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未来をはぐくむあたたかいまち 

発達障がい者支援センターの開設 
 

 

事業概要    

  ライフステージに合わせた切れ目のない支援の充実 

 

 

 

 

   

    

事業の内容    

  専門職員による当事者や支援者への個別支援 

(1)相談支援 

発達障がいのある方とその家族、関係機関等からの、

コミュニケーションや行動面をはじめとする、日常生

活上の様々な相談に応じます。 

(2)社会参加支援 

就労のための準備としての相談を行い、必要な支援を

就労支援事業所等と連携して行います。 

また、利用者が安心して過ごせる環境を整備し、利用

者同士の情報交換やプログラムの実施により社会参加

が進むよう支援します。 

(3)家族支援 

家族同士の交流や障がいとの向き合い方を学習する機

会を設け、家族の不安の解消を図っていきます。 

(4)普及啓発 

発達障がいのある方が暮らしやすい地域社会の実現に

向け、講習会・学習会の開催や広報誌の発行等により、

発達障がいに係る普及啓発・理解促進に取り組みます。 

 

 

 
社会福祉士・精神保健福祉士 

         等 

家族支援 普及啓発 

成人期の発達障がいに関する相談の増加や支援につ

いてのニーズが高まる中、平成 28 年、発達障害者支

援法が改正され、乳幼児から成人期までの切れ目のな

い支援など、より細かな支援が求められるようになり

ました。そこで、ライフステージに合わせた総合的な

支援を行う拠点として「発達障がい者支援センター」

を開設します。概ね 16 歳以上の発達障がいのある方

とその家族が安心した暮らしを営めるよう、専門相

談、社会参加に向けた訓練などのほか、従前より行っ

てきた15歳以下の発達障がい者支援事業や関係機関

との連携により切れ目のない支援を行い、社会参加の

拡大と就労支援を促進していきます。 

相談支援 社会参加支援 

センターの概要 

(1)受託者 

 (福)関西中央福祉会 

(2)所在地 

 (仮称)サポートハウスココロネ 1 階 

     板橋区向原三丁目 7 番 

(3)開所日時 

  火曜日～土曜日(10 時～18 時) 

(4)人員体制 

  社会福祉士、精神保健福祉士等 4 名 
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   実施の背景・目的 

 だれもが暮らしやすい地域社会をめざして 

対人関係や仕事上の悩みなどを抱えている人の中に

は、発達障がいが関係し、大人になって顕在化するこ

ともあります。そのため、発達障がいのある方の自立

及び社会参加に向け、総合的な支援を行う拠点として

発達障がい者支援センターを開設し、支援の充実を図

ります。事業運営については、障がい者支援に対する

取組の実績を持つ平成医療福祉グループ傘下の(福)関

西中央福祉会に委託します。また、区の組織改正を行

うとともに、関係部署の組織横断的な連携を強化し、

切れ目のない支援を行っていきます。これにより、発

達障がいのある方へのライフステージに合わせた支援

体制を構築し、支援を行っていきます。 

利用者が安定した日常生活や社会生活が送れるよう、

必要に応じて、教育・福祉・医療機関などの関係機関

と連携を図り、自立と就労に向けて取り組むとともに、

安心して利用できる居場所づくりを進めていきます。 

  

＜発達障がいの特性＞ 

 

    

 令和 2 年秋頃  発達障がい者支援センター開設  今後のスケジュール 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 37,675 千円 

(内訳)運営委託料      35,200 千円 

   備品・光熱水費等    2,475 千円 

 福祉部 障がい者福祉課 

  課 長 小島 健太郎  ℡3579-2360 

  担当者 望月 博    ℡3579-2089 

 

広汎性発達障害
（ＰＤＤ）

アスペルガー
症候群

自閉症

注意欠陥多動性障害
（AD/HD）

知的な遅れを伴う
こともあります。

学習障害
（ＬＤ）

●「読む」「書く」「計算する」
等の能力が、全体的な知的発達
レベルに比べて極端に苦手

●不注意（集中できない）

●多動・多弁（じっとしていられない）

●衝動的に行動する
（考えるよりも先に動く）

●対人関係・社会性の障がい
●パターン化した行動、興味・
関心のかたより

●不器用（言語発達に比べて）
等

●コミュニケーションの障がい
●対人関係・社会性の障がい
●パターン化した行動・こだわり

等

ライフステージに合わせた支援体制のイメージ図 

子ども発達支援センター 
対象：乳幼児～概ね 15 歳まで 

 専門相談・各種教室・支援者研修等

を実施 

発達障がい者支援センター 
対象：概ね 16 歳以上～ 
相談支援・社会参加支援・家族支援・普及啓発等 

を実施 

・保健 ・保育 

・医療機関 等 

・教育 

・医療機関 等 

・福祉・医療機関 

・就労機関 等 

乳幼児期 学齢期   成 人 期 

協力・連携 
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未来をはぐくむあたたかいまち 

板橋区コミュニティ・スクールが区立全小中学校でスタート 

 

 

事業概要    

  区立全小中学校でスタート 

 

 

    

事業の内容    

 

 

 

 

  

 

 

 

 地域とともにある学校へ 

 

 

 

学校と保護者や地域の方々等で構成される「コミュ

ニティ・スクール委員会」と「学校支援地域本部」

を両輪・協働の関係で運営する「板橋区コミュニテ

ィ・スクール」が区立全小中学校で本格的にスター

トします。この仕組みを活用し、学校・保護者・地

域が一体となって様々な取組を行うことにより、先

生が子どもたちと向き合う時間の確保や地域人材を

活用した教育活動の充実を図り、子どもたちの豊か

な学びの実現につなげていきます。 

(1)コミュニティ・スクール委員会 

保護者や地域の方々等の委員が、学校運営の基本的な

方針の承認など法定されている機能を活用して学校

経営に参画するほか、学校が抱えている具体的な課題

や困りごと等について、委員全員の熟議(理解の深ま

りや納得感の醸成、主体的な関わりが生まれる委員会

での合意形成の基本)により解決をめざします。 

 

(2)学校支援地域本部 

学校の困りごとやコミュニティ・スクール委員会での

発案について、地域コーディネーターが地域の方々や

保護者等のボランティアをコーディネートし、学校と

地域が協働しながら教育活動を支援していきます。地

域の方々や保護者などにご協力いただき、学習支援・

環境整備・見守り活動・学校行事支援等、様々な活動

を展開することで、子どもたちの学びに広がりと深ま

りが生まれます。また、子どもたちが多くの方と関わ

ることで、地域とのつながりを強くするとともに、地

域への愛着が深まります。 

地域コーディネーター 

学校からの求めに応じ、ゲストティー

チャーのコーディネートや支援活動と

学校支援ボランティアをつなぐなど、

教育支援活動の総合的な調整を行う。 
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 子どもたちの未来をはぐくむ新たな学校運営のかたち 

 

 実施の背景・目的 

   

    

  

 

 

令和 2 年 4 月 1 日 区立全小中学校でスタート 

  

   

今後のスケジュール 

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

   教育委員会事務局 地域教育力推進課 

  課 長 諸橋 達昭  ℡3579-2655 

  担当者 松原 秀幸  ℡3579-2619 

現在の子どもたちが社会で活躍する 2030 年頃に

は、IoT や AI をはじめとする技術革新が一層進展

し、生活や産業の構造が劇的に変わる「超スマート

社会（Society5.0）」が到来します。 

そのような将来を支える子どもたちの学びを充実さ

せるためには、学校・保護者・地域が一体となって

子どもたちを育む「地域とともにある学校」への転

換を図る必要があります。 

板橋区コミュニティ・スクールは、学校支援地域本

部はもとより、PTA など普段学校を支援していただ

いている地域の方のさらなるご協力のもとスタート

します。これにより学校の困りごとの解決、学校教

育活動への協力、先生の働き方改革への支援などを

通じて、多様な学びの機会の創出や先生が子どもた

ちと向き合う時間を増やすなど、これまでの学校運

営のかたちでは実現が難しかった教育課題を解決す

る新たな仕組みを整えます。 

30,060 千円 

(内訳)コミュニティ・スクール委員会  5,548 千円 

    学校支援地域本部         11124,512 千円 
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未来をはぐくむあたたかいまち 

屋内運動場を良好な環境へ！冷暖房機の設置 
 

 

事業概要    

    

    

事業の内容    

  省エネルギーかつ効率的な温度管理を実現 

先行して設置した冷暖房機の効果検証の結果に基づ

き、スポット式冷暖房機を中心に設置を進めていきま

す。スポット式冷暖房機は室内に気流が生じることか

ら、運転開始時から涼しさを感じることができます。

また、高効率大型ファンを搭載した室内機を採用する

ことで、一般的な冷暖房機に比べ大風量を実現し、省

エネルギーで温度調整を可能としています。 

設置場所については、室内機を屋内運動場の２階管理

用通路に設置することで、アリーナ部分を制限なく運

動等に使用できるよう工夫をします。また、管理用通

路の既存手すりを室内機の防護柵として兼用すること

で、省スペースで経済的な設計とします。 

 

 

区立全小中学校の屋内運動場に冷暖房機を設置 

令和 3 年度までに、２ヶ年かけて区立全小中学校 64

校※の屋内運動場に冷暖房機を設置します(令和２年

度は小学校 25 校、中学校 9 校に設置予定）。令和元

年度に先行して中学校 5 校に冷暖房機を設置し、効果

検証を行いました。検証結果を踏まえ、冷暖房効果を

効率的に得られるよう計画します。設置にあたって

は、屋内運動場の稼働率が高い中学校や災害時の避難

所として開設率の高い学校などを優先し設置してい

きます。 

※設置済みの６校および長寿命化改修・改築工事に合わせ

設置する３校を除く 
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   実施の背景・目的 

 様々な機能を有する屋内運動場の環境を改善 

近年の猛暑による熱中症対策として、小中学校の屋内

運動場に冷暖房機を設置し、良好な学習環境を整えま

す。また、屋内運動場は、体育や集会等の学習場所と

してだけではなく、災害時の避難所としても使用して

います。 

全国的に大規模な自然災害が発生するなか、いつ発生

するかわからない災害に備えて、避難所となる施設の

環境改善を図っていきます。 

  

    

   今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 16,000 千円 

※令和 3 年度までに全校設置完了予定 

1,823,000 千円(令和 13 年度までの賃貸借契約総額) 

 教育委員会事務局 新しい学校づくり課 

  課 長 渡辺 五樹  ℡3579-2645 

  担当者 成井 康孝  ℡3579-2632 

令和 2 年 6 月下旬以降  冷暖房機賃貸借契約

令和 2 年 7 月～9 月    １現地調査・設計 

令和 2 年 10 月～令和 3 年 1 月 

            １冷暖房機設置工事 

令和 3 年 2 月      供用開始 

 

令和３年度       １令和２年度同様 

                                            １冷暖房機設置工事 完了 

岩手県大槌町の避難所 


