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２００８・１１・１３ 
東京都教育庁に対する要望書への回答説明会記録 

 
１．日時： 平成２０年１１月１３日（木） １３：３０～１４：３０ 
２．場所： 東京都庁第一本庁舎 ２５階 １０８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   高等学校教育指導課 
同   管理課 
都立学校教育部 特別支援教育課 
同       高等学校教育課 
人事部 職員課 
総務部 教育情報課 
 
＜東京 LD親の会連絡会出席者＞ 
くじら   ３名  

けやき   ４名  

にんじん村 ４名 

 
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）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） 
教育庁指導部では、今年度特別支援教育の研究開発委員会において、特に中学校における個別の教

育支援計画の作成と活用について研究している。今年度末には成果を報告書にまとめるとともに、

周知徹底をして、小学校・中学校における個別の指導計画や個別の教育支援計画の普及に努めてい

く。また、都内の公立学校教職員を対象に個別の教育支援計画講習会を毎年開催しているが、今年

度は１１月１０日（日）に水道橋の東京都教職員研修センターで実施した。平成１９年度特別支援

教育体制整備に関する調査では、小・中学校で個別指導計画を作成している学校は全体の７０％、

個別の教育支援計画を作成している学校は全体の４０％程度となっている。年々状況は改善されつ

つあるが、この調査結果を活用し、さらに個別の教育支援計画に力を入れ、それぞれ支援計画・指

導計画が１００％の学校で作成・活用されるよう、今後も区市町村に対し助言を継続していく。本

日午前中も各区市町村の特別支援教育を担当する指導主事を集め、研修や報告をしたが、そちらに

も参加して同様の助言をしてきたところである。 
（２）特別教育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） 

区市町村における特別支援教育支援員の計画的配置が可能になるように、配置に要する経費に

ついては平成１９年度から国が地方財政措置を行っている。都における特別支援教育支援員の

活用状況については、平成１９年７月１日現在全都で２,８１８名となっている。配置について
は区市町村が実施主体となるので、この財源を有効に活用し特別支援教育支援員の新規配置、

すでに配置している区市町村においてはさらなる拡充等を計画的に進めるよう関係者会議等

において働きかけていく。 
（３）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） 

平成１９年度の特別支援教育整備体制に関する調査では、小・中学校における特別支援教育コ

ーディネーターの指名は現在１００％となっている。すべての小・中学校で指名がされている

ということである。特別支援教育コーディネーターの研修については、東京都教職員研修セン

ターにおいて養成研修を行うと共に、各区市町村での特別支援教育コーディネーターのための

研修や連絡会などが行われている。各学校で、特別支援教育コーディネーターは校内委員会の

企画や運営、関係機関との連携、校内の児童生徒の把握、保護者との相談窓口等さまざまな役

割を担っている。そのため複数名指名している学校もある。特別支援教育コーディネーターは

各学校の特別支援教育の推進を担うように、今後も養成研修等の充実を通して、さらに資質を

高めるように努力したい。 
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（４）通級指導学級の設置と担任について 回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
通級の設置・運営については、小・中学校の設置者である区市町村教育委員会が行っている。 
現在の設置状況については以下の通りであり、増加している。 
言語学級（小学校のみ） 平成１９年度  １３０学級 
             平成２０年度  １４０学級 
情緒障害学級等     平成１９年度  小学校３３０学級 中学校１０９学級 
             平成２０年度  小学校３８６学級 中学校１１４学級 
回答：（人事部職員課） 
平成１５年度以降大幅に異動制度の見直しが行われ、教員の配置にあたっては、学校の経営方

針を踏まえた校長の人事構想を尊重し、教員一人一人の適正や専門性を考慮し、きめ細かな異

動を行うよう努力している。１２・１・２月にかけて平成２１年度の教員の異動作業が行われ、

現在もヒアリング中である。今年度同様来年度も、十分校長の意向を踏まえた形で配置を行う

よう考えている。 
（５）教員支援の体制整備 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 

特別支援教育にかかわる研修については、東京都教職員研修センターや各区市町村においてさ

まざまな研修を実施している。教育庁指導部においては、小・中学校や幼稚園・高等学校の教

員を対象にした特別支援教育の理解と充実に関する説明会を年２回（５月・６月）。発達障害

への理解と支援に関する講習会を年２回（８月・１月予定）。個別の教育支援計画講習会（１

１月）に実施しており、それぞれおよそ５００名程の参加者がある。東京都教育委員会として

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。今年３月には、特別支援教育の視点に基づいた通常の学級における授業改

善のアイデア等を特集した「特別な支援を必要としている児童生徒のために」という題のリー

フレットを配布して、教員の研修に活用している。国の発達障害等支援・特別支援教育総合推

進事業を４区（品川・足立・板橋・北）・７市（立川・青梅・小平・日野・武蔵村山・羽村・

あきる野）・１町（日の出）で実施し、その事業の中で巡回相談の充実や専門委員会の設置、

学生支援員や特別支援教育支援員の活用等に取り組んでいる。この事業の成果を教育庁指導部

で開催する「発達障害への理解と支援に関する講習会」において、モデル事業をうけている他

の地域に周知することにより、都全体の体制整備を推進していきたいと考えている。 
（６）通級の実施方法 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
通級指導学級への通級開始時には、授業を受ける内容や時間数等を決定し、個別の教育課程を

届け出ることになっている。いつ通級するかは、通級する児童生徒の教育ニーズや障害の程度、

通級指導学級の体制等を考慮し、通級指導学級の担当者や在籍学級の担任、保護者と十分に相

談して決定するように区市町村教育委員会に指導している。 
通級指導のために受けられない授業については、在籍学級でフォローしたり、通級指導学級で

も教科の補充指導として同じような内容を取り上げる等の工夫をしている。 
（７）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） 
共生社会を実現するためには、学校教育において障害のある児童生徒と障害のない児童生徒相

互の理解推進をしていくことが、大変重要であると考えている。東京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ためのリーフレット等を作成し、都内全教員に配布して

いる。また、東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の特別支援学校に在籍する児童生徒

の理解教育の充実の中に示されている今年度の新規事業として、１月２４日（土）に一般都民

を対象に、障害の理解啓発促進のための事業を行う予定である。内容は、特別支援学校の児童

生徒によるスピーチ・障害教育に関係のある方々のシンポジュウム等を予定しているので、親

の会の皆さんにもご案内するので参加いただきたい。さらに、都立特別支援学校の児童生徒が

地域の小・中学校に副次的な籍を持つ副籍制度が、平成１９年度から実施されているが、この

事業を通して交流および共同学習を積極的に進めることにより、児童生徒の障害に対する理解

促進を進めていく。今後も障害に対する理解啓発のために、区市町村教育委員会を通して支援

教育に対する理解が進むように継続して努力していく。 
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２．高校における配慮 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
学校教育法の改正により、平成１９年度から高等学校における特別支援教育が法的に位置づけ

られた関係で、東京都教育委員会においても平成１８年より高等学校における発達障害支援モ

デル事業の委嘱を受け、平成１９年度からは特別支援教育体制推進事業の研究協力校等を中心

に、高等学校における特別支援教育の推進を図っている。平成２０年から全ての都立高校にお

いて、特別支援教育コーディネーターの指名と校内における特別支援教育に関する委員会の設

置を行い、特別支援教育の校内体制の整備を図っている。これに先立ち平成１９年１２月には、

全国に先駆けて発達障害のある生徒への支援について教職員の理解を深めるために、全都立高

校の全課程から教員一名以上の出席による研究協議会を開催した。文部科学省はじめ全国各地

からの参加もあり、出席者からは発達障害への理解が深まったという高い評価をうけた。この

研究協議会は今年度（平成２１年１月１５日）も開催予定である。 
（１）高校卒業後の進路指導の状況 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 

都立高等学校におけるキャリア教育は、全ての高校においてキャリア教育全体計画を立案させ、

生徒一人一人の望ましい勤労観・職業観を育成するために指導の充実を図っている。今年度か

ら特別支援教育コーディネーターを対象に、年間４回の研修を実施し、その中で発達障害のあ

る生徒への支援として進路指導に関する内容も取り扱っている。また就職関係については、ハ

ローワークの専門援助部門と連携しながら、個別に支援を行っている。 
（２）特別支援学級や通級指導教室の設置状況 回答：代読（総務部教育情報課） 

東京都教育委員会では、チャレンジスクール等さまざまな新しいタイプの高等学校を設置し、

発達障害を含めた多様な生徒を受け入れているところであり、現在のところ特別支援学級・通

級指導教室は設置していない状況である。なお、都立高等学校においては、特別支援教育に関

する委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名等特別支援教育体制を整備したほ

か、特別支援教育推進室が高等学校からの要請に応じて、専門家による巡回相談を実施してい

る。 
 
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） 

区市町村の教育委員会の就学相談担当者向けには、「就学相談の手引」を作成し、その中にお

いて「保護者の十分な理解と納得のいく就学相談を実施すること」と説明している。担当者向

けの説明会や研修会等さまざまな機会を通して、各区市町村教育委員会には、学校や関係機関

との連携協力のもと、学校見学や体験入学等の機会を有効に活用して、学校に関する積極的な

情報提供を保護者に行っていくよう指導している。 
（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） 

就学事務担当者説明会において、手引きをもとにシートの書式例を示すとともに、その意義や

活用方法について説明している。その上で、就学支援シート等による「就学支援計画」を活用

した「支援をつなぐ就学相談」を平成１９年度から行うよう区市町村教育委員会にお願いして

いる。また、実際にシートを活用した就学相談の進め方について担当者研修も行われている。

さらに、狛江市・あきる野市においてモデル事業を行い、シートを活用して学校が就学前機関

から支援を引き継ぐための会議や保護者との個人面談を行い、個別指導計画の作成につなげて

いる。今後シートの導入と活用の進捗状況について調査した上で、その結果に基づき区市町村

教育委員会や保護者および学校に対しての情報提供や説明をいっそう充実させた上で、シート

のさらなる活用の促進を図っていきたい。 
 

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） 
現在、都立中高一貫校への受験生に対し、障害の有無・事故による怪我・病気等で受験の際に

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受験先の中高一貫校に所定の書

式で申請してもらい、中身を検討して「配慮措置」をする。 
最初の中高一貫校が開校してから今年で４年目となるが、今までのところ発達障害を理由とし

ての申請を受けたことはない。今後申請が有った場合は、実際受験する場合にどの程度の支障

が生ずると考えられるか、現在在籍する小学校で授業中やテスト等の際にどのような配慮がさ
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れているか等を確認した上で、中高一貫校と担当（都立学校教育部高等学校教育課）の方で協

議をしながら具体的な配慮の内容を決めていくよう考えている。 
 
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：（都立学校教育部特別支援教育課） 

平成１８年１２月に公表した「１０年後の東京」において「障害者雇用３万人以上の増加」の

実現を掲げている。この実現のために教育庁・福祉保健局・産業労働局・経済団体・企業等の

関係機関が連携を図った上で、障害者の企業における就労を促進するため、平成１９年度に「東

京都障害者就労支援協議会」を設置し、その中で障害の有無にかかわらず、働く意欲のある方

が必要な支援を受け、生き生きと働ける東京を目指すため連携して雇用就労の促進に取り組む

ことにしている。 
（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） 

平成１６年１１月に策定した東京都特別支援教育推進計画に基づいて、LD・ADHD・高機能
自閉症等を含めた障害のある幼児・児童生徒のライフステージに応じた効果的な支援を実現す

るため、都庁の各局・保護者の代表の皆様・親の会等各団体代表の方々等、関係機関等との連

絡調整、また区市町村の関係部署との連絡調整を行い、全都的な視点に立って特別支援教育の

推進体制を整備するための東京都広域特別支援連携協議会を設置している。 
 
６．夜間の進路相談機関について 回答：代読（総務部教育情報課） 

東京都教育相談センターでは、平日午前９時～午後９時、土日祝日午前９時～午後５時の時間

帯で、高校進学、進路、入学、卒業や高等学校卒業程度認定試験をはじめ教育に関するさまざ

まな電話相談を受け付けている。いじめに関する相談については、夜間休日を含めた２４時間

電話相談を受け付けている。これらの相談事業について、多くの都民にご理解いただけるよう

ポスターやリーフレットを都内国公私立学校に配布し、校内への掲示をお願いしている。 
さらにセンターの電話番号等を記載したカードを作成し、春休み前に都内の小学５年生・中学

１年生・高校１年生へ配布するとともに、４月以降に新小学１年生に配布している。引き続き

さまざまな機会をとらえ、センターの周知に努めたい。 
 
 

 

 

【質疑応答】 

Ｑ：（くじら） 通級について地元の教委と相談したところ、通常学級をぬけても学力的に支障の

ない子が条件であり、授業の補習はしないと言われたが、回答と異なるのでご説明ください。 

Ａ：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 通級による指導は、発達障害のあるお子さんだけで

なく弱視・難聴・言語等もあり、基本的には学習時間の中で通級している。通級指導全体とし

て、例えば通級に週２時間行くとすると、該当曜日の午前中が全部ぬけるということになり、

その４時間分の授業を在籍校が全て補習するということは考えていない。ぬけた時間は自立活

動という考え方や障害の改善のためという考え方と、教科の補充指導という考え方がある。い

ちばん望ましいのは、ぬけた授業の中身を題材としながら、障害を改善するための学習方法の

ノウハウを身につけるとか、わかりにくいところは詳しく個別に教えてもらうとかという形で

はないかと思っている。通常学級でぬけた授業をあらたに補充していくとなると子ども自身に

ものすごい負担になる事を考えて、通級制度は基本的には補習を前提とはしないということで

ある。その点で、地元教委の考え方もひとつベースにはある。ただ現実問題として授業を受け

られないのであるから、その部分で支障のある場合は指導計画を作る等、個別の教育課程届け

を出す時に、できるだけ在籍校の先生と通級の先生・保護者や本人の意見も入れて調整できる

ようにと指導する。 

Ｑ：（くじら） 特別支援教育ということで、通級ではなく通常学級での指導はできないかとお願

いしたところ「できない」との答えであった。支援員の配置については、学校から要請があれ

ば配置するとのことだが、学校に聞くと要請しても予算がないのでつけられないとのことだっ
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た。また別では、支援員を市に要請したら学校で探せと言われ、市教委は学校に任せていると

いうことらしい。バックアップするという体制が見られないので、都教委として指導してほし

い。 

Ａ：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 指導部としては、特別支援教育というのはまず通常

学級全体が豊かな教育力によって、配慮が必要な子への配慮をすることにより、かなりのお子

さんが改善すると思っている。まず担任が子どもを理解し、声かけを工夫したり、座席の位置

を考えたり、同じグループになる子どもたちを配慮したり、担当する係等をお子さんの得意な

部分を発揮できるところにする等という、担任がちょっと配慮するだけでも改善されるという

ことは、通常学級の中での指導に関するリーフレット（３月発行）の中にも書いてあり、まず

は担任。さらに支援が必要な場合に支援員からの支援を受けるということである。それは、支

援員に任せきりと言うのではなく、個別の教育支援計画に基づいて支援員と担任が十分連携を

取りながら行うと言う考え方である。なかなか末端まで伝わっていないところもあると思うが、

今後改善するよう指導していきたい。 
Ｑ：（くじら） 市の広報誌に載った支援員募集案内では、専門的知識の有無には触れていない内

容だったが、規定はないのか。 
Ａ：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 支援員とは文部科学省から提案されてきた支援の形

態だが、特に規定はない。学生～一般市民とし、特別な条件もない。地域によっては近隣に教

員養成系や心理学系の大学があり、学生と連携を組みやすい所があればそれを利用し、多少理

解のある学生を派遣してもらえるようなシステムを組める所もあるようだが、そうでない地域

は支援員確保のために一般人となるのは仕方がない。まず「お気持ち」のある方に来ていただ

いた上で、ある程度「支援員とはどういうものか」「どのような子が対象なのか」ということ

を理解できるような研修会をやってほしいとお願いしているし、都としても支援していきたい。 
Ｑ：（くじら） 支援員の様子を見学した時に、トラブルを前にしても見ているだけの状況だった

ので、後で確認すると、担任からの指示に従っているので自分からは動けないという答えであ

った。 
Ａ：(指導部義務教育特別支援教育指導課) 実際に支援者が入っている時の状況等を、できるだけ

見学させてもらえるようにしていきたい。都としては、支援員と担任の業務を細かく切り分け

る事などしていないが、学校現場の諸事情等考えられる。 
Ｑ：（くじら） 予算がないために支援員をつけられないということを聞くが、都として予算立て

をすることは難しいのか。また、都内で格差が生じないように考慮してほしい。 
Ａ：(指導部義務教育特別支援教育指導課) 予算についての返答はできない。格差の問題について

は、本日の午前中に各区市町村の特別支援教育担当の指導主事を集めて会議をした中で、今ま

でなかったが、１２月～２月に各区市町村からの相談期間というものを設け、実施することを

伝えた。一堂に集めて全体に伝えてもそれぞれの地域で悩み等も違うので、個別に相談にのり、

支援方法を考えたりする機会を作りたいと思っている。 

Ｑ：（くじら） 就学支援シートについて、取り扱いが各区市町村で異なる。幼稚園から教委にわ

たり、教委から小学校に流れるという場合と、幼稚園から保護者にわたり学校へ届けるという

場合があるようだ。後者では保護者が学校に提出しないケースがあると聞いたが、どの地域で

も教委を通すというルール作りが都教委指導でできないか。 

Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課） 試行として始めたばかりであり、情報収集した上で必要

があれば検討していきたい。 
Ｑ：（けやき） 就学前相談の場合、発達障害等では親が自分の方から相談に行くことを躊躇する

ような年齢でもあるので、地域によっては教委が医療機関と共同して「いわゆる育てにくい子

対象」として説明会を実施しているところもある。その場合は、診断は受けていないが不安や

支援の必要を感じている親たちが集まりやすいということを聞いている。都としてこのような

事業を普及させる動きはないのか。 
Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課）いちばん最初に就学相談を受け付けるのは区市町村であり、

それぞれが独自の取り組みをしているところである。研修会や説明会での場を通じて、他地域

の取り組みを発表したり、紹介するというかたちをとりたい。各区市町村でそれぞれの事情が

あるので、お互い情報交換していきたい。 
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Ｑ：（にんじん村） 親の会の方に、特別支援教育コーディネーターが全く機能していないという

相談があった。担任と特別支援教育コーディネーターの間で連絡が取れていないということを、

学校全体の問題として取り上げてほしいが、うまくいかないと悩んでいる。このような時は校

長先生に相談するように伝えたがそれでいいのか。また、特別支援教育コーディネーターがど

のような意識を持って任命されているのか疑問な方もいる。都教委ではどのように指導してい

るのか。 
Ａ：（総務部教育情報課）校長へ伝えるという方法はそれでよいと思う。指名された人の意識がし

っかりしていないという点は、ご意見として所管に伝えたい。 
Ｑ：（にんじん村） 同じ区の中でも学校により熱心な所と、そうでない所があるので検討してほ

しい。 
Ａ：返答なし 
Ｑ：（けやき） 町内会を通じて学校だより等の回覧がまわるが、特別支援教育という名前をほと

んど見る事がない。周りの方々に理解してほしいという希望があるので、一般の方にも普及す

るよう考慮してほしい。 
Ａ：返答なし 
Ｑ：（にんじん村） 中高一貫校では、今のところ特別な配慮をした事例がないとのことだが、一

般的に学力の高いお子さんが受験すると聞いていた。発達障害のある子にとって中学校生活が

いちばん難しいという声も多く、この子たちに合った学校の選択肢が少なく限られている現状

である。近隣の中高一貫校に支援学級があれば選択の幅も広がるので、設置に向けた計画はな

いのか。 
Ａ：（総務部教育情報課） 高等学校教育課の担当に要望として伝えたい。 
Ｑ：（けやき） 都立相談所の相談員に向けた、発達障害への研修はなされているのか。 
Ａ：（総務部教育情報課） 相談センターの具体的な内容は把握していない。 
Ｑ：（にんじん村） 都立高校に対する専門家の巡回相談とあったが、専門家とはどのような方を

指しているのか。 
Ａ：（総務部教育情報課）詳しく調べて返答する。 

以上 
 
謝辞（東京ＬＤ親の会連絡会） 


