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は じ め に 

 2007 年（平成 19 年）4 月に「学校教育

法等の一部を改正する法律」（平成 18 年 6

月 21日公布）が施行され，「特別支援教育」

が学校教育法に位置づけられた（文部科学

省初等中等教育局特別支援教育課，2006）。

これにより，特別支援学校（旧盲・聾・養

護学校）のみならず，全国の幼稚園，小学

校，中学校，高等学校等において，特別な

支援を必要とする幼児・児童・生徒に適切

な教育を行うことが明記された。それゆえ，

教育関係者の間では，2007 年度（平成 19

年度）は，「特別支援教育元年」と呼ばれて

いる。 

 従来の「特殊教育」では，その対象は，

視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自

由・病弱及びその他の障害（情緒障害〔特

殊学級での指導で対応〕・言語障害〔通級に

よる指導で対応〕）であった。それに対して

「特別支援教育」では，「従来の特殊教育の

対象の障害だけでなく，LD，ADHD，高機

能自閉症を含めて障害のある児童生徒」を

も，対象とする方針を打ち出した（文部科

学省特別支援教育の在り方に関する調査研

究協力者会議，2003）。文部科学省中央教育

審議会（答申）（2005）では，さらにその対

象を広げ，「特殊教育の対象となっている

幼児児童生徒に加え」，「現在，小・中学校

において通常の学級に在籍する LD・

ADHD・高機能自閉症等の児童生徒に対す

る指導及び支援が喫緊の課題」とした。下

線部 4 点が，文部科学省特別支援教育の在

り方に関する調査研究協力者会議（2003）

の文言に追加修正が行われた部分である。 

 

ところで，文部省により 1995 年度（平成

7 年度）から始まった「スクールカウンセ

ラー活用調査研究委託事業」（委託事業）は，

2001 年度（平成 13年度）より，「スクール

カウンセラー活用事業補助」（活用事業補

助）となった。委託事業において全額国庫

負担であった予算は，活用事業では，2 分

の 1 に減額となり，残りは地方自治体が負

担することになった。これと同時に，「臨床

心理士」資格を有していない者を「スクー

ルカウンセラーに準ずる者」として弾力的

に採用することになった。その理由は，ス

クールカウンセラー派遣校数が，平成 7 年

度に 154 校だったものが，平成 13 年度に

は 4,406 校と増加の一途をたどり，これに

伴って採用するスクールカウンセラー数が

増加し，「スクールカウンセラー」の資格要

件の約 98％を占める「臨床心理士」有資格

者を，地域によっては確保できなくなった

ためであると考えられる。本事業名は， 

2008 年度（平成 20年度）には，「スクール

カウンセラー等活用事業補助」となり，予

算については，国庫負担が 3 分の 1 に削減

され，地方自治体の経済的負担がさらに増

加した。 

平成 13 年度より，本事業での勤務の資格

要件に「スクールカウンセラーに準ずる者」

が加えられた後，翌平成 14 年に，NPO 日

本教育カウンセラー協会より，「臨床心理

士」資格以外に，「教育カウンセラー，学校

カウンセラー等」の資格保持者を同事業ス
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クールカウンセラーとしての資格要件に加

える要望書が文部科学省に提出された。「教

育カウンセラー」（NPO 日本教育カウンセ

ラー協会）や「学校カウンセラー」（日本学

校教育相談学会）の資格にとどまらず，相

談業務に関連する心理学系の資格として，

現在「学校心理士」（日本教育心理学会等 5

学会連合 認定運営機構），「臨床発達心理

士」（日本発達心理学会等 4学会連合 認定

運営機構），「認定健康心理士」（日本健康心

理学会），「認定カウンセラー」（日本カウン

セリング学会）などがある。 

また，「特別支援教育」に直接関わる教育

学系の資格として，「特別支援教育士 

Special Education Needs Specialist 略

称 S.E.N.S（センス）」（2001-2004 年度ま

では LD 教育士）（日本 LD 学会等 5学会連

携 特別支援教育士資格認定協会）の認定

が，2005 年度（平成 17 年度）より始まっ

ており，学校における相談業務に関与する

専門的資格が乱立している。2008 年度（平

成 20 年度）に文部科学省による事業名が，

「スクールカウンセラー等」と改められ，

臨床心理士有資格者以外の者がスクールカ

ウンセラーとして採用されるようになり，

同時に国の予算が約18億5千万円減と大幅

に削減された現状からみて，本事業で必要

とされる，学校における「臨床心理」の専

門性とは何か，そして，「特別支援教育」へ

はどのように関わるのかということや，本

事業の現在の目的である「いじめ，暴力行

為などの問題行動や不登校に対応するとと

もに，近年多発する事件・事故及び災害な

どの被害者である児童生徒等の心のケアに

資する」ための専門性とは何かということ

が改めて問われる時期にきている。 

さらに，ここへきて平成 20年度より，文

部科学省は，「スクールソーシャルワーカ

ー活用事業」を開始した。これにより，今

後ますます幼稚園，小学校，中学校，高等

学校等における心理等の専門家／スクール

カウンセラーの活動は，専門性と，その分

業化を迫られることになった。 

 

 本稿では，2007 年度（平成 19 年度）か

ら本格実施の「特別支援教育」と，文部科

学省「スクールカウンセラー等活用事業補

助」の予算や資格要件の変動という動向を

踏まえ，国，ならびに地方行政の代表とし

ての東京都の「特別支援教育」の経緯を整

理し，2008 年度（平成 20 年度）から始ま

った「スクールソーシャルワーカー活用事

業」における職務と対比することで，幼稚

園，小学校，中学校，高等学校等に勤務す

る心理等の専門家／スクールカウンセラー

が，「特別支援教育」にどのように関わるこ

とになるのか，そして，スクールソーシャ

ルワーカーとどのような分業を行うのかと

いうことを明確にすることを目的とした。 

 ここで用いている「心理等の専門家／ス

クールカウンセラー」という表記は，東京

都（心理等の専門家，スクールカウンセラ

ー），ならびに国（スクールカウンセラー）

で用いている「特別支援教育」に関与する

心理学系の専門家の呼称である。それゆえ，

本稿で用いる「スクールカウンセラー」と

いう用語は，文部科学省による「スクール

カウンセラー事業」における者を指すもの

とする。 

なお，「特別支援教育」の英訳として，文

部科学省では，「special needs education」

を ， 東 京 都 で は ，「 special support 

education」を使用している。 

 

方  法 

使用文献 

主として，文部科学省，ならびに東京都

教育委員会の平成 20 年度に公開している

ホームページの資料を用い，他の文献にて

その他を補った。 

手続 

最初に，国と東京都における「特別支援

教育」の経緯を，時代を追って概観し，次

に，国と東京都における「特別支援教育」

における心理等の専門家／スクールカウン

セラーの役割を確認し，最後に，「スクール

ソーシャルワーカー活用事業」における職

務と「スクールカウンセラー等活用事業補

助」における職務との専門性の同異を考察

した。 

 

結 果 と 考 察 

国と東京都における「特別支援教育」の経

緯 

 Table 1は，国，ならびに東京都における

「特別支援教育」の経緯，ならびに主な教
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育関連事項を年代順に記したものである。

これをもとに，国，ならびに都における「特

別支援教育」の経緯を時間を追って整理し

た。 

1999 年（平成 11 年）7 月 2 日「学習障

害児に対する指導について（報告）」では，

文部省が，学習障害（ LD： Learning 

Disabilities）の定義を規定した。 

2000 年度（平成 12年度）より，2002年

度（平成 14年度）まで，前年の LD に対す

る報告を受けて，「学習障害児（LD）に対

する指導体制の充実事業」（LD モデル事

業）が実施された。この事業では，教師一

人による児童への支援から，チーム（シス

テム）による支援への方向性が示され，具

体策として，①校内委員会の設置，②教育委

員会における専門家チームの設置，③巡回

相談の実施が打ち出された（文部科学省，

2002）。 

2001 年（平成 13 年）1 月 6 日，文部省

が文部科学省に組織改編された。同時に，

文部省特殊教育課が文部科学省特別支援教

育課に変更となった。 

同年 1月「21世紀の特殊教育の在り方に

ついて ～一人一人のニーズに応じた特別

な支援の在り方について～（最終報告）」で

は，「①乳幼児期から学校卒業後の進路選

択まで一貫した相談支援体制の整備，②

盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒の

障害の程度の基準や指導のあり方の見直し，

③a．LD，ADHD，HF-PDD 児への教育的

対応と，LD の定義が様々である問題，b．

通常の学級で支援を必要とする児童生徒の

実態と指導状況の調査が必要なこと，c．緘

黙や習癖の異常などの心因性の情緒障害と，

自閉症という中枢神経系機能不全による発

達障害が，特殊学級等で同等に対象となっ

ており，指導が適切でない」等の提言がな

された。 

2002 年（平成 14年）には，1992 年（平

成 4年）9月より段階的に行われた学校週 5

日制が，10年の歳月をかけて完全実施とな

った。 

同年 4 月「学校教育法施行令の改正」に

て，就学基準の改正や，小・中学校への就

学手続の弾力化など，障害のある児童生徒

の就学指導の在り方の見直しがなされた。 

同年 12月「障害者基本計画」が閣議決定

され，平成 15-25年の 10年間を見通した障

害者関連施策の基本的な方向が盛り込まれ

た。「重点施策実施 5 か年計画」（新障害者

プラン）にて，小中学校での LD，ADHD

のある児童生徒への支援体制整備のガイド

ラインを，平成 16年度までに策定すること

が掲げられた。 

ここまでが，従来からの「特殊教育」が

行われていた期間である。 

 

2003 年（平成 15 年）に，「平成 15-19

年度特別支援教育推進体制モデル事業」が

示され，平成 12 年度からの学習障害児

（LD）に対する指導体制のみならず，

ADHD，高機能自閉症への支援体制構築と，

モデル校での支援体制からモデル地域全体

での支援体制の構築が打ち出された。これ

により，全国の公立小・中学校の 10％以上

が事業の対象となった。具体策としては，

2000 年度（平成 12年度）から始まった「学

習障害児（LD）に対する指導体制の充実事

業」（LD モデル事業）で示された①校内委

員会の設置，②教育委員会における専門家

チームの設置，③巡回相談の実施に加え，

ADHD，高機能自閉症についての判断基

準・実態把握の観点（試案）の検証，特別

支援教育コーディネーターの指名，研修の

実施等が盛り込まれた。 

同年 3 月「通常の学級に在籍する特別な

教育的支援を必要とする児童生徒の全国実

態調査」では，LD，ADHD，高機能自閉症

を含む特別な教育的支援を必要とする児童

生徒は，約 6.3％の割合で通常の学級に在籍

している可能性があることが示された。 

同年 3月 28日「今後の特別支援教育の在

り方について（最終報告）」では，3つのポ

イントが示された。まず，1 つ目のポイン

トとして現状について，①特殊学級・通級

学級在籍の児童生徒が H2 年度より増加傾

向にあること，②加えて，通常の学級の LD，

ADHD の児童生徒への対応が課題となっ

ていること，③特殊教育教諭免許状保有率

が特殊教育諸学校の半数しかおらず，専門

性が不十分であることが示された。 

2 つ目のポイントでは，基本的方向と取

組として，特殊教育から特別支援教育への

転換（対象の拡大：従来の対象に発達障害

を加える）とその経緯や，特別支援教育の
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定義，今後の特別支援教育の在り方につい

ての基本的考え方などが示された。 

特殊教育から特別支援教育への転換につ

いては，「障害の程度等に応じて特別の場で

指導を行う『特殊教育』から障害のある児

童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適

切な教育的支援を行う『特別支援教育』へ

の転換を図る」とし，「特別支援教育とは，

従来の特殊教育の対象の障害だけでなく，

LD,ADHD，高機能自閉症を含めて障害の

ある児童生徒の自立や社会参加に向けて，

その一人一人の教育的ニーズを把握して，

その持てる力を高め，生活や学習上の困難

を改善又は克服するために，適切な教育や

指導を通じて必要な支援を行うものであ

る」と定義づけた。 

具体的な取組としては，①多様なニーズ

に適切に対応するための「個別の教育支援

計画」を策定し，関係者・機関の連絡によ

って生涯にわたって支援すること，②学内

外連絡調整役の「特別支援教育コーディネ

ーター（仮称）」の指名，③都道府県行政レ

ベルの横断型組織である広域特別支援連携

協議会（仮称）ネットワークの設置といっ

た具体策を盛り込んだほか，「盲・聾・養護

学校」から，地域の特別支援教育のセンタ

ー的役割を担う「特別支援学校（仮称）」へ

の移行や，通常の学級での「特別支援教室

（仮称）」の設置を掲げた。 

最後に 3 つ目のポイントとして，国立特

殊教育総合研究所，国立久里浜養護学校等

において，専門性の強化を図るとした。 

また，参考資料として，1.「個別の教育

支援計画」について，2.「通常の学級」に

在籍する特別な教育的支援を必要とする児

童生徒に関する全国実態調査」調査結果，

3.ADHD 及び高機能自閉症の定義と判断基

準（試案）等，4.学校数・児童生徒数等の

概要，5.特別支援教育体制に関するイメー

ジ図，6.特別支援教育の在り方に関する調

査研究についての 6点を付した。 

この「今後の特別支援教育の在り方につ

いて（最終報告）」により，「特殊教育」か

ら「特別支援教育」への事実上の転換が公

に謳われた。 

 これを受けて，同年 12 月には，東京都で

も，「これからの東京都の特別支援教育の在

り方について（最終報告）～一人一人のニ

ーズに応じた教育の展開をめざして～」に

て，その方向性がただちに示された。 

 2004年（平成 16年）1月 30日には，前

年の最終報告を受けて，文部科学省は，

「小・中学校における LD（学習障害），

ADHD（注意欠陥／多動性障害），高機能自

閉症の児童生徒への教育支援体制の整備の

ためのガイドライン（試案）」にて，特別支

援教育実施に際する都道府県教育委員会お

よびすべての学校へのガイドラインを示し

た。 

その内容は，①概論導入，②行政担当者

用，③校長用，コーディネーター用，教員

用，④巡回相談員用，専門家チーム用，⑤

保護者用，本人用と，利用者別にガイドラ

インが準備された。 

また，参考資料として，1.LD，ADHD，

高機能自閉症の判断基準（試案）と実態把

握のための観点（試案），指導方法，2.特別

支援教育推進体制モデル事業の概要，3.コ

ーディネーター養成研修について，4.教育

センターにおける研修プログラム例，5.個

別の指導計画の様式例，6.専門家チーム報

告書の作成例が添付された。 

同年 6 月の「障害者基本法」改正では，

「基本理念として，障害を理由として差別

その他の権利利益を侵害してはならない」

旨，ならびに「障害のある児童・生徒と障

害のない児童・生徒との交流及び共同学習

の積極的推進による相互理解の促進につい

て」を規定した。 

同年年 12 月 3 日，「発達障害者支援法」

が成立し，国・地方自治体が発達障害児の

早期発見，支援を行う責務を負うことが明

確にされた。 

この年，東京都では，「教頭」を「副校長」

に名称変更した。 

同年 7月には，「（東京都）特別支援教育

推進計画概要（案）」が出され，平成 16-25

年度〔盲・聾・養護学校については平成 27

年度まで〕の 10年間の計画が示された。 

同年 11 月には，「東京都特別支援教育推

進計画― 一人一人が輝く特別支援教育の

創造をめざして ―（平成 16-25年度）」に

て，平成 16-25 年度の計画を，第一次実施

計画（平成 16-19年度），第二次実施計画（平

成 20-22年度），第三次実施計画（平成 23-25

年度）の 3つに分けることが示された。 
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平成 16-18年度の計画では，「特別支援教

育体制モデル事業」（北区，八王子市，調布

市，あきる野市の 1区 3 市）や，「副籍モデ

ル事業」，「個別の教育支援計画の充実」，

「特別支援教育コーディネーター養成に関

する研修（区市町村）」，「就学支援」といっ

た具体的な政策が示され，実施に及んだ。 

 2005 年（平成 17年）4月 1日には，「発

達障害者支援法」が施行され，自閉症及び

LD・ADHD 等の発達障害を，法律で定義

するとともに，発達障害者に対する乳幼児

期から青年期までの一貫した支援体制の整

備が規定された。 

同法を踏まえ，同年 4 月 1 日の「発達障

害のある児童生徒等への支援について（通

知）」では，①発達障害について，②発達障

害のある児童生徒等への支援について，③

発達障害に関する専門性の向上について，

の 3点についての留意事項が通達された。 

同年 12月 8日「特別支援教育を推進する

ための制度の在り方について」においては，

特別支援教育の理念と基本的な考え方が吟

味されて示され，①特殊教育から特別支援

教育への転換，②盲・聾・養護学校教諭免

許状を特別支援学校教諭免許状へ一本化し，

特別支援学校を地域のセンターと位置づけ，

③LD，ADHD を通級指導の対象とし，普

通学級における特別支援教室（仮称）構想

を検討するという 3つの提言がなされた。 

2006 年（平成 18 年）3 月 31 日（4 月 1

日施行）「学校教育法施行規則の一部改正

等について」では，前年の「特別支援教育

を推進するための制度の在り方について」

における提言を受けて，通級による指導の

対象として，LD及び ADHDが加えられた。 

同年 6 月 21 日，「学校教育法等の一部を

改正する法律」が公布され，①盲・聾・養

護学校の区分をなくし特別支援学校とし，

②特別支援学校の教員の免許状を改め，③

小中学校等において特別支援教育を推進す

るための規定を法律上に位置づけた。 

これを受けて，同年 7 月 18日「特別支援

教育の推進のための学校教育法等の一部改

正について」にて，近年の児童生徒等の障

害の重複化や多様化に伴う特別支援学校の

制度の創設等を盛り込んだ。 

同年 12 月「教育基本法の改正」（12 月

22 日施行）の第４条「教育の機会均等」に

おいて，「国及び地方公共団体は，障害のあ

る者が，その障害の状態に応じ，充分な教

育を受けられるよう，教育上必要な支援を

講じなければならない」と規定した。 

 一方，東京都では 8 月に，特別支援教育

推進指導資料｢自閉症の障害特性に応じた

指導の充実｣を配布した。 

 2003 年度（平成 15 年度）から，ここま

でが，全国の諸学校で「特別支援教育」を

実施するための準備期間となった。 

 

 2007年（平成 19年）（特別支援教育元年）

には，「盲・聾・養護学校」を統一して「特

別支援学校」へ，「特殊学級」を「特別支援

学級」へと名称変更した。 

同年 3 月 15 日『「発達障害」の用語の使

用について』において，「LD,ADHD，高機

能自閉症等」を「発達障害」との表記に換

えるとし，軽度発達障害と呼ばれるような

「軽度」の用語を使用しないことが示され

た。 

同年 3月 30日「学校教育法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係政令等の整備

について（通知）」では，前年 6 月 21 日の

法律改正を受けて，①就学先の決定に際す

る保護者の意見聴取の義務付け，②特別支

援学校対象児童生徒の障害の程度の見直し，

③建物整備に対する国庫負担などを通知し

た。 

同年 4 月 1 日「特別支援教育の推進につ

いて（通知）」では，1.理念，2.校長の責務,3.

体制の整備及び必要な取組（①校内委員会

の設置，②実態把握，③コーディネーター

の指名，④「個別の教育支援計画」の策定

と活用，⑤「個別の指導計画」の作成，⑥

教員の専門性の向上），4.特別支援学校にお

ける取組，5.教育委員会等における支援，

6.保護者からの相談への対応や早期からの

連携，7.教育活動等を行う際の留意事項等，

8.厚生労働省関係機関等との連携という 8

点を，全国の関係各機関に通知した。参考

情報として，関係法令・通知等や，ガイド

ラインの活用，インターネットによる情報

を付した。 

同年 4 月「学校教育法等の一部を改正す

る法律」（平成 18 年 6 月 21 日公布）にお

いて，「特別支援教育」が，学校教育法に位

置づけられた。これにより，①（特別支援
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学校のみならず）幼稚園，小学校，中学校，

高等学校等において，特別な支援を必要と

する幼児・児童・生徒に適切な教育を行う

ことや，②「盲・聾・養護学校」を「特別

支援学校」とし，地域の小・中学校等を援

助するためのセンター的機能を持つことな

どが明記された。また，「特殊学級（都では

心身障害学級）」を「特別支援学級」に名称

変更した。 

同年 11 月 8 日 パンフレット『「特別支

援教育」について』を作成し，コピーフリ

ーとした。 

 

一方，東京都では，特別支援教育元年で

あるこの 2007 年（平成 19 年）に，｢心身

障害学級｣を「特別支援学級」に名称変更し

た。 

同年 3 月には，①小・中学校等や区市町

村教育委員会における体制整備と，②教育，

保健，医療，福祉，労働等の関係諸機関の

緊密な連携，③保護者，都民の理解啓発の

ために，「特別支援教育推進のためのガイド

ライン 東京の特別支援教育 ～特別支援

教育体制・副籍モデル事業等報告書～ 【最

終報告】」というガイドラインを出した。 

巻末に資料集として，「各種フォーマッ

ト例」と，「LD・ADHD・高機能自閉症等

の理解」を掲載した。 

同年 3 月，パンフレット「一人一人が輝

くための特別支援教育が始まります！」，な

らびに，パンフレット『特別支援教育の推

進に関する理解啓発資料「特別支援教育時

代」の学級運営 ―周囲の子供や保護者へ

の対応を含めて―』（担任教諭向け）を作成，

配布するとともに，「小・中学校等のための

個別の教育支援計画の策定と活用 Q＆A」

を出した。 

同年 11 月には，「東京都特別支援教育推

進計画 第二次実施計画 ―特別支援教育

の充実・発展を目指して―（平成 20-22 年

度）」を示し，特別支援学校の適正な規模と

配置，知的障害特別支援学校における個に

応じた教育（自閉症の障害特性に応じた教

育課程による指導や，職業教育の充実）の

充実，特別支援学校教諭免許状取得促進，

区市町村，都立高等学校等における支援の

充実，都民の理解啓発などを盛り込んだ。 

2008 年（平成 20 年）3 月には，パンフ

レット『特別支援教育の推進に関する理解

啓発資料「特別な支援を必要としている児

童・生徒のために／特別支援教育支援員等

との連携」』（担任教諭向け）を作成した。 

 

国と東京都における「特別支援教育」にお

ける心理等の専門家／スクールカウンセラ

ーの役割 

 ここでは，「特別支援教育」における心理

等の専門家／スクールカウンセラーの役割

を，国，ならびに東京都における資料にみ

られる記述から整理した。 

 

まず，文部科学省においては，2004年（平

成 16年）の「小・中学校における LD（学

習障害），ADHD（注意欠陥／多動性障害），

高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制

の整備のためのガイドライン（試案）」にお

いて，専門家として，巡回相談員と専門家

チームの 2種を挙げている。 

そのうち，巡回相談員については，必要

な知識と技能として，①特別支援教育に関

する知識と技能，②LD，ADHD，高機能自

閉症など発達障害に関する知識，③アセス

メントの知識と技能（心理検査等を実施し，

結果を解釈するだけではなく，行動観察や

生育歴等の情報も総合して児童生徒のニー

ズを把握すること），④教師への支援に関す

る知識と技能，⑤他機関との連携に関する

知識と技能，⑥学校や地域の中で可能な支

援体制に関する知識，⑦個人情報の保護に

関する知識の 7 点を挙げている。これらの

知識と技能は，「臨床心理士」資格を有する

スクールカウンセラーが有することが期待

されるものであるが，学校で勤務するそれ

以外の心理学，教育学，福祉学等の専門家

やその関連の有資格者にも望まれるもので

あり，臨床心理士であるスクールカウンセ

ラー独自の知識と技能であるとは言い難い。 

 また，専門家チームの構成員には，「教育

委員会の職員，特殊学級や通級指導教室の

担当教員，通常の学級の担当教員，盲・聾・

養護学校の教員，心理学の専門家，医師等」

がある。ここで言う「心理学の専門家」が

具体的にどのような職種や有資格者を意味

するかについては言及されていないが，専

門家チームの構成員として実際に選ばれる

者としては，一般に小・中・高等学校等に
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派遣されているスクールカウンセラーとい

うよりは，学校臨床心理学関連の知識や経

験が豊富なスーパーバイザーや，発達，臨

床等の心理学を専門とする大学教員等であ

ると考えられる。 

 専門家チームでは，児童生徒が「LD，

ADHD，高機能自閉症か否かの判断と対象

となる児童生徒への望ましい教育的対応に

ついて専門的な意見の提示や助言を行うこ

とを目的として」おり，具体的には，「個別

式知能検査」や必要に応じて，「児童生徒の

認知能力の特徴を把握」するために，「他の

心理検査」も行う。さらに，「校内委員会か

ら提出された資料，学力検査等の結果から，

学習の到達度やつまずきの特徴を把握し」，

「行動観察の資料等から心理・行動面の特

徴を把握」することが求められている（文

部科学省，2004）。 

 次に，特別支援教育元年となった 2007

年（平成 19年）の「特別支援教育の推進に

ついて（通知）」においては，「教育活動等

を行う際の留意事項等」の 3番目，「生徒指

導上の留意事項」の中に，「特に，いじめや

不登校などの生徒指導上の諸問題に対して

は，表面に現れた現象のみにとらわれず，

その背景に障害が関係している可能性があ

るか否かなど，幼児児童生徒をめぐる状況

に十分留意しつつ慎重に対応する必要があ

ること。 

 そのため，生徒指導担当にあっては，障

害についての知識を深めるとともに，特別

支援教育コーディネーターをはじめ，養護

教諭，スクールカウンセラー等と連携し，

当該幼児児童生徒への支援に係る適切な判

断や必要な支援を行うことができる体制を

平素整えておくことが重要である」とあり，

ここにきて初めて，特別支援教育において

のスクールカウンセラーの関わり方が明文

化された。 

 

 他方，東京都においては，2003年（平成

15 年）年 12 月の「これからの東京都の特

別支援教育の在り方について（最終報告）

～一人一人のニーズに応じた教育の展開を

めざして～」の第 5章「区市町村立小･中学

校における特別支援教育の展開」の 1「特

別支援教育における教育内容・方法の充実」

(2)「個別指導計画に基づく個に応じた指導

の充実」の④に，「医療や言語，心理等の専

門家との連携による個別指導計画の作成や

医療や言語，心理等の専門家による実際的

な指導を導入するなどして，障害の重度化，

重複化，多様化に対応した指導の充実を図

ることが必要である」とある。次の項目の

(3)「個別指導計画の作成・実施・評価・改

善」にも，「個別指導計画の作成・実施・評

価に当たっては，言語・心理等の専門家の

アドバイスを参考に」とある。 

 さらに，5章の 3「小・中学校における全

校的・総合的支援体制」(1)「校内委員会の

意義と役割」において，「中学校においては，

校内委員会に教育相談の機能を持たせるこ

とを意図して，スクールカウンセラーを委

員会の一員に加えることも検討する必要が

ある」との記載や，(2)「特別支援教育コー

ディネーターの配置とその役割」に，「既に

中学校等に配置されているスクールカウン

セラーとの連携にも配慮する必要がある」

との記載がある。 

 また，東京都教育委員会（1997）は，「Q4 

個別指導計画を作成する上で，幼児・児童・

生徒の実態把握は，どのようにしたらよい

のでしょうか」という問いの中に，「諸検査

の記録の作成」という項目を設け，「幼児・

児童・生徒の実態をより正確に把握するた

めの一つの方法として，客観的情報として

の諸検査（知能検査、発達検査、社会生活

能力検査等）がありますが，教師自身が検

査方法や内容等に十分習熟することが大切

です。そして，諸検査を年次ごとに見直し

ていく必要があります。 

 また，これからは学校関係者だけでなく 

医師，看護婦，臨床心理士，言語治療士，

作業療法士など，様々な専門家に参加して

もらうことで検査方法の選択，検査結果の

読み取り，目標の設定，評価等に関して，

より専門的な知識が生かされることになり

ます。 

 そのためにも，今後このような専門家の

参加も検討していく必要があります」と述

べており，臨床心理士の想定される活動と

して，知能検査、発達検査、社会生活能力

検査等の選択，検査結果の読み取り，目標

の設定，評価等についての助言が示唆され

ている。 
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 以上，心理等の専門家／スクールカウン

セラーが，特別支援教育において担うべき

役割の一端を再度整理すると，文部科学省

においては，個別式知能検査や他の認知能

力をみる心理検査，校内委員会からの資料

や学力検査，行動観察の資料等から，児童

生徒の発達障害の有無の判断と，その根拠

の提出，そして，望ましい教育的対応につ

いて専門的な意見の提示や助言を行うこと

のできる心理学の専門家を専門家チームの

構成員のひとりとして想定していると考え

られる。また，スクールカウンセラーに対

しては，いじめや不登校などの生徒指導上

の諸問題に対して，表面に現れた現象にと

らわれず，その背景に障害が関係している

可能性があるか否かなどの判断や必要な支

援についての助言・援助が，必要に応じて

求められている。 

他方，東京都においては，心理等の専門

家が「個別指導計画」の作成や，実施（実

際的指導），評価に関与することが期待され

ており，中学校に派遣されているスクール

カウンセラーは，特別支援教育コーディネ

ーターと連携をとりながら，構内委員会構

成員として役割を果たす可能性があること

が示唆されている。 

 特に，中学校においては，スクールカウ

ンセラーを構内委員会の構成員の一員とす

ることの検討が必要としているが，2003年

（平成 15年）の最終報告が出された時点で

は，小学校にスクールカウンセラーを派遣

するという動きはまだなかった。それゆえ，

小学校へのスクールカウンセラー派遣が始

まっている現在においては，中学校にとど

まらず，小・中・高等学校等に派遣されて

いるスクールカウンセラーを，必要に応じ

て構内委員会の構成員とする可能性がある

と理解してよいだろう。 

 また，専門家チームの構成員としての心

理学の専門家と，スクールカウンセラーと，

どちらの職種がよりふさわしいか，あるい

は，双方に能力が求められているのかは現

時点では判断しがたいが，「個別指導計画」

を作成する上で，幼児・児童・生徒の実態

把握のために用いる諸検査（知能検査、発

達検査、社会生活能力検査等）の選択，検

査結果の読み取り，目標の設定，評価等が，

今後，臨床心理士の職務として求められる

可能性が示唆されている。 

 

「スクールソーシャルワーカー活用事業」

における職務と「スクールカウンセラー等

活用事業補助」における職務との同異につ

いて 

 文部科学省による新規事業である「スク

ールソーシャルワーカー活用事業」（SSW

事業）は，2008 年度（平成 20 年度）より，

約 15 億円余りの予算がついて，全国 141

地域にスクールソーシャルワーカーを配置

して始まった（文部科学省初等中等教育局

児童生徒課，2008）。ここでは，SSW 事業

における職務と，スクールカウンセラーの

職務とを対比し，整理した。 

 本事業の趣旨の前半部分では，教育の現

状や問題点，それらの課題解決を図る人材

について，「いじめ，不登校，暴力行為，児

童虐待など，児童生徒の問題行動等につい

ては，極めて憂慮すべき状況にあり，教育

上の大きな課題である。こうした児童生徒

の問題行動の状況や背景には，児童生徒の

心の問題とともに，家庭，友人関係，地域，

学校等の児童生徒が置かれている環境の問

題が複雑に絡み合っているものと考えられ

る。したがって，児童生徒が置かれている

様々な環境に着目して働き掛けることがで

きる人材や，学校内あるいは学校の枠を越

えて，関係機関等との連携をより一層強化

し，問題を抱える児童生徒の課題解決を図

るためのコーディネーター的な存在が，教

育現場において求められているところであ

る」と述べられている。 

 本事業の趣旨に述べられている現状にお

ける「問題行動等」についての記述は，「ス

クールカウンセラー等活用事業補助」の事

業目的にある「いじめ、暴力行為などの問

題行動や不登校に対応するとともに、近年

多発する事件・事故及び災害などの被害者

である児童生徒等の心のケアに資する」と

いう記述の前半部分の「問題行動等」の記

述内容と酷似している。それゆえ，文部科

学省が課題としているスクールソーシャル

ワーカーや，スクールカウンセラーが関わ

る児童生徒の問題は，ほぼ同様のものであ

るとみなされる。 

しかし，問題に対するアプローチの仕方

については，スクールソーシャルワーカー
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が，児童生徒の心の問題の他に，人的，場

所的等の環境に着目し，「個人が不適合状態

（環境）に対処できるよう力量を高めるよ

うに支援する」，あるいは「環境が個人のニ

ーズに応えることができるように調整をす

る」という，「個人と環境の双方に働きかけ

る」ために，学校内外にて関係機関等との

連携をより一層強化しようとしているのに

対して，スクールカウンセラーは，児童生

徒の心の相談を中心に，保護者への相談や

教員に対するコンサルテーションを行いな

がら学校における教育相談体制の充実を図

ることにより，問題の未然防止，改善，解

決を図るものである（文部科学省，2006）。 

とはいっても，スクールカウンセラーも，

クライエントである児童生徒以外の人的環

境であるキーパーソン（保護者，教員，友

人など）に働き掛けたり，医療，福祉，労

働等の関連諸機関と連携を取ったりといっ

た個人を取り巻く環境に働きかける活動を

行っており，スクールソーシャルワーカー

も，児童生徒の相談を行ったり，学校内の

教員に働き掛けるものであり，両者のアプ

ローチの違いは，働きかける対象者や利用

資源にあるというよりは，それらに対して

働きかけるウェートの置き方や，支援目標，

支援の技法などにあるといえる。 

 本 SSW 事業の趣旨の後半部分では，「ス

クールソーシャルワーカーの資質や経験に

違いが見られること，児童生徒が置かれて

いる環境が複雑で多岐にわたることなどか

ら，必要に応じて，スクールソーシャルワ

ーカーに対し適切な援助ができるスーパー

バイザーを配置する」と述べられており，

事業の今後の大きな問題点として，スクー

ルソーシャルワーカーの資質の向上，維持

を図るための養成・研修制度，並びにその

資質を有することを示す資格制度の問題が

挙げられる。その他，ソーシャルワーカー

という社会福祉学的専門性と，学校の構成

員としての役割とのバランスの取り方や，

既に全国の公立中学校と 1 割の公立小学校

に全校配置となっているスクールカウンセ

ラーとの連携，役割分担といったことが，

今後の問題点として挙げられる。 

 特に，ソーシャルワーカーという専門性

と，学校の構成員としての役割とのバラン

スの取り方については，「子どもと学校側

の利害が対立した場合」，「弱者である子ど

もたちの価値と権利が尊重される」ように，

スクールカウンセラーのように学校長の指

揮監督のもとで業務を行うという制約を取

り払うことで，児童生徒の利益を優先する

という雇用形態を取ることも考えられる

（日本スクールソーシャルワーク協会，

2008）。しかし，学校長の指揮監督を受けず

に，教育委員会から直接指揮監督を受ける

という雇用形態にしたとしても，スクール

ソーシャルワーカーのアプローチの仕方が，

勤務先となる学校での人間関係を友好的に

し，教員への助言を行い，学内外との連携

を円滑に行うことで支援を進めるところに

特徴がある以上，子どもと学校側の利害が

対立した場合に，子どもの利益を優先する

ことには困難が伴うと予想される。 

 SSW 事業におけるこれらの問題は，現在

各学校に配置されているスクールカウンセ

ラーにも当てはまる。心理学部・学科出身

でない者が，（財）日本臨床心理士資格認定

協会による指定校となっている大学院修士

課程にて，実質 2 年間で臨床心理士になる

ために養成されている現状があり，臨床心

理士であるスクールカウンセラーの資質の

向上，維持は，今後の重要な課題となる。 

 特別支援教育が全国規模で本格的に実施

され，スクールソーシャルワーカー活用事

業が始まったこの時期に，両制度の趣旨，

理念，目的，目標，そして具体的な支援の

仕方などを理解し，実践に活かすことはも

ちろんのこと，臨床心理士であるスクール

カウンセラーの具えるべき知識や技能，あ

るいは自らの立場や役割などを，今一度根

本から見直すことが，火急，かつ重要な課

題である。 
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Table 1 「特別支援教育」の経緯，ならびに主な教育関連事項の年表 

文部科学省 東京都 

1999（平成 11）年 

7 月２日「学習障害児に対する指導について（報告）」 

2000（平成 12）年  

平成 12-14 年度「学習障害児（LD）に対する指導体制の充実事

業」（LD モデル事業） 

2001（平成 13）年 

1 月 6 日 文部省が文部科学省に組織改編。文部省特殊教育課が

文部科学省特別支援教育課に変更 

1 月「21 世紀の特殊教育の在り方について ～一人一人のニー

ズに応じた特別な支援の在り方について～（最終報告）」 

2002（平成 14）年 

学校週 5 日制完全実施 

4 月「学校教育法施行令の改正」 

12 月「障害者基本計画」が閣議決定 

 

2003（平成 15）年  

平成 15-19 年度「特別支援教育推進体制モデル事業」 

3 月「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童

生徒の全国実態調査」 

3 月 28 日「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」 

2004（平成 16）年  

1 月 30 日「小・中学校における LD（学習障害），ADHD（注意

欠陥／多動性障害），高機能自閉症の児童生徒への教育支援体

制の整備のためのガイドライン（試案）」 

6 月「障害者基本法」改正 

12 月 3 日「発達障害者支援法」成立 

2005（平成 17）年 

4 月 1 日「発達障害者支援法」施行 

4 月 1 日「発達障害のある児童生徒等への支援について（通知）」 

12 月 8 日「特別支援教育を推進するための制度の在り方につい

て」 

2006（平成 18）年 

3 月 31 日「学校教育法施行規則の一部改正等について」（4 月 1

日施行） 

4 月 1 日「障害者自立支援法」。 

6 月 21 日「学校教育法等の一部を改正する法律」公布 

7 月 18 日「特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改

正について」 

12 月「教育基本法の改正」（12 月 22 日施行） 

 

2007（平成 19）年（特別支援教育元年） 

「盲・聾・養護学校」を「特別支援学校」，「特殊学級」を「特別

支援学級」に名称変更 

3 月 15 日『「発達障害」の用語の使用について』 

3 月 30 日「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係政令等の整備について（通知）」 

4 月 1 日「特別支援教育の推進について（通知）」 

4 月「学校教育法等の一部を改正する法律」（平成 18 年 6 月 21

日公布） 

11 月 8日 パンフレット『「特別支援教育」について』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003（平成 15）年 

12 月「これからの東京都の特別支援教育の在り方について（最

終報告）～一人一人のニーズに応じた教育の展開をめざして

～」 

 

 2004（平成 16）年  

「教頭」を「副校長」に名称変更（東京都） 

7 月「（東京都）特別支援教育推進計画概要（案）」（平成 16-25

年度〔盲・聾・養護学校については平成 27 年度まで〕の 10

年間） 

11 月 「東京都特別支援教育推進計画― 一人一人が輝く特別支

援教育の創造をめざして ―（平成 16-25 年度）」。第一次実施

計画（平成 16-19 年度），第二次実施計画（平成 20-22 年度），

第三次実施計画（平成 23-25 年度） 

平成 16-18 年度「特別支援教育体制モデル事業」（北区，八王子

市，調布市，あきる野市の 1区 3 市） 

2006（平成 18）年 

8 月 特別支援教育推進指導資料 ｢自閉症の障害特性に応じた指

導の充実｣ 

 

 

 

 

 

2007（平成 19）年（特別支援教育元年） 

｢心身障害学級｣を「特別支援学級」に名称変更。 

3 月「特別支援教育推進のためのガイドライン 東京の特別支援

教育 ～特別支援教育体制・副籍モデル事業等報告書～ 【最

終報告】」。 

3 月 パンフレット『一人一人が輝くための特別支援教育が始ま

ります！』 

3 月 パンフレット『特別支援教育の推進に関する理解啓発資料

「特別支援教育時代」の学級運営 ―周囲の子供や保護者への

対応を含めて―』（担任教諭向け） 

3 月「小・中学校等のための個別の教育支援計画の策定と活用 Q

＆A」 

11 月「東京都特別支援教育推進計画 第二次実施計画 ―特別支

援教育の充実・発展を目指して―（平成 20-22 年度）」 

2008（平成 20）年 

3 月 パンフレット『特別支援教育の推進に関する理解啓発資料

「特別な支援を必要としている児童・生徒のために／特別支援

教育支援員等との連携」』（担任教諭向け） 
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