援ができるようにという

のが私たちの重要なテーマで、区市町村からの報告を受けてそれに対する都としての支援策

を色々考えていくという事になっている。

Q. けやき；区市町村へ報告が上がるということは各学校の校長先生が各区市町村の教育委員会

へ上げて報告が行くということですか。そうした場合、校長先生に問題意識がなかったら、

何も上がらないという事ですね。

A. (指導部義務教育心身障害教育指導課)；その段階で我校の課題が例えばまだ校内委員会が充分

機能していないとか個別指導計画がまだだという調査結果を上げる時に、これじゃいけない

というようなそういうところで校長先生の意識を高めてもらいたいというねらいもある。文

部科学省のほうで毎年９月に今どの位やっていますかとか、今年度中にやるつもりはありま

すかという聞き方をしている。今年度内には何とかやりたいという学校もあるという事で、

校長の意識もそういう調査によって少しずつ変えていく事ができると考えている。

Ｑ けやき；教職員研修は定員があるのか。それとも希望したら全員受けられるのか。希望さ

れた方が受けているのか。

Ａ (指導部義務教育心身障害教育指導課)；教職員研修センターの研修は希望制のものと、校長

の指名で受けるものとがある。特別支援教育への関心も高まってきているので、できるだけ
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多く開催していこうというのが主旨です。

特別支援教育コーディネーター養成研修は区市町村の代表１人が受けられるという研修で、

６０名、区市町村で中核的な立場のコーディネーターを集めて９月までに１０回というプロ

グラムでかなり密度の濃い問題解決能力を身につけさせるねらいでの研修をやっていて、そ

の研修を受けたコーディネーターが区市町村へ戻って区市のコーディネーター研修会の講師

とか、連絡会のリーダーになって行くことをねらって去年から始めた。今年も６０名、受け

ている。今年都の研修センターではその中でもより専門的な中味の濃い研修も一つ入れるよ

うにして、広くというのと中核的になる方をしっかりと育てていく。両方が必要だというこ

とでやっている。全員受けて頂きたいし、区市町村でもそういうところはあると思うし、あ

とは毎年リーフレット等も６万部教員向けに配布してここできちっと研修をしてくださいと

お願いしている。

Ｑ パルレ；国が通級学級の加配の募集をかけたが東京都は手を挙げなかったが、それは何故

か。断ったということは今後東京都として独自で行なうという考えがあるのか。

Ａ (総務部教育情報課)；人事計画課のほうへ話があったことを伝え、もし回答ができる場合に

は代表を通して連絡する。

Ｑ くじら；通級学級や小中学校の教師が相談できるようなシステムはありますか。

Ａ (指導部義務教育心身障害教育指導課)；基本的には担任が抱え込まないように校内委員会や、

コーディネーターが付くと言うのが東京都の指導計画にある方向性なので、困った時に校内

で必要な専門家に相談したいと分かれば、校内委員会が区市教育委員会へ専門家の派遣を要

請したり、場合によっては都の相談センターの援助を受けたりという構図を持って進めてい

るので、そういうシステムを目指している段階であると理解していただきたい。


