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２００９・１１・０４ 

東京都福祉保健局向け要望書への回答説明会記録 

 
１．日時：平成２１年１１月４日（水） １０：００～１１：００ 
２．場所：東京都庁第一本庁舎 ２５階 １１７会議室 
  
＜福祉保健局 出席者＞ 
福祉保健局  総務部       企画計理課  
同      少子社会対策部  子ども家庭支援課  
同      同        子ども家庭支援課  
同      障害者施策推進部 精神保健・医療課  
同      同        計画課  
同      医療政策部    医療政策課  
病院経営本部 経営企画部    総務課  
 

＜東京 LD親の会連絡会出席者＞ 

けやき   ４名  

にんじん村 ２名  

くじら   ３名  

 

要望書回答【福祉保健関係要望項目】 

１．早期発見、早期支援について 

（１）乳幼児健診 回答：（少子社会対策部 子ども家庭支援課） 

乳幼児健診は基本的には区市町村事業となっている。都としては健診に関わる従事者に対して

発達に関する研修を行っている。その中で正しい知識の普及と健診の充実についてこれまでも

お伝えしてきたが、これからも努力していきたい。 

（２）乳幼児健診後の発達支援と家族支援 回答：（少子社会対策部 子ども家庭支援課） 

区市町村が行う乳幼児健診において健診の結果、お子さんの心身の発達についてきめ細やかに

継続して観察をする必要があるとこちらも考えている。その場合、経過観察を行うと同時に必

要に応じて区市町村に配置されている心理相談の方による相談や小児神経科医による発達健

康調査、審査につなげて切れ目のないフォローを行う体制を整えるようにしている。又、各種

健診で育児不安を抱える母親を発見した場合には集団、又は個別指導につなげるなどそれぞれ

の地域の実情に合わせて保護者の方の安心の確保に向けた施策を実施している。東京都として

は区市町村の取り組みの後方支援という形で、母子保健事業に従事する職員等に対する研修や

母子保健事業を通じたスクリーニング、カンファレンスなど支援を必要としている家庭の早期

発見、支援対策を行っている区市町村に対して財政支援を行っている。 

（３）保育園、幼稚園について、就学前の支援  

回答：（少子社会対策部 子ども家庭支援課） 

  現在区市町村においては 5歳児健診という名前に限らず、3歳児健診以降の健診や発達相談は

それぞれ独自に行っている。東京都としてはそれらに従事している方々への母子保健研修を通
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じて正しい知識の普及と健診の充実のために情報提供を実施している。又、区市町村が実施す

る乳幼児健康診査においては疾病を早期に発見し適切な相談指導が行われるよう、今後も保健

医療従事者に情報提供や研修を行っていくように考えている。 

（４）保育園、幼稚園での理解と支援体制 回答：（総務部 企画計理課  代読） 

保育士の障害児保育については様々な障害や程度をそれぞれが個々に対応できることが必要

と考えている。必要な人件費などは地方交付税に財政措置されているが、都においても障害者

を受け入れるために必要な施設改修を実施するなどの区市町村に対して子ども家庭支援区市

町村包括補助により財政支援を行っている。 

（５）身近な地域における診察、リハビリ、相談窓口の設置 

   回答：（少子社会対策部 子ども家庭支援課） 

子どもの心にかかわる様々な問題には地域の保健、医療、福祉、教育関係者、機関が連携して

適切な対応と支援を行うことが非常に重要だと考えている。東京都としては平成 20 年 7 月か

ら「子どもの心診療支援拠点病院事業」を開始、都立の梅ケ丘病院に委託しており、その中で

地域の関係機関の力をつけるために専門的な支援、研修や情報提供などを行っている。 

（６）二次障害の早期発見 回答：（少子社会対策部 子ども家庭支援課） 

今申し上げたように子どもの心にかかわる様々な問題への支援ということで「子どもの心診療

支援拠点病院事業」を行っているところで、地域の関係機関への専門的支援を実施している。

また、虐待や子供の暴力問題等に関しては東京都は区市町村に子ども家庭支援センターを設置

している。その子ども家庭支援センターと東京都との連携で関係機関が立体的に対応できる体

制を組み立てている。 

（２）（５）（６）障害者施策の立場から 回答：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） 

東京都では平成 19 年度から発達障害児（者）について、先駆的な支援の取り組みをモデル的

に実践して、その分析・検証を行うことで発達障害児（者）に対する有効な支援手法の確立を

図ることを目的とした「東京都発達障害者支援開発事業」を実施している。その中で成長段階

に応じた支援手法を開発するため、早期発見、早期対応等の複数のモデル事業を三か所で実施

しており、その成果を他の区市町村にも紹介していきたいと考えている。 

 

２．サポートファイルの普及 回答：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） 

先ほどお話しした「東京都発達障害者支援開発事業」の中で、関係機関から児童に関する支援

情報を蓄積して保護者及び支援関係者の情報を共有して活用できるような仕組みづくりをモ

デル事業で取り組んでいるので、今後その成果を他の区市町村に紹介していきたい。 

 

３．医療機関の増設と診療体制の充実について 

（１）幼児期に地域で専門の知識のある医師に見てもらえる体制づくり 

① ＬＤ等発達障害児に対する専門研修を経た小児科医 

② いろいろな基本疾患を抱えたＬＤ等発達障害児への適切な対応 

③ 専門病院、専門科（小児精神科・神経科）の増設 

④ 各都立病院に専門的知識のある心理士の配置 

①～③ 回答：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） 

先ほどお話しした「子どもの心診療拠点病院事業」を昨年度より開始し、地域の関係機関への

専門的な支援を実施している。又、今年度、「東京都発達障害者支援開発事業」の一環として、
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医療機関等における発達障害児（者）の支援の事例集の作成や講習会等を実施して医療従事者

等への普及を図る予定である。 

①～② 回答：（医療政策部 医療政策課） 

東京都では都民の医療と健康保持に寄与するため、医療従事者等を対象にその知識と技術の向

上を目的として講習会を実施している。また、誰もが身近な地域で症状に応じた適切な医療を

受けられるよう、都内 12 の二次保健医療圏ごとに患者の症状や状況に応じた医療連携を促進

し、外来診療から専門的な入院医療、退院後のフォローに至るまで地域で対応できる効率的な

医療提供体制の構築を目指している。今後とも全ての都民が身近な地域で症状に応じた適切な

医療を受けられるよう、医療従事者の資質向上と地域における医療連携の促進に努めていく。 

④ 回答：（病院経営本部 経営企画部 総務課） 

病院経営本部では、平成 20 年 1 月に都立病院改革として第二次都立病院改革実行プログラム

を策定した。その中で、発達障害を含む小児精神医療については、都立病院が提供すべき「行

政的医療」と位置付け、重点的に取り組む課題としている。都立病院の中で小児精神科の専門

病院として診療を行っていた梅ケ丘病院については、平成 22 年 3 月に小児総合医療センター

が診療を引き継ぐことになるが、発達障害を含む小児精神医療は重点課題の一つとして引続き

取り組んでいく。また、区部から多摩地域に移転するに当たっては、小児総合医療センターの

開設に先駆けて、平成 21年 10 月から大塚病院に児童精神科外来を開設し、発達障害を含めた

多様な精神疾患に対応できるよう、梅ケ丘病院の医療機能の一部を区部に残して児童精神医療

を確保している。ご要望の心理士の配置については全ての都立病院に心理士を配置しており、

各病院の診療内容に応じた業務に応じている。 

（２）医療機関における治療支援の実態調査結果について 

回答：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） 

昨年度、医療機関における発達障害の診療・支援の実態を把握し、今後の施策の基礎資料とす

ることを目的として「医療機関における発達障害者支援実態調査」を実施した。調査は東京都

発達障害者支援センターと連携のある医療機関や発達障害を事由とした自立支援医療制度を

利用する患者が一定数以上ある機関及び医療機関を経由して患者本人やその家族を対象とし

たアンケート調査を実施するとともに、協力を得られた医療機関に対しては聞き取り調査を実

施している。アンケートに回答して頂いた 52 か所の医療機関のうち発達障害の診療を行って

いると回答頂いたのは 47 か所あった。予約から初診まで 1 ヵ月以上を要する機関も相当数あ

る状況も見られている。今後、本調査を基礎としてさらに実際の支援事例などを調べて他の機

関に紹介するなど医療機関における発達障害の診療・支援が広まるように努めていきたい。 

 

４．ＬＤ等発達障害に関する研修について 

（１）保育士、保健師等へのＬＤ等発達障害についての研修のお願いと実績 

（２）小児科医、精神科医、一般の医師、看護師、心理士、作業療法士、言語聴覚士へのＬＤ等発

達障害についての研修 

（３）社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等、福祉の窓口や現場の人々への研修 

（４）障害程度区分の判定を行う区市町村の機関の認定調査員等への研修 

（５）幼児教育、保育等を業務とする民間企業に対しての周知 

（１）～（３）、（５）、８．研修と普及啓発について 

回答：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 
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都内に三か所ある精神保健福祉センターにおいて保健師や関係機関職員などを対象に地域の

支援機関の資質向上を図り、円滑な連携を図ることを目指して研修を実施しているところであ

る。実績は、平成 20 年度に各センターで実施した研修のうち、発達障害をテーマにしたもの

を計 4 回、平成 21 年度にはこれまでに 3 回開催している。又、発達障害者支援センターでは

事業の一環として医療機関や民間企業を含めた関係機関の支援者に対して講習会を実施し普

及啓発を行っている。実績は、平成 20 年度に 5 回、平成 21 年度はこれまでに 3 回開催して、

年度末までにまだ何回か開催しようと考えており、毎回関係機関等から 2～300 名くらいの多

数の参加がある。 

今年度は「発達障害者普及啓発事業」を新たに実施して、支援機関や一般都民に対して発達障

害児者の支援や理解に関するハンドブックやリーフレット等を作成して広く理解を進めてい

くこととしている。引き続きこれらの取り組みを通して発達障害児者について普及啓発を進め

ていきたいと考えている。 

（１）（２） 回答：（少子社会対策部 子ども家庭支援課） 

（１）は先ほどもお答えした母子保健研修の中で元々は保健師対象だったものを保育士にも広

く周知し、現在は保育士の参加の方が多い位になっている。年に 10 回行っているが必ずこの

中でテーマに発達障害を入れるようにしている。参加についても 20 年度、21 年度もすでに行

っているが 200 名前後が参加している。テーマも発達障害以外に乳幼児健診、要支援家庭・気

になる親子への対応という様な色々なテーマを取り上げている。 

（２）についても、先ほどお答えした「子どもの心診療支援拠点病院事業」の中で医師、医療

機関向け講座ということで実施している。登録制にしているが、20 年度は 30 名だったものを

拡大して今年度は 100 名とし、ドクター以外の看護師、MSW、心理士などが参加している。こ

の中で、やはり発達障害のテーマは関心が高くて繰り返し講座を行うようにしている。このよ

うに研修を行うことによって地域の関係機関の専門的支援の力が強まっていけばと考えてい

る。 

（４） 回答：(障害者施策推進部 計画課) 

東京都では、区市町村や事業所の職員であって、障害程度区分の認定調査を行うことが見込ま

れる者を対象として障害程度区分に対する基本的な考え方や認定調査の実施方法について研

修を実施している。研修の実施に当たっては各障害に共通の認定調査項目について全国一律の

方法により公平公正で客観的かつ正確に調査が行われるよう、認定調査員等の資質向上を目指

している。今後ともその研修の中で必要に応じて障害特性による留意事項等を補足説明するな

ど内容の充実を図っていく。 

 

５．相談、支援の場の確保と評価 

（１）幼児期からの個別支援計画と支援会議の場、保護者の参画 

（２）「サポートファイル」の導入と追跡体制の確立 

（３）家族支援を整備 

   回答(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 

「東京都発達障害者支援開発事業」の区市町村発達障害支援モデル事業の中で、①成長段階に

応じた支援手法を開発するための家族支援プログラムや、②地域生活を円滑に行うための地域

プログラム等に取組んでいる。その中で、保護者、関係機関等で構成する個別支援会議を開催

し、個別支援計画の作成を行う中で継続的支援を図る取り組みを実施している。今後はこれら
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の取り組みを検証、評価してその成果を他の区市町村にも紹介したい。 

 

６．発達障害者支援センターの整備 

（１）東京都発達障害者支援センターの充実と増設 

（２）東京都発達障害者支援センターへのＬＤ、ＡＤＨＤ等の専門的な知識を持った職員の配置と

増員 

（３）発達障害者支援センターの一層の整備と区市町村への支援手法等の情報提供 

回答：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 

  乳幼児期から成人期までの一貫した支援手法を開発するため、「発達障害者支援モデル事業」

の成果について区市町村への普及を図る事によって、身近な地域で発達障害児（者）の支援体

制の整備を進めるように図っていきたい。発達障害者支援センターの職員は、発達障害児（者）

の支援に相当の経験と知識を有する職員を配置している。 

 

７．手帳について 

  回答：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 

精神障害者保健福祉手帳に関しては平成 18 年 10 月から手帳に写真を貼ることになったため、

東京都としては精神障害者に対しても身体障害者（身体障害者手帳）、および知的障害者（療

育手帳（愛の手帳））と同様の福祉サービスが提供されるように関東鉄道協会等の事業者に対

して積極的に働きかけを行っているところである。昨年は NHK の放送受信料について減免が適

用されるようになるなど、精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービスの拡大が進んでおり、

今後も関係団体等に働き掛けていきたい。なお、精神障害者保健福祉手帳で受けられる支援情

報についてはリーフレットや「道しるべ」という冊子などにより周知を図っている。 

 

８．文書等の改善について 

  前述 

 

９．ライフステージに沿った生涯を通じた支援体制の確立 

（１）周産期から、成人にいたるまでの各機関が連携する仕組みの整備 

（２）ライフステージに沿った継続支援、関係諸機関への支援 

回答：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 

乳幼児期から成人期までの一貫した支援技法を確立するために発達障害者支援モデル事業の

成果について、今後区市町村への普及を図ることによって身近な地域における発達障害児（者）

の支援体制の整備を図っていきたいと考えている。又、今年度新たに「発達障害者普及啓発事

業」を実施するが、そのモデル事業の紹介を織り込んだ支援機関向けのハンドブックを作成し

て配布していきたい。こうした取り組みを通じて地域で発達障害児者の支援に当たる関係機関

の取り組みが進むように支援していきたい。 

 

就労関係５．（３） 回答：(障害者施策推進部 計画課  代読) 

  東京都では平成 21 年度から就労支援ネットワーク構築事業を開始し、東京都を 6 ブロックに

分けて就労支援機関のネットワーク化を進めているところである。その中で発達障害を含めた

各障害特性について研修等を実施していく予定である。 
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【質疑応答】 

Ｑ：（にんじん村） 項目６の発達障害者支援センターについて身近な地域で発達障害の支援とい

うことで、そこから専門家を配置との回答だったが、都で一つというのは数的に厳しいものが

ある。専門家の数とか、強化についてお考えはあるか。 

Ａ：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 発達障害者支援センターが一か所ということで成人

の方を中心に相談の予約待ちに時間がかかることは承知しているが、都としては区市町村で基

本的な相談に対応していただきたいと考えている。 

Ｑ：（にんじん村） 区市町村で対応ということだが、専門家の研修などで移管していくのか。 

Ａ：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 区市町村のモデル事業や、障害者施策推進区市町村

包括補助事業などを活用した区市町村の独自の取り組みも進んできている。そのような取り組

みを紹介し、他の区市町村でも取組みが進むよう区市町村を支援していきたい。 

Ｑ：（にんじん村） 都としては後方支援ということか。 

Ａ：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) そのように考えている。 

Ｑ：（けやき） 区市町村単位ということだが、多摩地域では多摩市に支援センターができたと聞

いているが、まだまだ周知がされていない。東京都としても広げて頂きたい。具体的にはどこ

にそのような機関が設置されているのか。 

Ａ：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 都の障害者施策推進区市町村包括補助事業の補助金

を受けている所は分かるが、それ以外にも独自の財源で実施している所が増えている。今後、

実態の把握も行っていきたい。 

Ｑ：（けやき） 項目４（２）のハンドブックやリーフレットいつ頃作成の予定か。 

Ａ：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 今年度の予算に入っているので、これから頑張る予

定である。 

Ｑ：（けやき） ハンドブックなどは保護者も頂けるか？ 

Ａ：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 支援機関向けだが、要望があれば差し上げる。 

Ｑ：（けやき） 項目６の発達障害者支援センターだが、何年も増設をお願いしてきたが今後も増

設しないのが基本の考えか。 

Ａ：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 今の形の支援センターを増設することは考えていな

いが、精神保健福祉センターなどとも連携を図りながら、都としては引き続き支援体制をとっ

ていきたいと考えている。 

Ｑ：（けやき） 現在のセンターは基本的には元々は自閉症関係のことを専門にしておられたので

ＬＤなどが行ってもあまりすっきりしないという声が出ているが、実際に利用されている中で

ＬＤがどれくらい利用しているか把握されているか。 

Ａ：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 診断名ごとの利用数は把握していない。自閉症中心

の法人に委託したということはあるが、これまでやってきた中でそれ以外の高機能の方やＬＤ

の方についてのノウハウも蓄積されてきていると思う。実態についてはもっと把握していきた

い。 

Ｑ：（けやき） Ｐ９、雇用関係５（３）について、６ブロックはどのように分けられているのか？ 

Ａ：(障害者施策推進部 計画課) 城北 城東 城南 多摩北部 多摩南部 多摩西部の６ブロッ

クで、大まかなエリアという分け方になっている。 

 

Ｑ：（くじら） 支援センターの件で多摩市に財政支援をされているということだったが、どうい
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う仕組みになっているのか。 手を挙げると財政支援を受けられるのか。 

Ａ：(障害者施策推進部 精神保健・医療課) 東京都の障害者施策推進区市町村包括補助事業とい

う区市町村への補助制度があり、かなり自由度が高い。その中で多摩市をはじめ、いくつかの

区市で発達障害に使いたいという申請をいただいて補助している。他にも良い取り組みがある

ので、区市町村にこの包括補助事業の一層の活用を働きかけていきたい。 

Ｑ：（にんじん村） 項目８の文書等の改善について。発達障害のある親とか独り暮らしをしてい

る人にとっては、年金、税金、支援を求める書類などがとても複雑で自力での処理が難しい。

ハンドブックやリーフレットはとてもわかりやすいものになっているが、公的な書類を少し簡

単にとか、記入しやすいようにとはならないものだろうか。東京都だけの問題ではないのだが。 

Ａ：（総務部 企画計理課） 東京都だけでもいろいろな事務があって、何千、何万単位の色々な

書類がある。必要な書類をどのように書くかは、担当の窓口が相談を受けることになっている。

障害のある方への対処方法については、東京都は職員の採用研修の中で必ずコミュニケーショ

ンのとり方を入れている。理解の難しい人、目の見えない人などがいらっしゃるが、たとえば

視覚障害の方には点字のものを用意するとか、読み上げをするとか、の取り組みはしている。 

ご質問の、たとえば表記を分かりやすくするについては、行政の壁と言っては申し訳ないが、

法に基づいた申請書類ということになると法に基づいた項目がないと申請そのものが受け付

けられないものになってしまう。当然、氏名、住所、他にたとえばどういう障害程度なのか、

診断書が必要だとか、それらの項目については決められたものがある。そこの表記をわかりや

すくするという動きは遅い。 

よく言われる役所言葉については文部科学省を通じて都道府県にも表記の仕方等を分かりや

すくするように、という指導が一般的なものとして出ている。専門的な用語を使うのではなく

言い換えるような形を取っているので、順次そういう方面については変わっていると認識して

いる。 

困られる状況は人それぞれなので、窓口で困った時には是非そのことを窓口の者に言って頂く

と良い。窓口で対応が難しい時は所管の部署に、例えば心障センターで困った事があれば我々

福祉保健局の所管部署に伝えて頂きたい。また、福祉保健局にも広聴の窓口があるので伝えて

頂ければ、どういう事か、なぜそのような事が起きたのか確認した上で改めていきたい。そう

いう積み重ねが大切と考えているので、他にも、都でも区市町村でも窓口が必ずあり、東京都

全体でいえば都民の声総合窓口というのがあるのでそこにお申し出頂ければ必ず所管に連絡

を取って確認をとる。そういう積み重ねが窓口の事務の改善につながるので、是非積極的にし

て頂ければ我々の方もきちんとした対応を取りたい。 

Ｑ：（けやき） その件について、障害者自立支援法の申請等があるが、発達障害の人たちは、一

人生活をしている人たちも少ないがいる。今後はかなり一人で生活する人たちが出てきそうだ。

相談支援を受けていたにもかかわらず、相談できなかったというケースがある。コミュニケー

ションの障害でもあるので、こちらからはこうしてほしいということをなかなか訴えられない

人が多い。親からは「相談しなさい」とはいうが何をどう相談したら良いかわからないという

状態である。親から支援者側に「本人が言いますのでよろしくお願いします」と言った時に、

「本人が言ってこないから支援できません」という形になり、結局親が支援することになって

しまったというケースがある。発達障害に関してまだまだ支援が届いていない。窓口に行って

も本人がどういう風に聞いたら良いかわからない、ということがあるが、市区町村の窓口で人

事が異動したりすると、さらにそれに慣れるのも本人が大変な状態になってしまう。働きなが
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ら相談に行くというのも非常に困難なところがある。その支援センターさんは身体ならわかり

ますが発達障害はわかりませんとはっきり言われる。やはり連携だと思うし、本人にとっては

全てが生活になっていくのでそのあたりをご理解いただきたい。 

Ａ：（総務部 企画計理課） 非常に難しい問題と思う。ご本人がその場でうまく意思を伝えられ

ない時は、我々はわかっているつもりでもなかなか理解できない事もある。サービスにどんな

ものがあるかということを細かいところまで把握はしていないが、区市町村のサービス体制の

中で相談窓口は必ずある。そこで最初にどんなサービスがあるのか、どのサービスが利用でき

るのか、皆さん方にそこを聞いて頂いて、利用できる可能性のあるものについてはその相談窓

口に問い合わせて頂くのが大切。申し訳ないが、行政はどうしても受け身になってしまうとこ

ろがある。もちろん在宅の方々へのサービス、たとえば身体介護のことでしたら定期的に行く

ということができるのだが、なかなかそこが難しい障害なのかと思っている。ぜひ、皆さん方

の方からも声をあげて頂きたい。親御さんの方からも確認して頂いて、できるはずだと、もし

できないなら何故なのかと、確認して頂ければそれがきっかけになる。 

Ｑ：（けやき） 項目９の(1)で成人に至るまでの支援で連携する仕組みを整備してくださいという

要望だが、タワー的なところ、市区町村なり、地域なりでひとつタワー的なところができるよ

い。親たちは、教育は教育、就労は就労、とあちこちあたふたして知らないことがとても多い

という現実なので、そういう考え方はいかがか。 

Ａ：（総務部 企画計理課） 基本的にはたとえば障害者施策という時に障害者にどういうことが

必要なのかということを、様々なご意見を聞きながら、行政は考えて実行している（今では民

間事業者もあるが）。今おっしゃったところについては本来ならば障害者自立支援法がそこを

担うべきだが、今は政治的な情勢もあって自立支援法もどうなるか難しいところだ。一時取り

ざたされた改正案の中に発達障害もきちんとした障害に位置づけられることになったがそれ

が廃案になり、発達障害者に対するそういう一連の支援、法体系の中での整備というのはまだ

今はできていないという状態。本当は法の中できちんとした体系を作って、それぞれが法に基

づいて事業を構築するとか理解を進めるというのが基本だと考えている。ただ、それがないか

らできないということではなく、たとえば教育庁とは我々ができる部分について情報をお渡し

しているし、強制はできないのが難しいが、区市町村についても我々が事業を実施する時には

必ず説明会を開いたり説明文書を出している。そういう中で事業について、ぜひ実施して下さ

いとか、協力をお願いするとか、ということを通じて横の連携というのは作られていくと思う。

タワーのようなところがあるかというと今はない。どうできるかは別として我々も、我々のこ

とだけではなく様々なところで、たとえば就労支援などは産業労働局とはかなり密接に協力し

ているし、そういうところで何とか連携を取っていきたい。 

 

謝辞 

以上 
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２００９・１１・０４ 

東京都産業労働局向け要望書への回答説明会記録 
 
１．日時： 平成２１年１１月４日（水） １１：００～１２：００ 
２．場所： 東京都庁第１本庁舎 ２５階 １１７会議室 
 
＜産業労働局 出席者＞ 

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 

同     同     就業推進課 

同     同     能力開発課 

同     同     同 

同     同     労働環境課 

 
＜東京ＬＤ親の会連絡会 出席者＞ 
けやき   ４名  
にんじん村 ２名  
くじら   ３名  
 
要望書回答 【就労・雇用関係要望項目】  
１．国または国に準ずる機関等への働きかけ 回答：（雇用就業部就業推進課） 
（１）障害者の雇用の促進等に関する法律 
（２）若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの充実 
（３）公共職業安定所等 
（４）発達障害者に対する職業訓練の推進 
  （１）から（４）に関して要望の主旨は国に伝えていきます。 
（５）「障害者試行雇用事業」の拡充促進 
  同じく国に要望していきます。国は障害者のトライアル雇用事業については今年度９千人規模

で実施をしています。トライアル雇用の奨励金の月額単価は４万円です。東京都としては今後

もトライアル雇用事業をはじめとして、国のさまざまな障害者施策の普及・啓発に努めていき

ます。 
（６）職場適応援助者（ジョブコーチ）事業の充実 
  要望の主旨は国に伝えていきます。東京都は平成２０年度より都独自にジョブコーチを養成し

て、初めて障害者を雇用する中小企業等に対して職場定着支援をするべく東京ジョブコーチ支

援事業を実施しています。今年度については、東京ジョブコーチを昨年度の２０名から４０名

に拡大して企業及び障害者の支援を強化しています。 
 
２．職業教育の充実と求職活動への準備段階における支援 回答：（雇用就業部就業推進課） 
  中等部の設置されている各特別支援学校にも障害者雇用促進ハンドブックを配布し、高齢障害

者雇用支援機構が実施している職業リハビリテーションに関する事業についても情報提供し

ています。今年度はハンドブックを昨年度より５,０００部多い２５,０００部作成しました。 
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３．相談体制の整備と多様かつ効果的な職業訓練、職場実習制度の充実  

回答：（雇用就業部能力開発課） 
（１）多様なニーズに対応した委託訓練の拡充 
  現在ＬＤ等を対象とした訓練は単独では行っておりません。知的障害者や精神障害者と発達障

害者との混合による訓練が多い状況です。２０年度の受講状況をみるとＯＡ機器の操作、事務

補助作業、調理士補助、オフィスの清掃等の作業があります。今後ともさまざまな障害者の方々

に対応できる職業訓練を目指していきます。 
（２）障害者委託訓練コーディネーター 
  心身障害者職能開発センター委託訓練班において月２回の割合で打ち合わせを行っています。

会の中で情報を共有化しているほか、今年度より月一回の割合でカウンセラー（臨床心理士）

による専門的見地からの助言指導をうけています。現在チーフコーディネーターを中心に各コ

ーディネーターが障害者訓練に対して熱意をもってマッチングを行っています。新たなコーデ

ィネーターについては様々な障害者を対象とした職業訓練に理解のある方の配置を行ってい

ます。 
（３）東京都障害者職業能力開発校等 
  現在国立吉備高原職業リハビリテーションセンターで３コースを行っています。また平成２０

年度より国立職業リハビリテーションセンターでも１０名程度の定員で募集がありました。そ

の成果もふまえて今後も検討を進めていきます。 
 
４．障害者就業・生活支援センターの拡充と一体的支援の充実 
 回答：（雇用就業部就業推進課） 
障害者就業・生活支援センターについては現在都内に５か所を設置して、障害者の就労及び支

援を行っています。東京都障害福祉計画では平成２３年度までに合計６センターの設置を目標

としています。なお、現在多摩地域に６センター目を設置するべく多摩地域の受託団体を探し

ているところです。既存の５センターでのＬＤ等発達障害の支援実績ですが、平成２０年度に

おける登録者は合計２９名、相談件数は８６７件、就職者数は６名です。また、平成１９年度

における登録者数は合計１４名で、相談件数は５９７件、就職者数は７名でした。障害者就業・

生活支援センターでは年々発達障害者の相談が増加しているという状況は把握しています。東

京都発達障害者支援センターや地域の医療機関と連携して発達障害者の支援を強化するべく

研修会を行う等職員個々のレベルアップ及びセンターそのものの支援のレベルアップを図っ

ているところです。 
 

５．雇用・就業関係機関職員や事業所に対する理解と啓発の充実 
 回答：（雇用就業部就業推進課） 

（１）障害者雇用促進ハンドブックについて 
  今年度は１０月に改定版が完成しました。なお、掲載内容については、皆様からのご意見を頂

戴しながら内容に反映させ、事業主や支援者の方々にわかりやすいハンドブックにしていきた

いと思います。 
（２）雇用・就業関係機関職員に対し開催した研修会の実績及びＬＤ等発達障害への理解のための

研修資料について 
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  都では発達障害の専門家を講師に招き、職業訓練指導員に対して平成１８年度から毎年、年２

回の研修を行っています。また、この研修には参加を希望する指導員以外の職員も研修を受け

ることができることとなっています。研修資料については著作権の問題があり渡すことができ

ませんのでご了承ください。 
（３）事業所に対する理解と啓発 
  毎年ハローワークを通じて企業に障害者雇用促進ハンドブックを配布しています。併せて業界

団体や商工会議所等地域の関係団体についても産業労働局から直接配布をして普及啓発をは

かっています。今後もハンドブック等を有効活用して普及啓発に努めていきます。 
 
６．公的支援の実施（助成金） 回答：（雇用就業部就業推進課） 
（１）「特例子会社設立支援事業」 
  この助成金は都内に特例子会社を設立予定の企業に対して、その設立に要した経費の半分、最

大３００万円を助成するものです。平成２０年度の実績については助成件数が３件、助成金額

は３社合計で７６８万１千円です。 
（２）「中小企業障害者雇用助成事業」 
  国の賃金助成である「特定求職者雇用開発助成金」の対象となる障害者を助成金の支給が満了

となった後も引き続き雇用する中小企業に対して都が独自に賃金助成を行うもので、雇用が継

続されていれば、最大２年間助成をします。平成２０年度の実施については、助成金の支給件

数は４６件、助成金額は合計６４５万円となっています。 
 
７．公的機関における雇用の促進 回答：（雇用就業部就業推進課） 
  産業労働局では平成１４年度より東京障害者職業能力開発校の実務作業課から知的障害者を

体験実習として局内で受け入れを開始し、平成１８年度からは地域の就労支援機関からも受け

入れをはかり、さらに平成１９年度からは精神障害者を実習の対象に含めて毎年実施していま

す。昨年は７名（知的障害者５名、精神障害者２名）の実習生を受け入れました。なお、産業

労働局以外の機関等における職場実習については各機関が所管することとなります。昨年度か

ら福祉保健局と産業労働局の両局で連携して東京都版チャレンジ雇用を開始。平成２０年度は

知的障害者２名、精神障害者１０名の合計１２名を４ヶ月間臨時職員として雇用しました。 
その結果平成２１年度１０月現在、知的障害者１名、精神障害者４名が一般企業等に就職して

います。それ以外の方は一般就労に向けて地域の就労支援機関でバックアップをうけながら就

労を目指しています。今年度については雇用期間を６ケ月に延長したうえで福祉保健局、産業

労働局と合わせて２９名で実施しています。前期は知的障害者、後期は精神障害者を雇用して

います。 
 
８．一生涯を通じた支援体制の確立（関係行政機関、区市町村との連携の強化） 
  回答：（雇用就業部就業推進課） 
  発達障害者支援法の施行により国、地方自治体、地域のそれぞれが早期発見、生活支援、就労

支援、家族に対する支援等必要な措置を講ずることが法には明記されています。ハローワーク、

障害者就労生活支援センター、区市町村就労支援センター、東京都発達障害者就労支援センタ

ー等の就労支援機関と連携をはかり、産業労働局としては障害者就労支援の立場から普及啓発

や職業能力開発、中小企業就労者雇用支援助成金や東京ジョブコーチ支援事業等の職場定着支
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援を充実させて自立した生活が確保できるよう支援していきたいと考えています。 
 
９．職業教育の充実と求職活動への支援について 回答：（雇用就業部就業推進課） 
（１）特別支援学校以外の中学校・高等学校に対する職業教育の充実と求職活動への支援    
産業労働局では特別支援学校以外の中学校・高等学校とは現段階では積極的な連携を行ってい

るとは言えません。ハローワーク等の支援機関を通じて障害者雇用促進ハンドブックで情報提

供を行っているところです。また、個々の支援機関とは各ハローワークがチーム支援として福

祉施設や特別支援学校等関係機関と密に連携をし、求職活動の支援を行っている状況です。 
（２）障害者雇用の企業向け普及啓発セミナー 
  昨年度より教育庁、福祉保健局と連携して、障害者雇用の普及啓発セミナーを協力して開催し

ています。今年度は教育庁主催のセミナーを７月に開催、１６９名の参加、参加企業は１４３

社でした。１０月には福祉保健局主催のセミナーを開催、２５０名の参加、参加企業は２２１

社でした。産業労働局主催のセミナーについては平成２２年２月に開催を予定しています。 
（３）特別支援学校と連携して実施している東京ジョブコーチ支援事業 
  平成２０年度より東京都では東京ジョブコーチ支援事業を実施しているところですが、特別支

援学校とも連携して、卒業生に対しても職場定着のための支援を実施しています。 
  平成２０年度の東京ジョブコーチの利用は全体で６７名、内９名が特別支援学校出身者でした。 
 
 
 
【質疑応答】 
Ｑ：（けやき） 項目１－（２）若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの充実に関

しチューターがいる東京のハローワークはどこでしょうか。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） 渋谷、足立、三鷹、立川、品川、池袋のハローワーク６箇所に各

一名ずつ配置されています。 
Ｑ：（けやき） 項目５－（１）障害者雇用促進ハンドブックに関して、障害者を雇用する際の配

慮事項の中で各障害についての配慮事項が記載されているが、ＬＤ等発達障害も精神保健福祉

手帳の対象になっている旨を明記してくださいとお願いしていましたが、もう一度回答を聞か

せて下さい。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） ＬＤ等発達障害者も精神保健福祉手帳の対象に平成１８年１０月

１日からなっているということですが、ハローワークを管轄している東京労働局や、インター

ネット等で確認ができませんでした。 
Ｑ：（けやき） 企業が集まる研究会で、発達障害も精神の福祉手帳をとることになったと話した

時、企業の方がびっくりされ、ハンドブックに明記されていないと言われました。また「会社

に精神の手帳を持参してくれば、精神障害と扱います、発達障害とは思っていません。だから

短時間から始めます。」とのことでした。発達障害者の中には精神を患っている人ばかりでは

なく（二次障害もいるが）６～８時間働ける人もいる、という話をしたら企業の方はびっくり

されていました。なぜかというとハンドブックに書いていないと言われました。ここに明記さ

れていないと理解はされないと他機関の人からも言われました。 
Ｑ：（けやき） 私たちの要望書を出す時期が遅れていたので当然かと思いますが、企業の方から

はそのような指摘はありましたか。 
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Ａ：（雇用就業部就業推進課） 去年も今年に入っても、そのような指摘はないです。 
Ｑ：（けやき） 来年、再来年改版をされるようであれば、ご検討頂いて必要なら入れて頂きたい

です。 
Ｑ：（けやき） 補足です。平成１８年１０月１日というのは精神保健福祉手帳を発達障害の人に

も対象になりますということが、全国ＬＤ親の会からメーリングリストで回ってきました。昨

年から明記する、ということになったと聞いています。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） 明記するとは、どこにですか。 
Ｑ：（けやき） いろいろな文書の中にということです。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） ハローワークを管轄している東京労働局の障害者の雇用対策の方

に連絡し、平成１８年１０月１日から発達障害者の方も精神の保健福祉手帳の対象となったの

か、確認しましたが、特にそのような事実はなく、厚生労働省から正式な通達等はきてないと

いう話しでした。 
Ｑ：（けやき） 発達障害者は精神保健福祉手帳を取れるということになりましたので、そのよう

に了解して頂ければありがたいのですが。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） 再度確認をとります。確認ができれば来年度改定の時に掲載いた

します。 
Ｑ：（けやき） 項目１－（４）に関して、これは国に対してかもしれませんが、訓練機関がとて

も不足しているように思います。また、充実ということだけでなく東京独自のものはどうでし

ょうか。現在小平にありますが、そのほかは。 
Ａ：（雇用就業部能力開発課） できるだけご要望に沿えるように、都から国に要請していきたい

と考えています。 
Ｑ：（けやき） 東京都独自のものを増やしていく等の計画はないのでしょうか。 
Ａ：（雇用就業部能力開発課） ただ今、検討中です。 
Ｑ：（くじら） 項目７についてです。知的障害と精神障害の方をチャレンジ雇用として雇用して

いますが、この中に発達障害の方はいますか。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） 発達障害の方も応募があり、採用された方の中にもいます。数は

少ないですが。 
Ｑ：（けやき） 市区町村の就労支援センターのことですが、会員の方から市区町村の就労支援セ

ンターの理解がバラバラだということを聞いています。親達に就労に関してのシステムがわか

りにくい。ある方はセンターに行き、そこで就労できると思ったが、就労のＢ型だった。Ｂ型

だと説明されないままそこに通っていたそうです。なかなか就労できないのはおかしいという

ことで調べてみたらＢ型だったとのこと。一般的にはＡ型、Ｂ型とか雇用のシステムがなかな

かわかりにくい状態です。そのあたりの啓発をセンターにも来所した方にきちんと説明して頂

けるようお願いできますか。研修の中にそのようなことを入れて頂くというのはいかがですか。 
Ａ：（雇用就業部就業推進課） 市区町村の就労支援センターの所管は福祉保健局ですが、連絡会

もありますので、福祉保健局に申し伝えます。ハンドブックにも載っていますが、よりわかり

やすく記載をして普及啓発につとめていきます。 
Ｑ：（けやき） 項目１－（６）ジョブコーチ事業の充実に関して、現場のジョブコーチの方も一

生懸命支援して頂いていますが、発達障害の人たちは一人ひとり違う、ニーズが違います。む

ずかしい支援だと思いますが、作業の仕方も一人ひとり違うので、専門的に一人ひとりのニー

ズに合う支援をお願いします。発達障害の支援はむずかしいですが、それは知的障害も身体障
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害も同様だと思います。教育の方でも今まで一人ひとりニーズに合う支援をということでお願

いしてまいりましたが、就労の方もぜひよろしくお願いします。 
Ｑ：（けやき） 項目３－（２）に関して先ほど臨床心理士が対応しているというお話でしたが、

作業療法士の方はどうでしょうか。 
Ａ：（雇用就業部能力開発課） 作業療法士はいらっしゃらないです。 
Ｑ：（けやき） 全国ＬＤ親の会では教材研究をして作業的なところは作業療法士がとても力を発

揮できたと聞いています。就労に関しても作業療法は役に立つのではないかと思いますので、

加えて頂けると有難いです。 
Ａ：（雇用就業部能力開発課） ご要望として検討致します。 
Ｑ：（けやき） 学齢期からのキャリア教育ということで教育庁でも今考えられていますが、雇用

側から情報を流して頂いて先ほど特別支援学校の先生方にもとおっしゃっていましたが、ぜひ

推進をして頂きたいと思います。私ども発達障害の親の会の会員の中には特別支援学校だけで

なく普通校に行く子も多いので、そのあたりも考えて頂いて普通校への啓発もお願いします。 
 

以 上 
謝 辞 
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２００９・１１・０４ 

東京都教育庁向け要望書への回答説明会記録 
 
日時： 平成２１年１１月４日（水） １３：３０～１４：３０ 
場所： 東京都庁第一本庁舎 ２５階 １１７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 
都立学校教育部特別支援教育課 
同      高等学校教育課 
人事部人事計画課 
同  職員課 
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 

にんじん村 ３名 

くじら   ２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、８月１９日に実施した発達障害への理解と支援に関する講習会で

個別の教育支援計画の活用について、特に関係機関との連携、幼稚園から高校までの引継ぎに

焦点を当てたリーフレットを作成し、全都下の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援

学校の教員約８００名に説明・配布した。また、その後都内小・中学校の全教員に配布した。 

１１月に実施予定の特別支援教育担当の指導主事連絡協議会において、通常の学級に在籍する

LD等の発達障害のある児童・生徒の個別の教育支援計画と個別指導計画の作成の重要性とポイ

ントについて説明する予定である。１１月１９日に例年開催している個別の教育支援計画講習

会を実施し、幼稚園から小学校、小学校から中学校への引継ぎを中心的なテーマとして、全校

種の教員、保護者を対象にシンポジウムを教職員研修センターにて開催する。 

 
（２）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） 
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。都における小・中学校の特別支援教

育支援員の活用状況については、平成２０年度５月１日現在２６２９名、平成２１年度５月１
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日現在３３４２名となっている。特別支援教育支援員の配置については、区市町村教育委員会

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。 
 

（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２０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、高等学校における特別

支援教育コーディネーターは、全ての学校での指名となっている。 

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の研修

を行うとともに、各区市町村でも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・運営や、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など、様々な役割を担っている。そういったこ

とから、特別支援教育コーディネーターを複数指名している学校もある。 
回答：（人事部人事計画課） 
国では、現在のところ小・中学校における特別支援教育コーディネーターを専任として位置づ

けていない。現在では、東京都独自では教員配置を行う事が困難の状況である。なお、平成１

９年度から、都立の特別支援学校の教員が、地域の小・中学校を訪問できるような支援体制の

整備を図っている。 
 

（４）通級指導教室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る。 
言語学級（小学校のみ） 平成２０年度  １４０学級 

              平成２１年度  １４３学級 
情緒障害学級等     平成２０年度  小学校３８６学級 中学校１１４学級 

              平成２１年度  小学校４３８学級 中学校１３３学級 
通級指導学級における指導の開始等の判断は、各区市町村教育委員会が行っている。 
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」を発行している。各区市町村には周知したところである。 
回答：（人事部職員課） 
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に基づき、区市町村教

育委員会と連携を図り、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。都では、研修会に参加して頂けるように呼びかけを行ったり、特別支援免許状未

修得の教員に対しては、同免許を取得するよう認定講習を実施する等、指導・支援を行ってい

ます。 
回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
また、通級指導学級における指導の開始等の判断に当たっては、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又はそれに準ずる通級判定委員会を設置し検討するよう示

している。 
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（５）きこえとことばの教室 回答：（都立学校教育部特別支援教育課） 
きこえとことばの教室の入級判定は、各区市町村の就学相談委員会、また通級判定委員会 
の入級判定により決定する。 
きこえとことばの教室は、難聴、言語障害、LD等発達障害を持つ児童生徒が対象であり、各 
区市町村の就学相談委員会、または通級判定委員会で適切であると判断された場合に指導を受 
ける事が出来る。 
 

（６）教育支援の体制整備 回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 
スクールソーシャルワーカーについては、まだ、国のスクールソーシャルワーカー活用事業と

して、区市町村の教育委員会が小・中学校に対して取り組んでいる段階であり、スクールソー

シャルワーカーの定義や役割等が明確になっていない。今後、このモデル事業の成果を検討す

ることになる。 

校内委員会の充実には、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コーディネ

ーターが中心となって取り組んでいきます。東京都教育委員会で小・中学校や幼稚園・高校の

教員を対象にして実施する「発達障害への理解と支援に関する講習会」や、「個別の教育支援

計画講習会」で校内委員会の運営の在り方等への研修を深めている。 

また、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かかわるリー

フレットを作成し、公立学校の全教員に配布している。 

巡回相談の充実等に関しては、今年度は、発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業を２区

１０市１町（多摩市、あきる野市、足立区、板橋区、立川市、青梅市、町田市、日野市、東大

和市、清瀬市、武蔵村山市、羽村市、日の出町）で実施しているが、その事業の中で、巡回相

談の充実をはじめ、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。 

 
（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） 
共生社会を実現させるためには、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・

生徒相互の理解を推進していくことが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、都内の全教員に配布するとともに、東京都ホームページでも公開し、広く都民の方々も

閲覧できるようになっている。 

また、東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の中に示された「障害のある児童・生徒等

の理解啓発推進事業」は、今年は２年目として、１１月２８日（土）に四谷区民ホールにて、

一般都民を対象に、特別支援学校の児童・生徒によるダンスとパフォーマンスを行ったり、特

別支援学校の高等部の生徒が芸術系大学生とともに製作した作品展示などを行ったりする。親

の会の方々にも是非、ご参加いただきたい。 

今後も、障害に対する理解啓発のため、区市町村教育委員会を通して、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く。 

 
（８）相談機関 
（９）教育委員会 回答：（総務部教育情報課）  
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（８）（９）区市町村が担当なので都では返答できない。 
 
２．高校における配慮 
 
（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）   
  今年度の都立高等学校は、全日制課程が１７６課程、定時制課程が７2課程ある。 

全ての課程において、特別支援教育コーディネーターを指名しており、校内委員会、それに変

わる組織を設置し、特別支援教育の推進を図っている。 
今後の課題として、特別支援コーディネーターのスキルや専門性に幅があり、専門性の向上が

課題となっている。 
東京都教職員研修センターにおいて特別支援教育コーディネーターの研修会を実施し、専門性

の向上を図る。また、特別支援教育のための校内研修会に対して、６０校に講師を派遣し実施

しており、校内体制の整備を図っている。 
 
（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） 

平成２０年度から全ての都立高等学校において、実態把握や支援方策の検討などを行う校内の 
特別支援教育に関する委員会を設置するとともに、校内の関係者や関係機関・専門家等との連 
絡調整や校内の特別支援教育に関する委員会の推進役となる教員を特別支援教育コーディネ 
ーターとして指名し、校務分掌に位置づけるなど、発達障害の生徒に対する校内支援体制の整 
備を図っている。 

  また、都立高等学校等の教員を対象とした、特別支援教育コーディネーター養成研修を実施す

るとともに、平成１９年度から「高等学校における発達障害への支援にかかわる研究協議会」

を開催し、発達障害の理解や指導に関する教員の専門性の向上を図っているところである。 
  これにより、発達障害のある生徒の中学校卒業後の進路先である、各都立高等学校の指導内容、

方法が充実していくものと考えます。 
 
（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） 
  進路指導等の支援、必要性について周知を図っている。 

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感・就業感を育成するために指導の充実を図っている。 
今後の課題として、支援の必要な生徒の把握や支援の中身の充実となっている。 

 
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

提供を行っている。 
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わかりやすく説明することに努めている。 
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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） 
就学支援シート等は、現在３８区市町村で活用している。 
就学支援シートは、保護者の参画のもと、就学前機関における成長・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つなげていくものである。 
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・小学校等への理解啓発をより一層推進し、特別な教育的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いく。 
 
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、それをもとに中高一貫校と都教育委員会とで協議し、具体的な配慮の中

身を決定して措置をする。 
中高一貫校が開校してから今年で５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、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れているか

等を個別に確認した上で、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） 

障害のある幼児、児童生徒に対して、乳幼児期から学校卒業後までを考え、早期支援の連携に

関する検討委員会、広域特別支援連携協議会、発達障害者支援開発事業企画・推進委員会、就

労支援協議会などにおいて連携、協働に努めている。 
平成１８年１２月「１０年後の東京」という政策を出し、このプログラムにおいて、企業向け

の理解啓発セミナーを開催している。 
 
（２）NPO╱協会╱親の会等外部団体との連携・協働 

回答：（指導部義務教育特別支援教育指導課）  
毎年４月に実施する、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（特別支援教

育担当指導主事連絡協議会）において、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）の方々からの情報提供を行っていただいている。 

また、東京都教育委員会で実施する個別支援計画の講習会等も、案内を差し上げるようにして

いる。 
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【質疑応答】 
Ｑ：（くじら） きこえとことばの教室ついて きこえとことばの教室に入級できる児童は、市の

通級判定委員会でどのように判断された児童が入級できるのか判断基準をお聞かせください。 

また、昭島市は市から通達されているきこえとことばの教室の案内文章には、LD等発達障害が

対象になるとは一文も記載されていないが、情緒障害学級が対象外と判定されても、次の手段

としてきこえとことばの教室が対象になるとは分からない内容の文章である。この場合は、市

の窓口に相談しないと情報はえられないのかお聞かせください。 

Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課） きこえとことばの教室は、LD等発達障害、難聴・言語等
に困難を持っている児童が保護者の希望により入級を必要と認めた場合、申請をし各区市町村

の通級判定委員会で入級できるか審議される。その時に、きこえとことばの教室だけではなく、

情緒障害学級のどちらか適切だと判断された教室に入級できる。 
Ｑ：（にんじん村） 個別支援シートについて 東京都は個別支援シートのフォームを作成し公開

していると聞いているが、なかなか先生方また保護者もフォームがあることを知らない。どの

ように公開されているのかお聞かせ願う。また、個別の指導計画は作るのがとても大変だと聞

いているが、フォームがあることで作成し易いという事を周知願いたい。 

Ａ：（指導部義務教育特別支援教育指導課）  東京都が公開している個別の教育支援計画のフォ

ームは、例文ということで作成しており、各区市町村で使いやすいように変えている場合があ

る。都教育委員会では、フォームについては、各区市町村で作成・管理していると認識してい

る。お聞きした市については、まだそのような市があるという事を再確認して指導していきた

い。今後は指導主事協議会でも協議、周知していく。 
Ｑ：（けやき） 就学相談について 島田療育センターでは、多摩市、八王子市の教育委員会の方

をお呼びして、年１回の就学相談会を開催している。 
親たちの体験談や将来を見据えての話をしていて、内容がとても充実していると感じ、参加者

は毎年増えている。 
このような個別の就学相談会を必要と感じる。ぜひ各地域で開催して欲しい。発達障害は子ど

もにより障害特性に個人差があり、とくに小さい年齢児には個別の相談が必要とされる。 
ぜひ東京都の中でも広げて欲しい。 

Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課）  
大切な意見として受け入れ、要望に応えていきたい。 

Ｑ：（くじら） 一般の保護者への障害理解について 一般の保護者への障害理解については、都

のホームページを見て頂きたいということだが、一般の保護者にホームページを見て頂くこと

は難しいのではないか？ 
  一般保護者へも障害の理解をしていただくために、リーフレットなどの配付はしていただけな 

いか？ 
Ａ：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 保護者向けのリーフレットを直接作ってはいない。

しかし、指導主事協議会やコーディネーター講習会などでは、学校で発行する「学校のおたよ

り」などに発達障害について触れていただくようお願いしたり、集会や講話の中でも発達障害

について話していただけるようお願いをしている。 
Ｑ：（けやき） 教育委員会との連携等について 先生方の集まりで、学齢期から就労の事を考え

たキャリア教育指導が必要だという話題があった。先を考えた教育指導が必要な時代だと感じ

ている。学齢期からキャリア教育を取り入れた取り組みの推進をお願いする。 
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Ａ：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 検討していく。 
Ｑ：（けやき） 永福特別支援学校の問題が出ているが、都として何か対策を立てているのかをお

聞かせ願いたい。内容としては、退学者が多数出ているという。親の会で役に立てることはな

いか 

Ａ：（指導部義務教育特別支援教育指導課） 指導部では把握している。 
  学校には、入学したからにはどういう支援が得られれば卒業できるのかを考えた対応をして頂

くように指導している。親御さんの気持ちなどを伝えて行けるような講演会を企画する際に、

親の会に協力して頂きたい。 
 
Ｑ：（けやき）（くじら）（にんじん村） きこえとことばの教室は、LD等の発達障害は入級は対象

外と受け取っている親の会の会員もいるのですが、言葉の話し方に不自由を感じている LDは
多いと思いますが、はっきりとした判定基準がしていないと感じているので、もう一度判定基

準をお聞かせ願う。 
  各区市町村の教育委員会により、LD 等発達障害がきこえとことばの教室に入級できるという

判定基準が違うように感じるがその辺をお聞かせ願う。 
Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課） 判定は、区市町村の通級判定委員会が決定する。 
  基本は難聴・言語障害に困難を持っている児童が対象になる。 
Ｑ：（けやき） 親の会の会員で診断が出ても通級に入れない現状が増えている事を把握して欲し

い。またこの現状を把握していただき、通級をさらに増やしていただけるようお願いする。 

Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課） 貴重な意見として参考とさせていただく。 
  また、入級できない児童に対しては通常学級での支援体制が充実するように努めていくよう、 

今後の検討課題とする。 
Ｑ：（くじら） 通級が満杯の現状だが、そのために通級が１年契約になると聞いているが、今後

どうなるのかをお聞かせ願う。 
Ａ：（都立学校教育部特別支援教育課） 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」を発表した。基本的に指導期間は１年以内として

いるが、児童の個人状況により延長もある。 
Ｑ：（くじら） エンカレッジ高校が新しく新設されるが、発達障害が対象になるとは思えない。

進学型のエンカレッジ高校で成績がオール３以上でないと入学できないと聞いている。 
そのあたりの考えをお聞きしたい。 

Ａ：（総務部教育情報課） 返答なし 
以 上 
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