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東京都福祉保健局に対する要望書への回答説明会記録 
 
１．日時：平成２２年１０月２５日（月） １０：００～１１：００ 
２．場所：東京都庁第一本庁舎 ３３階 Ｓ－２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 家庭支援課 
  同 少子社会対策部 保育支援課 
同    障害者施策推進部 精神保健・医療課 
同    障害者施策推進部 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   ３名 

にんじん村 ２名 

くじら   ２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 家庭支援課） 
研修については、毎年定期的に従事者と都の担当職場の職員を対象として１０回開催している。

この他に乳幼児の発達の仕方や低出生体重児の成長発達、発達障害児の理解とその支援等、育児

支援までの視点を入れた、乳幼児健診のポイントがテーマの研修を毎年必ず取入れるようにして

いる。なお母子保健研修は、母子保健支援事業として行っている。研修だけで事業を行っていな

いので、毎年それぞれのテーマの費用はお知らせできない。了承願いたい。 
（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 家庭支援課） 
母子保健研修で発達障害の支援体制の研修を実施する際でも、必ず各地域で紹介を行っており、

今後も継続していきたい。また平成２０年度より実施している「子どもの心診療支援拠点病院事

業」の中で発達障害を始めとする子どもの心の問題について、相談支援活動に向けての人材育

成、都民の理解促進のための呼びかけのフォーラムを実施している。 
（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年度から平成２１年度まで発達障害児者について先駆的な支援の取組み

をモデル的に実践し、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」を実施してきた。その中で成長

段階に応じた支援手法を開発するため、平成２１年度においては早期発見・早期対応や、家族

支援プログラム等の複数のモデル事業を実施し、その成果については、発達障害者支援モデル

事業最終報告書等として区市町村に紹介するなど、区市町村における支援体制整備に取り組ん

できた。 

また今年度から「障害者施策推進区市町村包括補助事業」において、区市町村における発達障

害児（者）の早期発見・早期支援に対する取組みへの支援を開始した。ここでの区市町村の取

組みにおいて保健所、幼稚園、小中学校、学童クラブ、児童館、子ども家庭支援センター等、

関係機関への支援、連携を進めていくことにより、乳幼児期から成人期まで切れ目のない適切

な支援を一貫して受けられる発達障害者支援整備の推進を図っていく。 
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（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 家庭支援課） 
現在、区市町村において５歳児検診に限らず、３歳児検診以降の検診や発達相談、保育機関との連

携は区市町村の特性に合わせて独自の施策を実施している。都としては、母子保健研修を通じて正

しい知識の普及や検診の充実のために、区市町村の保健医療従事者に対して情報提供や研修を実施

している。区市町村が実施する乳幼児健康審査においては、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つもりである。 
（３）保育園、幼稚園、就学前の個別支援について ②～③ 回答：（総務部 企画計理課） 
継続的で正確な評価に基づく支援計画の作成と小学校の間の継続的支援の分につい教育庁で個別

の支援計画の活用ということを始めており、午後、教育庁から回答する。 
（４）保育園、幼稚園での理解と支援体制 回答：（少子社会対策部 保育支援課） 

保育所における保育は、区市町村が実施主体となっている。障害児保育については、様々な障害

および程度に対応できるよう必要な人件費、物件費が地方交付税として区市町村に財政措置さ

れている。東京都は障害児を受け入れるために必要な施設改修等を実施するなど、区市町村が

主体的に取り組む事業に対して「子ども家庭支援区市町村包括補助事業」により財政支援を行

っている。 

（５）身近な地域での診察等の相談窓口の設置 回答：（少子社会対策部 家庭支援課） 
子どもの心にかかわる様々な問題については子どもと接点のある地域の保健、医療、福祉、教

育関係機関が連携して適切な対応、支援を行うことが重要だと考えている。そのため東京都は

平成２０年７月から「子どもの心診療支援拠点病院事業」を開始し、地域の関係機関への専門

的な支援を実施している。  

（６）二次障害の早期発見①～② 回答：（少子社会対策部 家庭支援課） 
子どもの心にかかわる様々な問題については、子どもと接点のある地域の保健、医療、福祉、

教育関係機関が連携して適切な対応、支援を行うことが重要であり、そのため東京都は平成２

０年７月から「子どもの心診療支援拠点病院事業」を開始し、地域の関係機関への専門的な支

援を実施している。 

また、虐待や暴力問題等に関しては、区市町村の子ども家庭支援センター、東京都の児童相談

所、保健機関等との連携等、関係機関が一体的に対応できる体制を整備してきているところで

ある。また、必要に応じて精神保健福祉センターの活用等も従来から行っている。 

 
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） 

東京都では平成１９年度から平成２１年度にかけて発達障害児（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、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」を実施した。そ

の中で関係機関から児童に関する支援情報を蓄積し、保護者及び支援を行う関係者が共有情

報として活用できるような仕組みづくりに取り組んでおり、その後この成果については発達

障害者支援モデル事業最終報告書等により区市町村に紹介した。今後も区市町村との連携を

図っていく中で、先進的な区市町村の取り組み事例を他の区市町村へ紹介するなど、各自治

体における取り組みを支援していく。 

 

３．医療機関の増設と診療体制の充実について 

（１）都立小児総合医療センター児童・思春期精神科について 

①回答：（病院経営本部 経営企画部 総務課） 

梅ケ丘病院移転後においても「子どもの心診療拠点病院事業」は梅ケ丘病院と同様の事業内容

で実施しており、体制やスタッフについては小児総合医療センター全体で取り組んでいる。 
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①回答：（少子社会対策部 家庭支援課） 
「子どもの心診療拠点病院事業」については現在実施中であるが、平成２０年度から２２年度

までの３年間の国のモデル事業であり、都立病院の再編移転問題に伴って病院の移転があっ

たが、基本的に委託事業内容は同じである。ただ、この３年間の中で研修や実習などのメニ

ューを拡大し、発達障害を含む子どもの心の問題に関わる人材育成や普及啓発、関係機関連

携等の事業を充実強化しているところである。 

研修事業や講演会、実習受け入れ、関係機関連絡会等、この「子どもの心診療拠点病院事業」

のなかで様々な事業を行っているため、正確なスタッフ数を出すことはできないが、医師、看

護師、ソーシャルワーカー、精神保健福祉士、保育士等、委託先の病院のあらゆる職種のス

タッフを活用して、病院全体で事業に取組んでいるところである。 

②回答：（病院経営本部 経営企画部 総務課） 

原則として、小児医療センターの児童・思春期精神科は１８歳未満の患者を対象としているが、

対応については臨床上の判断に基づいて医師が判断していくものとしている。   

（２）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回答：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） 

平成２０年度から「子どもの心診療拠点病院事業」を開始し、地域の関係機関への専門的支援

を実施している。昨年度「東京都発達障害者支援開発事業」の一環として、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、医療従事者等への普及に取り

組んだ。また今年度は「東京都発達障害者支援体制整備推進事業」の一環として、相談支援研

修、医療従事者向け講習会を実施するなど、専門的人材の育成に向けた取り組みを進めてい

る。 

 ①～②回答：（医療政策部 医療政策課） 
東京都において都民の医療と健康保持に寄与するため、医療従事者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に、都内１２（島しょ部分は除く）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。今後ともすべての都民が、

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。 

③回答：（病院経営本部 経営企画部 総務課） 
小児総合医療センターには児童･思春期精神科、大塚病院には児童精神科外来を設けている。小児

専門病院である小児総合医療センターでは、自閉症やアスペルガー症候群、ADHD等、医療面での
支援が求められている発達障害について専門的な医療機関としての役割を担っている。小児期に発

症し成人になってからも診療が必要な方への円滑な対応を図るため、原則として１６才から１９才

までの間は小児総合医療センターが、隣接する多摩総合医療センターや神経病院、その他の医療機

関等と密接な連携を行いながら治療を行っていく。その後は、役割に応じた最適な医療環境を提供

する施設に円滑に引継ぎ、必要に応じて共同で診療を行っていく。 
④回答：（病院経営本部 経営企画部 総務課） 
地域において発達障害児者ヘの支援体制を整備する中で、都立病院としては小児総合医療センター

及び大塚病院において、発達障害児（者）に対する診療を行っている。発達障害児（者）の支援に

ついては発達障害者支援センターを拠点とした相談支援等を行っており、病院経営本部としては

福祉保健局とも連携して、都立病院における発達障害児（者）への医療的サポートを進めていく。 
（３）「医療機関における治療支援の実態調査」の結果について 

回答：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） 
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平成２０年度の医療機関における「発達障害者支援実態調査」の結果等を受け、平成２１年度に

は、発達障害者の支援を行う医療機関の一層の確保を図ることを目的に、「発達障害者医学的

支援手法の開発事業」を実施した中で、「医療機関における発達障害者支援事例集」を作成し

た上、関係医療機関等へ配布し、実際の支援事例について紹介した。また本事例集を教材とし

て、平成２２年３月には医療従事者のための発達障害研修を４日間にわたり実施し、計 1４９

名の医療従事者の参加があった。 

 

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たちに、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）前段について 回答：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） 

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等と関係機関の職員を対象とし、地域

の支援機関の向上を図り、円滑な連携を図ることを目指して研修を実施している。平成２１年

度は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は計８回開催した。また、

これらの研修の一つとして実施した、保健所・市町村職員研修においては、受講者アンケート

にて『具体的な事例を通して理解を深めることができた』『わかりやすく理解が深まった』等

の声が多く寄せられた。このような研修を継続していくことで、支援者の支援力向上につなげ

ていく。また、発達障害者支援センターは事業の一環として医療機関や民間事業者を含めた関係

機関の支援者等に対して講習会を実施して普及啓発を行っている。平成２１年度は５回開催し

た。今年度はこれまでに３回開催し、毎回関係機関等から約２～３００名程の多数の参加があ

る。さらに今年度は、専門的人材の育成を図るため「東京都発達障害者支援体制整備推進事業」

の一環として、相談支援研修、医療従事者向け講習会を実施しているところであり、引続きこ

れらの取組みを通して発達障害児者支援について普及啓発を進めていく。 

 

（５）後半回答：（少子社会対策部 家庭支援課） 
「子どもの心診療支援拠点病院事業」のホームページは工事中のところが多くなっているが、

今後も引続き研修のお知らせ等をホームページで周知を図っていく。 

（４）について 回答：（障害者施策推進部 計画課） 
（障害者施策推進部計画課指導担当からの回答を代読） 

現在都では、区市町村や事業所の職員等で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、障害程度区分に関する基本的な考え方、認定調査の実施方法、総括的留意事項

や調査方法、個別項目に関する着眼点、調査上の留意点、選択肢の判断基準等について、研修

を実施している。研修の実施にあたっては、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。今後も以上の研修の中で必要に応じ、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 
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（３）家族支援の整備 

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者支援モデル事業において、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、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だ。その中では、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ことで継続的支援を図る取組みを実施している。これらの取組

み成果については、発達障害者支援モデル事業最終報告書等として取りまとめ区市町村に紹介

するなど、区市町村における支援体制整備に取組んできた。また今年度からは「障害者施策推

進区市町村包括補助事業」において各区市町村における発達障害児者とその家族を含む支援体

制の整備推進を支援する取組みを開始するとともに、地域の諸支援機関等に従事する支援者の

人材育成を目的とした相談支援研修、医療従事者向け講習会を実施しているところである。引

き続き地域における、発達障害児者及びその家族への支援力向上のための取組みを進めてい

く。 

 

６．発達障害者支援センターの整備・拡充 

（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 

（４）精神保健福祉センター連携と利用者への周知 

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センターは、発達障害を有する方とその家族に対する支援を総合的に行

う東京都の拠点として相談に応じ、適切な指導または助言を行うとともに関係施設との連携強

化等により発達障害児（者）に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進してきた。

またその一貫として、当支援センターにおけるノウハウを生かした支援者育成講座を年に複数

回実施し、地域における福祉・保健・医療・教育・就労など幅広い分野の支援者育成に取り

組むなど、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きた。引続き地域

における支援力向上に向けた取組みを進めていく。当支援センターの職員については、発達障

害児（者）等の支援の相当の経験及び知識を有するものを配置している。またセンターに寄せられ

る相談のうち、ＬＤと診断されている方の割合は決して多くはないが、センターではＬＤ障害の特

性を踏まえた適切な支援を引続き行っていく。 

精神保健福祉センターホームページのよりわかりやすい表示ついては、センターと連携を図り、今

後検討を進めて行きたい。 

 

７．障害者手帳について 

（１）療育手帳や精神保健福祉手帳を取得した場合のサービスの違い 

（２）精神保健福祉手帳更新の期間の見直しへの働きかけ 

回答：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） 

精神保健福祉手帳で受けられるサービスについて、療育手帳等と同様のサービスが受けられる

様に引続き関係諸機関へ働きかけを行っていく。またＬＤ等発達障害者の方は障害程度が変化

しない場合が多いため、更新期間の見直しを国に働きかけて下さいとの事については、お気持

ちとしては理解したいが、精神保健福祉手帳の制度上、難しいものと考えているため、国への

働きかけを行うことは考えていない。 

 

 



- 6 - 

８．障害者基礎年金支給について 

  回答：（障害者施策推進部 計画課） 
  国民年金は国民年金法に基づき、すべての国民に共通の基礎年金を支給する制度となってい

る。都は障害児者の自立生活の基盤が確保できるよう、年金手当制度のより一層の充実を他

の自治体とともに国に要望していく。 

 

９．文書等の改善と窓口対応の配慮について 

（１）申請書、提出書類等の文書理解や記入に関する改善 

（２）窓口対応の配慮と対応の研修について 

  回答：（総務部 企画計理課） 
  省庁には様々な書類があり、利用者に使いやすいように見直していくことは大事なことで、我々も

心掛けなくてはいけないと考えている。しかし、福祉の制度自体が複雑で、どうしても役所の立場

上正確に書かなくてはいけないところもあり、一律に全てわかり易くという事がなかなか難しい。

ただ機会がある毎に利用者にわかり易い形で見直していく様、各部署に伝え心掛けようと考えてい

る。 
  また窓口の対応については、職員研修の中で障害を持つ方に対する研修を行っている。障害を持つ

方には様々な特性があるということも理解しているので、そういうことも含めて周知を図って対

処していきたい。 
 

１０．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）乳幼児期から成人にいたるまで、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） 

昨年度まで実施した発達障害者支援モデル事業における成果について、発達障害者支援モデ

ル事業最終報告書や発達障害者支援ハンドブックとして作成し、区市町村等関係機関へ配布

する等により紹介してきた。また今年度からはこれらの取り組みを生かし障害者施策推進区

市町村包括補助事業における各区市町村における発達障害児者支援の体制整備の推進を支援

すること等により、地域における各関係機関が連携できる仕組み作りを進めていく。 

 

 

【質疑応答】 

Ｑ：（にんじん村） ①６の発達障害者支援センターについての（１）『都では新設、増設は厳しい状況

であるなら、分室、支所等の開設をお願いする』という件で、具体的な構想等があるのか。 

②『複数回の研修をしている』との件で、その実情や、もし回数がわかるならどのぐらいか。 

③７の（２）『精神保健福祉手帳の更新』の件で、制度上難しいというのは具体的にどの点につい

てか。 

Ａ：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） ①１点目の東京都発達障害者支援センター（以下、ト

スカ）は、東京都の考えとしては支援拠点ということで１箇所でこれまで実施してきた。今、国の

施策として発達障害者支援に取組んでいるが、各地域における支援体制の整備ということで、保

健、福祉、医療、就労、教育機関などの幅広い領域分野での支援という中で、ネットワーク化す

るような形で横の連絡も取れる様な、切れ目のない一貫した支援、ライフステージを通した支援

を目指していく事で考えている。基本的には地域単位で、まずは区市町村ごとの取組みを充実さ

せていきたい。そこで相談支援という入口の部分が、地域ごとにある程度できるような体制を区

市町村の中に確立できる様に目指して、都として区市町村を支援しているところであり、そこが
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充実していく結果として、東京都としては発達障害者支援センターの増設の予定は今時点考えて

いない。区市町村における取組みが充実し、そこで一定程度の対応をしっかりできるようにする、

という事が第一義として考えている。そこでどうしても困難なケースがあれば、都の拠点として

のトスカが区市町村の支援をバックアップしていく。 

②支援者育成講座の年複数回実施は、昨年度は５回（年によって１～２回の差あり）、都内区部、

多摩部、都外周辺の医療関係者等のご参加も若干あり、おおよそ１０００名程度の参加があった。

今年度はこれまで３回実施している。 

③手帳制度について、現行精神保健福祉法上規定される中で、各都道府県等で「運用」実施してい

るところである。ＬＤの障害の方々のお立場に立てばよりきめ細やかにと言うお気持ちだと思う

が、精神保健福祉手帳の対象範囲は精神障害、領域としても広く想定されていることから、その

中においてより細分化するような制度にすると、実施面において非常に複雑になってしまうとこ

ろもある。今時点の制度でも、申請者の方々にとっては、各内容が多岐に及んで煩雑であるとか、

用意するものが多く大変だとか、事実ご苦労されている。そういったところを制度としてより細

分化する（有効期間をまた別立てで設定する）事になれば、個別に切り出し見極めて、また審査し

て返して…となり、事務執行的に見ても非常に煩雑になり、場合によっては事務手続き中に誤り

等が生じて、結果的に手帳交付までに時間がかかってしまうリスクもある。ということで事務的

な面でも難しさがあるのではと思っている。将来的に国の障害者総合福祉法改正の件もあるし、

本制度も含めてどうなっていくか今時点ではわからないが、ご要望いただいた事に関しては非常

に難しいと考えている。 

：（にんじん村） 今過渡期と言うことで、基幹的な所から地域へ移行していく所の難しさもよく存

じ上げているし、行政の事務の煩雑さも加わる都側の状態も理解できるが、過渡期における、私

どもの困難さについてもご承知おきいただきたい。 

Ｑ：（けやき） ①発達障害者支援センターの増設の件で、先ほどの質問に集中してしまって申し訳な

いが、今東京都の中で何ヶ所の区市町村に設置されているかということと、設置されて稼動し広く

支援が広がっている所もあれば、まだ全然開設されていない所もある。その格差について東京都で

はどのような対策を考えているのか。 

②ＬＤの障害名でトスカに相談する方が少ないと耳にするが、とても気になっている。というの

は広汎性発達障害の中にも、アスペルガーの中にも読み書き障害の方がいる。我々の会でもＬＤ

だけではなく色々な発達障害の方がいるが、たとえ医療的な診断ができていなくても読み書き計

算に障害がある人たちもいる。ＬＤの相談者が少ないという様に障害名だけで対応せず、実態や

悩みや対応方法というところで判断していただきたいと思う。その点についてどのようにお考え

か。 

Ａ：（障害者施策推進部 精神保健・医療課） ①各区市においての発達障害者支援センターの件、

名称も様々で、所管部署も子ども家庭支援センターのような領域に実質的な拠点を置くとこ

ろもあり、申し訳ないが各区市がどういう拠点を持っているかは実数として把握できていな

い。確かに今の現状では、各区市ごとの取組み状況や実情は多様である。回答の場でもお話

させていただいたが、東京都としては、区市町村が支援拠点を決めて、そこを拠点として地

域の各教育機関・医療機関・その他福祉機関が連携できるような仕組みを作れるような情報

提供を考えている。どう取り組んでよいかわからない区市町村には、昨年度のモデル事業等

からのヒントを情報提供していく。そのヒントを得て市区町村が実際のアクションを起こそ

うとした時に、財政的支援としての運営費補助を今年度からメニュー化し始めたところであ

る。また区市町村単位に地域支援をがんばって下さいと、旗を振っているだけでは難しいの

で、広域的な自治体としての東京都が各区市町村の医療従事者、福祉機関の方々、教育関係

者に広く声をかけて、ＬＤを含めた発達障害全般の研修を行い、まず支援者育成を推進・実
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施しているのが現状である。 

  ②広汎性発達障害やアスペルガー症候群の方の中にも読み書き障害のお子さんがいるという話

だが、トスカとしてはいずれかの切り分けで相談者の統計をとる必要があり、それを診断名

としたという事である。診断がついたからということでなく、そこは福祉サービス的な面に

おいて実際はどうかということを個別のケース、支援計画の中に見極めて専門従事者が対応

できるような形を作っていく必要があると考えている。 

：（けやき） ５％と聞くたびに、ズキッとくるのでお話しさせていただいた。人材育成ということ

で、本当に地域の時代だということを私たちも認識している。そういうことを頭に入れながら、今

後も会の活動をしていきたいと思う。 

Ｑ：（くじら） ３の（１）で、「子どもの心診療拠点病院事業」は３年間の国のモデル事業というこ

とで、今年度でモデル事業としては終了し、国からのお金はなくなってしまうと思うが、今後東

京都としてこの事業をどのような形で展開していくのか、国の方はどのような考えでこのモデル

事業を実施したのか確認したい。 

Ａ：（少子社会対策部 家庭支援課） 「子どもの心診療拠点病院事業」についてスケジュール的には

予算要求段階なので確実なことは申し上げられないが、この事業はもともと３年間で２２年度まで

となっていたが、国の方では本格実施のためのモデル事業として始めており、今後そのような要求

をしていると聞いている。東京都としても、国が担当しているものを継続できるように予算要求を

している状況である。事業の中身は委託事業だが、旧梅ヶ丘病院、小児総合医療センターに大変工

夫し拡充して実施してもらっているところであり、引き続き良い事業ができればと思っている。 

Ｑ：（にんじん村） ４の（５）、「子どもの心診療支援拠点病院事業」のホームページだが、現

在トップページの８タイトルのうち６タイトルが工事中であり、その中でも「よくあるご質問」

や「学術実績」、「本のご案内」等は閲覧者が利用してみたいと思う内容であるので残念であ

る。東京都が発行した「発達障害者支援ガイドブック」については、内容が充実しており貴重

な資料だと思うので、(関係機関には配布されているとの事だが)内容をホームページに載せた

りして、どの方が見ても広く啓発的でわかりやすいサイトにしていただけるとありがたい。工

事中はいつ頃なくなるのか。 

Ａ：（少子社会対策部 家庭支援課） 言い訳になるが、開設自体が部分的に順次開設しているため、

身内のことで申し訳ないが正直この事業もよくここまで拡充してやっていると思っている。

少し遅れているが、梅ヶ丘の時のホームページには「子どもの心診療支援拠点病院事業」が別

にあって、用語の解説や参考資料のご紹介等もしていたので、少なくともそのレベルに早いう

ちにできる様に伝えていく。 

：（にんじん村） こちらは素人なので、なぜ梅ヶ丘のホームページにあって、「子どもの心診

療支援拠点病院事業」のホームページに移せないのかと単純に疑問に思っている。是非早く、

皆様の目に良いものが広く触れられるようにお願いしたい。 

：（けやき） 実は３つの会で東京都内にある就労支援５６機関の調査の報告書をまとめている

最中で、発達障害のことがよくわからないという支援機関が多い。トスカが行う講習会をあて

にして、勉強する一つの手段として使っているようなので、トスカは人数も少ないが発達障害

についての症状や対応の仕方、就労に関するようなことまで勉強して対応していただけると、

発達障害の子ども達は就労して自立する道に近く、将来的には納税者になる可能性が非常に高

いので、支援をよろしくお願いしたい。 

 

謝 辞 

以 上 
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東京都産業労働局に対する要望書への回答説明会記録 
 
１．日時：平成２２年１０月２５日（月） １１：００～１２：００ 
２．場所：東京都庁第一本庁舎 ３３階 Ｓ２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    労働環境課 

＜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   ２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）公共職業安定所、等 
（３）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 
（４）発達障害者に対する職業訓練の推進 
  （１）から（４）については国の施策ですので、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 

同じく国の施策ですが、都では８６３人規模で実施しています。試行雇用奨励金（トライ

アル雇用奨励金）は月額単価４万円で、変更はありません。 
都としては今後も、障害者試行雇用事業をはじめとする国の障害者施策の普及・啓発に努

めてまいります。 
（６）職場適応援助者（ジョブコーチ）事業の充実 
  主旨は国に伝えていきます。東京都は２０年度より都独自のジョブコーチ制度をはじめて

います。初めて障害者を雇用する中小企業に職場定着を支援するべく、東京ジョブコーチ

支援事業を開始したところです。２０年度は２０名のジョブコーチでしたが、２１年度は

４０名に拡大し、今年度については６０名としました。さらに、困難事例にも対応できる

ように統括コーディネーターを３名配置し、強化をしているところです。 
 
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ています

が、さらにそれ以外の都立高校にも、昨年度からハンドブック等を配布しており、今年度

も配布予定です。 
 
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  
（１）多様なニーズに対応した委託訓練の充実 回答：（雇用就業部 能力開発課） 
  現在 LD 等の方を対象とした訓練は単独では行っていませんが、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。２１年度の受講状況を見ると基礎的
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OA 機器の操作、事務補助作業、調理補助、オフィスの清掃等のその他作業があります。
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取り組んでいきます。 

（２）障害者委託訓練コーディネーターへの研修の充実 回答：（雇用就業部 能力開発課） 
  障害者就業支援課委託訓練班において月２回の割合で打合せ会議を行い、会議の中で情報

を共有しているほか、今年度より月１回の割合でカウンセラー（臨床心理士の有資格者）

による専門的見地からの助言指導を受けています。現在各コーディネーターが障害者訓練

に対して熱意を持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、

さまざまな障害者の方を対象とした職業訓練に理解のある方の配置を考えています。 
（３）総合コーディネーター事業の充実 回答：（雇用就業部 就業推進課） 
セミナーの開催時にハンドブック等を配布し、事業主に対して障害特性についての理解を

深めるようにしています。また、就活セミナーについては今年度、新たな事業として開始

したところです。今年度の実施効果等を検証した上で、対象の拡大については検討してい

きたいと考えています。 
（４）東京都障害者職業能力開発校等 回答：（雇用就業部 能力開発課） 
  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コースの職業訓練を行っていま

す。また平成２０年度から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

募集が開始されているところです。東京都でもその成果を踏まえて今後も各種訓練につい

て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） 

（１）障害者就業・生活支援センターの拡充計画 
障害者就業・生活支援センターについては、現在都内に５ヶ所を設置して障害者の就労及

び生活支援を行っていますが、東京都障害者福祉計画では平成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。現在多摩地域に６センター目を設置するべく、受託団体

を探しているところです。 
（２）LD等発達障害者の相談者育成と職場定着 

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状況であり、そ

のことは把握しています。東京発達障害者支援センターや地域の医療機関、就労支援機関

等と連携して、発達障害者の支援を強化するべく研修等を行う等、職員の個々のレベルア

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。なお、LD等
発達障害者の支援実績について、平成２１年度における登録者は合計３７名、相談件数は

８６０件、就職者は１３名です。ちなみに２０年度は登録者２９名、相談件数８６７件、

就職者は６名でした。 
 
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月にハンドブックの改訂版が完成いたしました。掲載内容については皆様か

らの意見を頂戴しながら事業主や支援者の方々に分かりやすい冊子にしていきたいと考え

ています。 
昨年度の要望で、発達障害者が精神障害者保健福祉手帳の対象となるということで記載を

お願いしたいとの要望をお受けしましたが、私共の方で東京労働局等々に照会したところ、

発達障害者＝手帳の対象者となるということではないとの回答を受けた状況でありまして、
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発達障害の方でも手帳を所持できる方がいるのも事実ではありますが、イコールではない

ということでした。引き続き確認中ですが、対象になる方もいるという記載でよければ、

来年度のハンドブックについては記載させていただきたいと思います。 
（２）雇用・就業関係機関職員への研修会 
  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。この研修は指導員向けのものですが、枠が空いていれば参

加を希望する一般事務職員も受けることができるようになっています。今年度は７月１２

日と１５日に実施しました。１回目は内容として「発達障害への理解」と題して、発達障

害者と社会・経済状態の関係や発達障害とは何か、また自閉性障害や注意行動の障害等に

ついての障害特性を研修として実施しました。２回目は「発達障害を持つ人への対応」と

題し、発達障害等の認知特性について思考の特徴を示し、それに対する係わり方等につい

て実施しました。 
（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ハンドブック等を配布しています。業界団体や商工会議

所等については、産業労働局から直接配布し、言葉を添えて普及啓発を図っています。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参ります。 
 
６．公的支援の実施（助成金） 回答：（雇用就業部 就業推進課） 

平成２０年度より次の２件を実施しています。 
①「東京都特例子会社設立支援事業助成金」 
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１/２、最大３００
万円を助成するものです。２０年度の実績は３社で７６８万１千円でしたが、２１年度に

ついては５社、合計で７１１万１千円となっています。 
②「東京都中小企業障害者雇用支援助成金事業」 
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、

雇用が継続されておれば最大２年間助成をするものです。２０年度の実績については、支

給決定件数は４６件、助成金額は合計６４５万円でした。２１年度については、決定件数

が２４９件、助成金額３,６７３万５千円となっています。 
 
７．公的機関における雇用の促進とチャレンジ雇用 回答：（雇用就業部 就業推進課） 
（１）雇用の促進 

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科の生徒（知的

障害者）をオフィス体験実習として、局内で受け入れを開始しました。１週間程度の実習

です。 
１８年度からは地域の就労支援機関からも受け入れを図っており、さらに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。昨年度は５名（知的障害者３名・

精神障害者２名）を受け入れました。産業労働局以外の機関における職場実習については、

各機関が所轄することになります。 
（２）チャレンジ雇用 

知的障害者と精神障害者を対象としています。発達障害の方でも「療育手帳（愛の手帳）」

や「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方であれば対象となりますので、排除している

ということではありません。但し希望者が多いので、試験（実地のパソコン・封入作業の

様なテスト）を課し、さらに面接をさせていただいて総合的な判断の中で採用する方を選
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んでいます。 
（３）チャレンジ雇用の実績 

福祉保健局と連携して２１年度は、知的障害者２名と精神障害者２名について実施し、そ

れぞれ６ヶ月間雇用しました。（開始は２０年度からです。２０年度は４ヶ月でしたが、２

１年度は６ヶ月に期間延長しています。）２１年度に臨時職員として終了した方の内１名は

その後一般雇用に繋がっていますが、それ以外の方は引き続き地元にて、就労支援機関の

バックアップを受けて一般就労するべく頑張っている状況です。 
 
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をし、生活支

援、就労支援、家庭に対する支援等々、必要な支援を講ずることが法には明記されていま

す。ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、区市町村の就労支援センター、東京

都発達障害者支援センター等色々な就労支援機関と連携を図り、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、中小企業障害者雇用支援助成金、東京ジ

ョブコーチ支援事業等々の職場定着支援を織り交ぜまして、自立した生活が確保できるよ

うに、これまで同様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）職業教育の充実と求職活動への支援 

特別支援学校以外の中学校・高等学校と積極的な連携が足りているとは言えませんが、昨

年度より都立高校につきましてはハンドブック等を、直接教育庁を通じて配布している状

況です。ハローワーク等の支援機関を通して、ハンドブックを情報提供させていただいて

います。個々の教育機関とは各ハローワークがチーム支援を行っていますので、その中で

福祉施設や特別支援学校等々密接な連携を持って求職活動の支援を行っている状況です。 
（２）企業向け普及啓発セミナーの実施 

平成２０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、東京労働局も含めて実施しています。２１年度の実績として教育庁主催のセミナー

を７月に実施し、１６９名の参加を得、参加企業数は１４３社でした。福祉保健局は、１

０月に実施して２５０名の参加。産業労働局では２月に実施し１０９名の参加、参加企業

数は６８社でした。 
（３）東京ジョブコーチ支援事業の進捗状況 

２１年度のジョブコーチの利用者は２７１名でした。その内１６名が特別支援学校出身者

となっています。 
（４）障害者雇用促進法の改正 

障害者雇用促進法の改正がなされ、平成２２年７月から中小企業の常用労働者数が２００

名を超える事業主については障害者雇用納付金制度の対象となりました。雇用率が達成さ

れていない数に応じての納付金の支払が、これまで大企業だけであったものが、平成２２

年７月からは中小企業にも範囲が拡大され、２７年度には１００名を超える事業主と、さ

らに拡大されていきます。その意味では、障害者の雇用が制度的にも今拡大していく時期

に入ったと思っています。産業労働局としてはこの時期を捉え、セミナーやハンドブック

等々いろいろな機会を通じて中小企業の皆様にそれらを PRし、できるだけ多くの障害者
を採用していただけるように、普及啓発を図っていきたいと思っています。ハローワーク

等地域の支援機関と連携し、より効果的に施策を実施していきたいと思っています。 
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【質疑応答】 
Q：（にんじん村） 
ジョブコーチについて、手帳を使っての就労となる場合に、利用の仕方を教えてください。

また、具体的にはどのような支援が受けられるのでしょうか。 
チャレンジ雇用について、６ヶ月と期間を切っているようですが、「６ヶ月で終ってしまう」

という印象があり、あまり評判がよくありません。どのような主旨で行なっているのでしょ

うか。 
また、国では３年間の期間で行い、そのまま就労できるものがあると聞きました。都でも同

様に考えていいのでしょうか。さらに、都では手帳就労の職員の採用はしているのかお聞か

せ下さい。 
A：（雇用就業部 就業推進課） 
まず、ジョブコーチについてですが、東京しごと財団への補助事業です。都がお金を出して

実施しているものですが、財団が毎年委託をして実施しています。現在の委託先は社会福祉

法人東京都知的障害者育成会が請け負っています。２０年・２１年・２２年度は育成会に委

託しています。今年度利用したいと思った場合は、東京ジョブコーチ支援室（電話０３－５

３８６－７０５７）に電話をしていただくことで、詳しいことが聞けるようになっています。 
支援内容については、就職をした走り出しのところで上手く定着ができるように、定着支援

が主です。支援できる日数は概ね２０日間程度です。これは連日支援して２０日間というイ

メージではなく、人によって違いますが、２ヶ月～３ヶ月かけてトータルで２０日間位をス

タートダッシュに使っていただくというものです。上手く企業の中で慣れていけるよう、定

着が進むよう支援するということですので、支援内容は個々の障害により自ずと違ってきま

す。十分な面接や支援計画を立てた上で実施していくということになり、「同一のメニュー

が、どなたにでも」というものではありません。 
チャレンジ雇用につきまして、東京都の場合は地方公務員法等で、最大６ヶ月という縛りが

法律上あります。臨時職員としてチャレンジ雇用に入ってもらいますが、現状の制度では６

ヶ月間が最大です。国の方では地方公務員法とは違いますので、６ヶ月以上でも可能という

ことです。主旨としては、一般雇用に繋げる前段階で、練習期間を積んでもらうという目的

が一つ大きくあります。また、一緒に働くことで健常者に対する理解促進も目的です。障害

のある方に、働くとはこういうことなんだと分かっていただく為に、短い６ヶ月間ではあり

ますが、チャレンジする為に使っていただきたいと思っています。そのまま就職ということ

については、職員の採用については総務局の分野ですのでお答えできかねますが、実態とし

て身体障害者以外の方の正規職員の採用は、現在、東京都では実施していません。 
Q：（けやき） 
ジョブコーチに関して、育成会に委託しているとのことですが、HP 等で見ると発達障害へ
の配慮と言いますか、発達障害者の中にも手帳を持っている方がいて、知的障害とは少し違

う対応をしなければならないというところの配慮や理解が薄いように思われました。今後さ

らに、発達障害への理解や配慮をしていただきながら、ジョブコーチの配置をお願いします。

また最近、手帳を取れない人たちが多くなりました。しかし特例子会社や企業は手帳の有無

での判断であり、福祉ではないということを私たち（親たち）に言われますが、現状として

手帳はないけれど普通として生きていくのは大変だということで、精神障害者保健福祉手帳

ということの理解もし、ほとんどの対象にはなっていると思うのですが、療育手帳の取れな

い人たちに対しての就労について、どのようにお考えかお聞かせください。 
A：（雇用就業部 就業推進課） 
ご本人様より直接電話を頂戴して、「なかなか就職できない」との声をお寄せいただくこと
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もあり、いろいろな事もお話をさせていただいていますが、すぐに就職するということには

結びつきにくい現状がございます。私共の方でも苦々しい思いをしているところです。その

上で何ができるかと言えば、具体的には普及啓発ということになりますので、できるかぎり

機会を捉えて、「このようなことならできる」「この部分であれば企業の中でも使える」等の

部分で PRしていくしかありません。研修等で私共も勉強していきますが、企業や事業主に
分かっていただくことから始めないと難しいと思っています。法律改正についても、手帳の

ある方優先になると思われますので、難しさを感じています。何かいいお知恵があれば、返

ってお聞かせいただきたいと思っているところです。 
Q：（けやき） 
ありがとうございます。それについては手帳制度のことになりますが、福祉保健局と連携し

ていただいて、全国 LD親の会や国でも問題にしておりますが、都道府県によって手帳制度
が違うということで、例えば神奈川県では自閉圏であれば IQ９０まで取れるとか、兵庫県
では発達障害の診断があれば療育手帳が取れる等住んでいる所で違う。その中で東京都は８

８社の特例子会社がありながら、療育手帳を持っている人が少ないという現状があるような

のです。企業では手帳を持っている人しか雇えないというところがあり、親としてとても残

念に思っています。これだけ企業数がありながら就職できない、また企業からすれば該当者

がいないという現状があるので、そのあたりが整理されてくるといいと思っています。福祉

保健局と連携をしていただいて対応をお願いいたします。 
さらに、障害者雇用促進ハンドブックにつきまして「発達障害者＝手帳の対象者となるとい

うことではない」との東京労働局のお話でしたが、発達障害の方でも手帳を所持できる方も

いるのも事実ではありますとの回答もいただきました。一部ではありますが、だんだんに精

神保健福祉手帳を取得している人が多くなっているように親の会ではみております。中には

そういう人がいるということで記載をお願いします。 
A：（雇用就業部 就業推進課） 
わかりました。 

Q：（くじら） 
ジョブコーチ事業の委託先について、育成会以外にも手を挙げられた方（団体）はあったの

でしょうか。 
A：（雇用就業部 就業推進課） 
２０年度の立ち上がりの時点では２社でした。 

Q：（けやき） 
障害者雇用促進ハンドブックにつきまして、１１月中の完成とお聞きしましたが、昨年同様

希望すればいただけるのでしょうか。 
A：（雇用就業部 就業推進課） 
昨年度好評をいただきましたので、障害者団体には５０部ずつお送りする手筈となっていま

す。 
A：（けやき） 
よろしくお願いします。 

 
Q：（けやき） 
要望項目９－（１）職業教育の充実と求職活動への支援ということで、今親の会でもキャリ

ア教育講座というものを開いており、都立高校（普通科）や私立高校に通っている人たちの

社会に出る前の教育がなかなか難しいことがあり、現実に親も子どもも社会生活ということ

が理解されてない中で、毎月１回３年間実施してきました。その成果が子どもたちの中に出
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てきており（来年３月卒業までの、まだ途中ではありますが）、働くということの、社会に

出るまでの教育はとても大事ですので、先程ハンドブックを都立高校に配布されているとい

うことでしたが、今後もできるだけ多くの高校に配布していただいて、学齢期の教育という

ことを推進していただきたいと思います。教育庁への要望かと思いますが、産業労働局に於

いてもハンドブックを利用した啓発ということでよろしくお願いいたします。 
A：（雇用就業部 就業推進課） 
ハンドブックにつきましては部数に限りがあり、なかなかご要望に応じる部数を用意するの

は難しいところでありますが、昨年配布した部分については配布していきたいと思っていま

す。その他に「TOKYOはたらくネット」というウェブサイトがありまして、そこにはこの
ハンドブックをすべて載せておりますので、必要なページおよび全体文をダウンロードでき

るようになっています。「TOKYO はたらくネット」で検索をかけていただければ出るので

すが、それ以外にも東京都の公式 HPからも、例えば「雇用・労働」をクリックしていただ
くと「しごと・就業支援」というところが出てきまして、「TOKYO はたらくネット」の部

分も出てきますので、その部分をクリックしていただけます。「TOKYO はたらくネット」

が出ましたら、一番上の左側に「雇用・就業の促進」があります。そこをクリックしていた

だくと下の方に「障害者雇用」というのがありますので、そこをクリックしていただきます

と、これまでご説明してきました助成金やハンドブックから、私共が行っている施策がすべ

て載せてありますので見ていただきたい。さらに「職業能力開発」をクリックしていただく

と「障害者訓練」というのがありまして、訓練関係のメニューもありますので、ぜひご参考

になさっていただきたいと思っています。これは支援学校の PTA の方にもお話しするので
すが、ぜんぜん見たことがないというようなことも聞いておりますので、ぜひ見ていただく

といろいろとためになるのではないかと思っていますので、よろしくお願いいたします。 
A：（けやき） 
ありがとうございます。大いに活用させていただきます。 

A：（雇用就業部 労働環境課） 
東京都の予算にも限りがありますので、部数が多ければ多いほどいいのですが、なかなかご

要望に対応しきれないところもありますので、なんとか補う為にも PRしていただければ幸
いです。 

 
謝 辞 

以 上 
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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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