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一般情報 

はじめに 

IDEAおよび米国の教育省の規制の下、障害のある生徒の教育に関する2004年の個別障害

者教育法（IDEA）は、学校に対して、あなた、障害のある生徒の保護者、または障害の

疑いのある生徒に、それぞれに与えられる全権利について説明書きされた通知を提供す

ることを 義務付けています(US Department of Education) 。 Office of Superintendent of 

Public Instruction（OSPI：公共教育長オフィス）は、州の規則に基づき提供される特別支

援教育を監督する立場にあります。 特別支援教育に関する規則は、Chapter 392-172A 

Washington Administrative Code（WAC：第392-172A章 ワシントン管理コード）に記載さ

れています。 本資料は、2009年6月に改訂された、 米国教育省のモデル手続セーフガー

ド通知（Model Procedural Safeguards Notice）に準拠しています 

本通知の対象者 

本通知は、保護者、代理保護者、および成人生徒を対象としています。 「あなた」ま

たは「保護者」および「あなたの子供」という言い回しは、代理保護者および成人生徒

を指す場合があります。 本通知の「学区」または「学校区」という言い回しは、チャ

ータースクール、教育サービス学校区および教育サービス機関などの他の公的機関を指

す場合があります。 

詳細情報 

特別支援教育サービスおよび手続きにおける保護措置に関する追加情報は、あなたの学

区の特別支援教育ディレクター、州の保護者トレーニングおよび情報センター、

Partnerships for Action Voices for Empowerment (Washington Pave)（エンパワーメントを求

める声をサポートするパートナーシップ）（ワシントンペイブ）、またはOSPIを通じて

入手できます。 OSPIは、特別支援教育に特化したWebページ「Office of Superintendent 

of Public Instruction - Special Education（公共教育長オフィス-特別支援教育）」を管理し

ています。 OSPIは、プログラムスーパーバイザー、特別支援教育を受ける生徒の保護

者および地域の連絡係として、子供の特別支援教育プログラムに関する質問にお応えい

たします。 OSPI、特別支援教育（360-725-6075）、OSPI TTY 360-664-3631、または

speced@k12.wa.us までご連絡ください。 

手続きにおける保護措置に関する通知 
34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 

本通知の写しを毎学年度に1度および、次の時期にあなたに提供しなければなりませ 

ん。 (2) 新規紹介または評価の要求時。 (3) 学校区が学年度内に初めて特別支援教育に

関する苦情を受け取ったとき。 (4) 学校区が学年度に初めて適正手続きによる聴聞会の

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us%20までご連絡ください。
mailto:speced@k12.wa.us%20までご連絡ください。
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要請を受け取ったとき。 (5) 懲戒処分（プレイスメントの変更）が決定されたとき。お

よび (6) あなたの要求に応じて。 

手続きにおける保護措置の通知では、公費でのお子様の私立学校への一方的なプレイス

メント、特別支援教育に関する苦情手続き、インフォームドコンセント、IDEA規制 パ

ートBのサブパートEに記載の手続きにおける保護措置、およびIDEA規制 パートBのサブ

パートFに記載の提供される情報の機密性について説明しています。 学校区は、本通知

を利用するか、保護者に提供する手続きにおける保護措置通知を独自に作成することが

できます。 

事前の書面による通知 
34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 

学校区は、あなたの子供の特別支援教育プログラムに影響を与える重要な決定について

書面で情報をあなたに提供しなければなりません。 これは事前書面による通知と呼ば

れ、あなたの要請に応じて会議または学校区が下した決定を文書化したものです。 学

校区は、決定が下された後で決定を実施する前に、あなたに事前に書面で通知しなけ

ればなりません。 決定とは、お子様へのFAPEの識別、評価、プレイスメント、または

提供を開始あるいは変更する提案または拒否に関連した判断のことです。 

事前の書面による通知には、 
• 学校区が提案または拒否していることが含まれていなければなりません。 

• 学校区が処分を提案または拒否する理由が含まれていなければなりません。 

• IEP (Individualized Education Plan)チームによって検討されたその他のオプションの説明と

それらのオプションが拒否された理由が含まれていなければなりません。 

• 処分に至った、各評価手順、評価、記録、またはレポートの説明が含まれていなければ

なりません。 

• 処分に関連するその他の要因の説明が含まれていなければなりません。 

• 学校区が初期評価および再評価のために実施することを提案している評価手順の説明が

含まれていなければなりません。 

• 本小冊子に記載されている手続きにおける保護措置によって保護者が保護されていると

いう声明が含まれていなければなりません。 

• 手続きにおける保護措置の通知の小冊子の写しを入手する方法を含める、または手続き

における保護措置の小冊子が提供されていない場合はその写し同封しなければなりませ

ん。および、 

• 手続きにおける保護措置を理解するために相談できる窓口情報が含まれていなければな

りません。 

事前の書面による通知を受け取る時期： 
• 学校区がお子様を評価または再評価を希望している、あるいは学校区がお子様を評価ま

たは再評価することを拒否しているとき。 

• お子様のIEPまたはプレイスメントが変更されるとき。 

• あなたが変更を要求し、学校区がその変更を拒否したとき。 
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• あなたが、お子様が特別支援教育サービスを受けることへの同意を取り消すことを学校

区に書面で通知したとき。 

事前の書面による通知は、明らかに実現可能でない場合を除き、一般の人々が理解でき

る表現で書かれ、母国語またはその他のコミュニケーション手段で提供されなければな

りません。 母国語またはその他のコミュニケーション手段が書き言葉でない場合、学

校区は次のことを保証するための措置を講じなければなりません。 (1) 通知は、口頭ま

たはその他の手段により、母国語またはその他のコミュニケーション手段に翻訳されな

ければなりません。 (2) あなたが通知の内容を理解できなければなりません。(3) (1) お

よび (2) の要件が満たされたという書面による証拠を提示しなければなりません。 

母国語 
34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 

母国語は、英語力が限られている個人に対して使用する場合、次のことを意味します。 
1. 対象者が通常使用する言語、または子供の場合は、子供の保護者が通常使用する言語。 

2. 家庭または学習環境において、子供と直接接触（子供の評価を含む）する際に子供が通

常使用する言語。 

聴覚障害または盲目の方、または書き言葉のない言語を利用する方が通常使用するコミ

ュニケーション手段（手話、点字、または口頭でのコミュニケーションなど）。 

電子メール 
34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 

学校区が保護者に電子メールでの資料送信オプションを提供している場合は、次の資料

を電子メールで受信することを選択できます。 
1. 事前の書面による通知。 

2. 手続きにおける保護措置の通知。そして、 

3. 適正手続きによる聴聞会の要請に関連する通知。 

保護者の同意 – 定義 
34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 

同意とは： 
1. あなたは、処分に関連するすべての情報を、あなたの母国語または他のコミュニケーシ

ョン手段（手話、点字、または口頭でのコミュニケーションなど）で知らされ、同意し

たことを指します。 

2. あなたは処分を書面で理解し同意し、同意書には処分と（存在する場合）公開される記

録の一覧と、誰に公開されるかが記されています。および 

3. 同意は任意であり、いつでも同意を取り消す（撤回する）ことができます。 
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お子様が特別支援教育サービスを受け始めた後に同意を取り消す場合は、書面でその旨

を通知しなければなりません。 同意を取り消しても、同意した時点から同意を撤回す

るまでの間に開始された処分を無効（取り消し）にできません。 さらに、学校区は、

お子様の特別支援教育サービスの受講に関する言及を削除するために、お子様の教育記

録を修正（変更）する必要はありません。 

保護者の同意 – 要件 
34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000 

初期評価の同意 

学校区は、提案された評価活動を説明する事前の書面による通知を提供し、あなたから

書面によるインフォームドコンセントを取得するまで、特別支援教育および関連サービ

スの適格性を判断するためにお子様の初期評価を行うことはできません。 学校区は、

お子様が特別支援教育を受ける資格があるかどうかを判断するための初期評価につい

て、あなたからインフォームドコンセントを取得するために、合理的な努力をしなけれ

ばなりません。 

あなたが初期評価に同意したとしても、学校区がお子様に特別支援教育および関連サー

ビスを提供し始めることにあなたが同意したことにはなりません。 学校区は、あなた

のお子様に特別支援教育および関連サービスを初めて提供するために、あなたから同意

を得なければなりません。 

お子様が公立学校に在籍している場合、またはあなたがお子様を公立学校に入学させよ

うとしていて、あなたが同意を拒否する場合、またはあなたが初期評価の同意書を提供

する要求に応答しなかった場合、学校区は、本通知の後半で説明しますが、調停また

は適正手続きによる聴聞会手順に則り同意書を取得する可能性があります。但し、学校

区はこのような聴聞会による取得を義務付けられていません。 学校区が、お子様の評

価を追求しないことを選択した場合、学校区はお子様に対する状況判断、特定、評価の

義務に違反したことにはなりません。 

州が後見する子供の初期評価に対する特別規則  

州がお子様を後見していて、お子様があなたと同居していない場合、学校区は、次の場

合に、お子様が特別支援教育を受ける資格があるかどうかを判断するための初期評価に

対してあなたの同意を必要としません。 
1. 合理的な努力をしたにもかかわらず、学校区があなたを見つることができなかった場

合。 

2. 保護者としてのあなたの権利が州法に従い終了している場合。または、 

3. 裁判官があなた以外の個人に教育上の決定を下す権利を割り当て、その個人が初期評価

に同意した場合。 
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IDEAの「州が後見する」という表現は、 次のようなお子様を意味します。 
1. 養親が預かっていないフォスターチャイルド。 

2. ワシントン州法の下で州が後見していると見なされた子供。または、 

3. Department of Social and Health Services（社会保健サービス局）または他の州の公的児童

福祉機関の管理下にある子供。 

州が後見する子供には、養親がいるフォスターチャイルドは含まれていません。 

初期サービスに対する保護者の同意およびサービスの継続に対する同意の

取り消し 

学校区は、お子様に特別支援教育および関連サービスを初めて提供する前に、書面によ

る同意を得るために合理的な努力を払い、書面による同意を取得しなければなりませ

ん。 

あなたが、お子様が特別支援教育および関連サービスを初めて受けることの同意書の提

出要求に応答しない場合、またはそのような同意を拒否した場合、学校区は、あなたか

ら同意を取得するために調停手続き、または行政裁判官から特別支援教育および関連サ

ービスをお子様に提供するための裁定を取得するために適正手続きによる聴聞会手順を

利用することはできません。 

お子様が初めて特別支援教育および関連サービスを受けることに同意することを拒否、

または同意書の提出要求に応じない場合、学校区はお子様に特別支援教育および関連サ

ービスを提供しない場合があります。 その場合、学校区は： 
1. お子様に無料で適切な公教育（Free Appropriate Public Education）を提供できないことか

ら、お子様のために無料で適切な公教育（FAPE）を受講する環境を整えるという要件に

違反したことにはならないこと。そして、 

2. あなたの同意が求められた特別支援教育および関連サービスのために、IEPミーティング

を開いたり、お子様のためにIEPを開発する必要はありません。 

お子様が特別支援教育および関連サービスを受けることにあなたが書面で同意し、学校

区が特別支援教育サービスの提供を開始すると、お子様は次の場合まで特別支援教育サ

ービスを受けることができます。 
1. お子様を再評価した結果、特別支援教育サービスの資格がなくなったことが判明するま

で。 

2. お子様が高校の卒業証書を取得し卒業するまで。 

3. お子様が21歳になるまで（またはお子様が8月31日以降に21歳になった場合、学年の終

わりまでサービスを受けることができます）。または、 

4. あなたが書面で特別支援教育サービスの継続の同意を取り消しそれを学校区に提供した

場合。 

学校区が特別支援教育サービスを開始した後、あなたが書面でサービスの継続の同意を

取り消した場合、学校区は、お子様への特別支援教育サービスの提供を停止する前に、
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事前に書面で合理的な時間を通知しなければなりません。 事前の書面による通知に

は、学区がお子様へのサービスの提供を停止する日付が記されており、また学校区は 
1. お子様に無料で適切な公教育（Free Appropriate Public Education）を提供できないことか

ら、お子様のために無料で適切な公教育（FAPE）を受講する環境を整えるという要件に

違反したことにはならないこと。そして、 

2. 特別支援教育サービスをさらに提供するために、IEPミーティングを開催したり、お子様

のためにIEPを開発したりする必要がないこと。 

学区が、あなたの書面による取り消しを無効にするために適正手続きや、お子様に特別

支援教育サービスを提供し続けるため、あなたの同意を得るために調停手続きを使用す

ることはできません。 学校区がお子様への特別支援教育サービスの提供を停止した後

は、お子様は特別支援教育サービスの資格がないと見なされ、全生徒に適用される要件

の対象となります。 あなた、または学校区を含む、お子様をよく知る人々は、あなた

がお子様の特別支援教育の受講の同意を取り消した後でも、初期評価を受けるよういつ

でもお子様を紹介することができます。 

再評価に対する保護者の同意 

お子様の再評価の一環として新しいテストを実施する場合、学校区が次のことを証明で

きない限り、学校区はお子様を再評価する前にインフォームドコンセントをあなたから

取得しなければなりません。 
1. お子様の再評価についてあなたの同意を取得するために合理的な措置を講じたこと。そ

して、 

2. あなたが応答しなかったこと。 

お子様の再評価の一環として新しいテストに同意することをあなたが拒否した場合、学

校区は、調停手続きを使用して同意を求めるか、適正手続きによる聴聞会手順を使用し

て拒否を無効にすることにより、お子様の再評価に同意していただきお子様の再評価を

進めることができます。但し、学校区はこのような手続きによる取得を義務付けられて

いません。 初期評価と同様に、学校区が調停または適正手続きを使用して再評価を進

めることを拒否した場合、学校区はIDEAのパートBに記されている義務に違反したこと

にはなりません。 

保護者の同意を得るための合理的な努力の文書化 

学校は、初期評価の同意を取得するため、特別支援教育および関連サービスを初めて提

供するため、新しいテストを含む再評価を実施するため、および初期評価のために州が

後見する子供の保護者を見つけるための合理的な努力を文書化し、保管しなければなり

ません。 文書には、次のような学校区の試みの記録を含めなければなりません。 
1. 架電またはコールアテンプトの詳細な記録とその結果。 

2. あなた宛てに送信した手紙の写しとあなたから受け取った返事。そして、 

3. あなたの自宅や職場への訪問の詳細な記録とその訪問の結果。 
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その他の同意情報 

学校区が次のことを行う前に、あなたの同意は必要ではありません。 
1. お子様の評価または再評価の一環として、既存のデータを確認する。または、 

2. 全生徒に与えられるテストまたは評価前に保護者からの同意を必要としない全生徒に与

えられるテストまたは評価をお子様に与える。 

自費でお子様を私立学校に入学させた場合、または自宅学習をするお子様の場合、お子

様の初期評価または再評価に同意しない場合、または同意の提供要求に応答されない場

合、学校区は、調停手続きを使用して同意を取得したり、適正手続きによる聴聞会手順

を使用して取り消しを無効にすることはできません 。 学校区はまた、お子様が公平な

私立学校サービス（保護者が選択した私立学校の特別支援教育を利用できるサービス）

を受ける資格があると判断する必要はありません。 

独立した教育評価 
34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 

学校区が実施した評価に同意されない場合、お子様のために独立教育評価（

Independent Educational Evaluation, IEE）を取得する権利があなたにはあります。 あなた

がIEEを要請する場合、学校区は、IEEを入手できる場所、およびIEEに適用される学校区

の基準に関する情報をあなたに提供しなければなりません。 

定義 

• 独立教育評価（IEE）とは、お子様の教育を担当する学校区に雇用されていない資格
のある試験官によって実施される評価です。 

• 公費とは、学校区が評価の全費用を支払うか、評価が無料で提供されることを保証
することを意味します。 

公費でIEEを受ける保護者の権利 

学校区が実施するお子様の評価に同意されない場合は、次の条件に従って、公費でお子

様のIEEを受ける権利があなたにはあります。 
1. 公費でお子様のIEEを要求する場合、学校区は、要求から15暦日以内に次のいずれかを行

わなければなりません。 (a) 適正手続きによる聴聞会の要請を提出して、お子様の評価

が適切であること、または取得したお子様の評価が学校区の基準を満たしていないこと

を示す。または、 (b)公費でIEEを提供することに同意する。 

2. 学校区が適正手続きによる聴聞会を要求し、学区によるお子様の評価が適切であると最

終決定された場合でも、公費ではありませんが、IEEを受ける権利があなたにはありま

す。 

3. あなたがお子様のIEEを要求する場合、学校区は、学区が実施する評価に反対する理由を

尋ねる場合があります。 但し、学校区は説明を求めることはできず、公費でお子様の
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IEEを提供すること不当に遅らせることはできません、または学校区のお子様の評価を擁

護するための適正手続きによる聴聞会の要請を届け出ることはできません。 

あなたには、学校区が行うお子様の評価であなたが納得しない評価に対して、公費でお

子様のIEEを1回だけ受ける権利があります。 

保護者が要請する評価 

公費でお子様のIEEを取得する場合、または私費で取得したIEEを学校区に提供する場

合： 
1. 学校区のIEEの基準を満たしている場合、学校区は、お子様へのFAPEの提供に関して下

された決定においてIEEの結果を考慮しなければなりません。そして、 

2. あなたまたは学校区は、お子様に関する適正手続きによる聴聞会で証拠としてIEEを提

示することができます。 

行政法判事（Adminisrative Law Judge, ALJ）による評価の要請 

ALJが適正手続きによる聴聞会の一環としてお子様のIEEを要求する場合、評価の費用は

公費で賄われなければなりません。 

学区基準 

IEEが公費で行われる場合、評価の場所や試験官の資格など、評価が得られる基準は、

学校区が評価開始時に基にした基準と同じでなければなりません（基準は、IEEを受け

るあなたの権利と矛盾があってはいけません）。 

上記の場合を除き、学校区は公費でIEEを取得することに関連する条件やスケジュール

を課すことはできません。 

情報の機密性 定義 
34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 

IDEAは、お子様の特別支援教育記録に関する権利をあなたに付与します。 これらの権

利は、全生徒の教育記録の保護に関連する法律「Family Educational Rights and Privacy Act

（FERPA）」（家庭教育の権利とプライバシー法、FERPA）に基づき、あなたの権利に

追加付与されます。 

「情報の機密性」の見出しに記載されている通りに使用する場合： 

• 破棄とは、情報が物理的に破棄されるか、情報から個人識別子が削除され、情報が個人を
特定できる情報ではなくなることを意味します。 

• 教育記録とは、Family Educational Rights and Privacy Act of 1974, 20 U.S.C. 1232g (FERPA)（1974

年の家庭教育の権利とプライバシー法、20 U.S.C 1232g (FERPA)）の規則を履行する34 CFR 

Part 99 （34 CFR パート 99）が定義する 「教育記録」です。 
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• 参加機関とは、Part B（パートB）またはIDEAに基づいて、個人を特定できる情報を収集、

維持、または使用する、または情報を取得する学校区、機関、または施設を意味します。 

個人を特定できる情報 
34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 

個人を特定できる情報とは、次のような情報を意味します。 
1. お子様の名前、保護者としてのあなたの名前、または別の家族の名前。 

2. お子様の住所; 

3. お子様の社会保障番号や生徒番号などの個人識別子。または、 

4. 合理的な確実性でお子様の特定が可能な個人的特徴または他の情報の一覧。 

保護者への通知 
34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 

OSPIは、規制を通じて、以下を含む個人を特定できる情報の機密性についてあなたにす

べて通知します。 
1. ワシントン州に住む様々な人口グループに向けに母国語で通知される説明。 

2. 個人を特定できる情報が保持されている子供たちの説明、求められる情報の種類、ワシ

ントン州が情報を収集する際に使用する方法（情報の収集元を含む）、および情報の用

途。 

3. 個人を特定できる情報の保管、第三者への開示、保持、および破棄に関して学校区が従

わなければならない方針と手順の要約。そして、 

4. Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)（家庭教育の権利とプライバシー法）基づ

く権利と、34 CFR Part 99（34 CFR パート 99）の施行規則を含む、情報に関する保護者と

生徒のすべての権利の説明。 

特別支援教育および関連サービスを必要としている子供たちを見つけ、特定し、評価す

るために、州全体で行う活動（「チャイルドファインド」とも呼ばれます）を実施する

前に、保護者への通知を新聞に掲載するか、他のメディアで発表するか、またはその両

方を行わなければなりません。 

アクセス権 
34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 

あなたには、IDEAのパートBに基づいて学区が収集、維持、または使用するお子様の教

育記録を検査および確認する権利があります。 学校区は、IEPに関する会議、または公

平な適正手続きによる聴聞会（決議会議または規律に関する特別支援教育の適正手続き

による聴聞会を含む）の前に、不必要な遅延なしにお子様の教育記録を検査および確認

するというあなたの要請に、要請してから45暦日以内に、応じなければなりません。 
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教育記録を検査および確認するあなたの権利には、次のものが含まれます。 
1. 記録の説明と解釈を求めるあなたの合理的な要求に対する学校区からの回答を得る権

利。 

2. 記録を受け取ったことがなく、記録を効果的に検査および確認できない場合は、学校区

に記録の写しを要求する権利。そして、 

3. 代理人に記録を検査および確認してもらう権利。 

学校区は、後見、別居、離婚などの事項を管理する該当する州法に基づきあなたに記録

を検査および確認する権限がないことが通知されない限り、それらの権限があなたにあ

るものとみなします。 

アクセスの記録 

各学校区は、IDEAのパートBに基づいて教育記録を収集、維持、またはアクセスした記

録の利用を認められた当事者の記録（当事者の名前、アクセスが許可され日付、および

当事者が許可された目的）を保持しなければなりません。 学校区は、保護者または学

校区の許可された従業員のアクセス記録を保持する必要はありません。 

複数名の子供に関する記録 

教育記録に複数の生徒に関する情報が含まれている場合、学校区が別の生徒に関する個

人を特定できる情報を開示せずにその情報を表示できない場合は、あなたは、お子様に

関連する情報のみを検査および確認する、またはその情報について通知を受ける権利が

あります。 

情報の種類および場所の一覧 

要請した場合、学校区は、学校区が収集、維持、または使用する教育記録の種類と場所

の一覧をあなたに提供しなければなりません。 

料金 

学校区は、IDEAのパートBに基づいて作成された記録の写しに対して料金を請求する場

合があります。但し、そのような料金は、記録の検査および確認する権利をあなたが行

使することを妨げるような料金であってはいけません。 学校区は、IDEAの下で情報を

検索または取得する際に料金を請求してはいけません。 

保護者の要請による記録の修正 
34 CFR §300.618 – §300.621; WAC 392-172A-05215 

IDEAに基づいて収集、維持、または使用されたお子様に関する教育記録の情報が不正確

、誤解を招く、またはお子様のプライバシーやその他の権利を侵害していると思われる

場合は、学校区に情報の変更を依頼することができます。 
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学校区は、あなたの要求を受け取ってから妥当な期間内に、あなたの要求に従って情報

を変更するかどうかを決定しなければなりません。 

聴聞会の機会、聴聞会の手順、および聴聞会の結果 

あなたの学区があなたの要求に従って情報を変更することを拒否した場合、学校区は、

その決定と学区の聴聞会を開催させる権利があたなにはあることを通知しなければなり

ません。 

あなたには、お子様の教育記録の情報が不正確、誤解を招く、またはお子様のプライバ

シーやその他の権利を侵害していないことを確認するために、聴聞会を要請する権利が

あります。 教育記録の情報に異議を唱えるための聴聞会は、FERPAを基に、学校区の聴

聞会手順に従って実施されなければなりません。 この聴聞会は、特別支援教育の適正

手続きによる聴聞会ではありません。 

聴聞会の結果、情報が不正確、誤解を招く、またはその他の方法で生徒のプライバシー

やその他の権利を侵害していると学校区が判断した場合、学校区はそれに応じて情報を

変更し、それらの変更を書面で通知しなければなりません。 

聴聞会の結果、情報が不正確、誤解を招く、またはその他の方法でお子様のプライバシ

ーやその他の権利を侵害していないと学校区が判断した場合は、その情報にコメントを

残したり、学校区の決定に同意できない理由を教育記録に加える権利があなたにあるこ

とを通知しなければなりません。 

お子様の記録に注記を残す場合、次の条件が課されます。 
1. 異議を申し立てた記録が学校区によって維持されている限り、お子様の記録の一部とし

て、学校区はこの全記録を保持しなければなりません。そして、 

2. 学区がお子様の記録または異議を申し立てた部分をいずれかの当事者に開示する場合、

追加された注記もその当事者に開示しなければなりません。 

個人を特定できる情報の開示に関する同意 
34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 

FERPAが保護者の同意なしに公開を禁じているお子様の教育記録に含まれる個人を特定

できる情報を他者に開示する前に、保護者からの書面による同意を得なければなりませ

ん。 通常、個人を特定できる情報をIDEAのパートBの要件を満たすために参加機関の職

員に公開する際は、あなたの同意は必要ありません。 但し、移行サービスを提供また

は支払う参加機関の職員に個人を特定できる情報を公開する前に、あなたの同意、また

はお子様が成人している場合は本人の同意を得なければなりません。 加えて、あなた

の居住学校区にある学校にお子様が通学していない場合で、お子様が他の学校区の私立

学校に通う場合は、私立学校がある学校区の職員とお子様がの居住学校区の職員との間

でお子様の個人を特定できる情報を公開する場合、公開前にあなたの同意を得なければ

なりません。 
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個人を特定できる情報の保護 
34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 

学校区は、収集、保管、開示、および破棄の各段階で、個人を特定できる情報の機密性

を保護しなければなりません。 学校区の職員1名に、個人を特定できる情報の機密性を

保証する責任を負わせなければなりません。 個人を特定できる情報を収集または使用

するすべての人は、IDEAおよびFERPAのパートBに基づく機密保持に関するトレーニン

グを受ける、または指示に従わなければなりません。 

各学校区は、公的検査のために、個人を特定できる情報にアクセスできる可能性のある

機関の従業員の名前と役職の現在の一覧を保管しなければなりません。 

情報の破棄、保持、および保管 
34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 

学校区は、お子様に教育サービスを提供する際に、収集、維持、または使用した個人を

特定できる情報が不要になった場合、あたなにその旨を通知しなければなりません。 

不要になった場合は、あなたが要望すれば、情報は破棄されます。 但し、お子様の名

前、住所、電話番号、成績、出席記録、出席したクラス、おさめた成績、および修了年

の永続的な記録は、時間制限なしに保持される場合があります。 

Chapter 40.14 RCW（第40.14章 RCW）に記録の保持に関する州法が記載されています。 

学校区が記録を保持しなければならない手順（期間）は、Washington Secretary of State, 

Division of Archives and Records Management（ワシントン州務長官、アーカイブおよび記

録管理部門）によって公開されています。 

特別支援教育に関する紛争解決手順 

お子様の特別支援教育プログラムのどの点においても、あなたが参加することに大きな

意味があります。 お子様が初めて紹介された時点から、あなたの参加が求められま

す。 あなたと学区は、お子様の特別支援教育プログラムに影響を与える、一致しない

見解を解決するために協力することが奨励されています。 あなたとあなたの学校区の

見解が一致せず解決できない場合は、正式な紛争解決オプションを利用することができ

ます。 調停、苦情報告、および公平な適正手続きによる聴聞会などのオプションがあ

ります。 

調停 
34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 
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一般 

特定、評価、教育的プレイスメント、およびお子様へのFAPEの提供に関連する問題の

解決の支援を受ける、または聴聞会が要求された場合に、あなたまたは学校区は無料で

調停サービスを利用することができます。 調停は任意であり、適正手続きによる聴聞

会に対するあなたの権利を否定または遅延させたり、IDEAのパートBに基づき付与され

たその他のあなたの権利を否定するために使用することはできません。 調停は、あな

たと学校区にとって都合の良い場所および日程で予定されます。 

学校区は、調停を利用しないことを選択した保護者に対して、都合のよい時間と場所

で、利害関係のない団体を挟んであなたと会議する機会を計画・提供しなければなりま

せん。 
1. 利害関係のない団体とは、適切な裁判外紛争解決機関、または州内の保護者トレーニン

グおよび情報センター、あるいはコミュニティ保護者リソースセンターと契約する団体

のことを指します。そして、 

2. 調停の利点を説明し、その利用をあなたに推奨します。 

調停人の公平性 

調停は、公平で、効果的な調停技術の訓練を受けた有資格者によって行われます。 そ

の者はまた、特別支援教育および関連サービスの提供に関連する法律および規制に精通

していなければなりません。 OSPIは、調停を行う外部機関と契約しています。 その機

関は、調停人の一覧を管理しています。 調停人は、無作為、交互、またはその他の公

平な基準で割り当てられます。 調停人は、（1）調停の対象であるお子様に直接サービ

スを提供しているOSPI、学校区、またはその他の州機関の従業員であってはいけませ

ん、（2）個人的または職業上の利害関係があってはいけません。 調停は、あなたと学

校区にとって都合の良い場所および日程で予定されます。 

調停による合意 

あなたと学区が合意に達した場合、文書化された調停合意書（書面による合意書）に、

法的拘束力のある同意書を締結する権限を与えられた学校区の代表者とあなたが署名を

しなければなりません。 調停中に交わされた話し合いは機密情報であり、連邦裁判所

またはワシントン州裁判所の適正手続きによる聴聞会または民事訴訟の証拠として使用

することはできません。 これは、書面による合意書に記載しなければなりません。 但

し、調停合意書自体は証拠として使用することができます。 調停合意書は、管轄州裁

判所または米国の所轄地方裁判所において法的拘束力があり、強制的に執行することが

できます。 

特別支援教育に関する市民苦情調査および適正手続きによる聴聞会の違い 

IDEAのパートBの規制には、州の苦情（市民苦情）と適正手続きによる聴聞会の手順が

異なることが記されています。 市民苦情は、学校区、OSPI、またはその他の公的機関
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がパートBの要件、34 CFR パート300に記載の連邦規則、またはパートBを履行する州の

規制に違反したと主張する個人または組織によってOSPIに提出されることがあります。 

市民苦情は、苦情を申し立てた人、学校区、または苦情に対応する他の機関が届け出た

違反に関する情報に基づいて、OSPIによって調査されます。 市民苦情は、違反から1年

以内にその申し立てを提出しなければなりません。 

適正手続きによる聴聞会の要請は、お子様の特定、評価、教育的プレイスメント、また

は無料で提供される適切な公教育（FAPE）に関連する問題について、あなたまたは学

校区のみが提出することができます。 適正手続きによる聴聞会は、独立した州機関で

あるOffice of Administrative Hearings（行政聴聞会事務局）に雇用されている行政法判事

（ALJ）によって実施されます。 適正手続きによる聴聞会には、通常、証人が証言およ

び証拠を提出します。 適正手続きによる聴聞会の要請は、違反から2年以内に申し立て

を提出しなければなりません（偽りの陳述または情報の差し控えなど一部の例外を除

く）。 

市民苦情および適正手続きによる聴聞会のタイムラインと手順： 

市民苦情手続き 
34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045 

OSPIには、州の苦情を解決する手順が用意されています。 手順は州の規制に記され

おり、州の苦情に関する情報はWebサイトで管理されています。 

あなた、個人、または組織が、IDEAが管理する学校区、OSPI、またはその他の教育

機関がIDEAのパートB、パートBを履行する規則、または対応する州の規則に違反し

ていると疑う場合は、書面による苦情を「Office of Superintendent of Public Instruction 

(OSPI), Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200」に提出することがで

きます。 あなたは、苦情の写しを、苦情を申し立てている学校区または他の機関に

提出しなければなりません。 

苦情の届け出 

書面による苦情は、あなたまたは苦情を届け出た個人または組織が署名しなければなり

ません。尚、書面による苦情には次の情報を含めなければなりません。 
• 学区または他の機関がIDEAのパートBの要件、パートBを履行する規則、該当する州法ま

たは規制に違反したという声明、あるいは学区または他の機関が調停または解決協定を

採用していないという声明。 

• 学区または他の機関の名前と住所。 

• ある生徒に関わる苦情の場合は生徒の名前、もし生徒がホームレスの場合は連絡先情

報。 

• 生徒が通学する学校の名前。 

• 特定の事実を伴う問題の説明。 
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• 苦情を申し立てるときに問題の解決策がわかっていて利用できる場合、その範囲内で問

題の解決策を提案します。そして、 

• あなたの名前、住所、電話番号。 

OSPIが上記の要件を満たす苦情を受理した日より1年以上前に違反が発生していてはい

けません。 

OSPIは、苦情の申し立て時に参考・利用できるサンプルフォーム（申請書）を用意して

います。 このフォームは、Webページ（ OSPI/Special Education/File a Citizen Complaint/ 

Frequently asked questions and request forms）で入手することができます。 尚、このフ

ォームを使用する必要はありません。 

苦情調査 

OSPIは、調査期間の延長が許可されない限り、苦情を受理してから60暦日以内に調査

し、書面による決定を発行しなければなりません。 60日の期間中、OSPIは、(1) 学校区

に苦情に対応するよう要求します。 (2) あなたまたは申立人に苦情の申し立てに関する

追加情報を提出する機会を与えます。 (3) OSPIが必要であると判断した場合、独立した

現場調査を実施することができます。 (4) すべての関連情報を確認し、学区または他の

機関がIDEAのパートBに関連する要件に違反しているかどうかについて独立した判断を

下します。 

調査、延長、書面による判決 

60暦日の期限は、次の場合にのみ延長することができます。 (1) 特定の苦情に関して例

外的な状況が存在する。または、 (2) あなたと学校区が、調停または紛争を解決するた

めの代替の紛争解決方法を通じて、苦情を解決する時間を延長することを両者とも同意

している（書面による同意でなければならない）。 

書面による決定は、あなたまたは苦情申立人と学区に送付されます。 書面による決定

は、それぞれの申し立てに対処します。 書面による決定には、各申し立ての事実認

定、結論、決定の理由、および違反が発生した場合に苦情を解決するために必要と思わ

れる合理的な是正措置が記されます。 

苦情救済 

OSPIが苦情処理を通じて違反または適切なサービスの提供の失敗を発見した場合、決定

は、 
1. 必要に応じて、生徒のニーズに基づいた金銭的払い戻しまたはその他の是正措置など、

サービスの拒否を是正する方法を提示します。そして、 

2. 全生徒に対して適切な特別支援教育サービスの将来的な提供について示唆します。 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
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特別支援教育に関する市民苦情および適正手続きによる聴聞会 

適正手続きによる聴聞会の対象でもある市民苦情を受け取った場合、または複数の問題

を含む苦情の1つ以上の問題が適正手続きによる聴聞会に関連している場合、OSPIは、

適正手続きによる聴聞会が対処している苦情に関する調査を聴聞会が終了するまで一時

的に中断しなければなりません。 適正手続きによる聴聞会に無関係の苦情の問題は、

苦情の対処期間内に解決しなければなりません。 

苦情として提起した問題が同じ当事者間の適正手続きによる聴聞会で過去に決定が下さ

れている場合、聴聞会の決定には拘束力があり、OSPIはその問題を調査しない可能性が

あることを申立人に通知しなければなりません。 

OSPIは、学区が適正手続きによる決定を実施しなかったと主張する苦情を解決しなけれ

ばなりません。 

適正手続きによる聴聞会手順 
34 CFR §§300.507 – 300.513; WAC 392-172A-05080–05125 

一般 

あなたまたは学校区は、お子様の特定、評価、教育的プレイスメント、あるいはお子様

へのFAPEの提供に関連する問題について、適正手続きによる聴聞会の要請を提出する

ことができます。 適正手続きによる聴聞会の要請が提出されたとき、または地域で利

用可能な無料または低コストの法律サービスおよびその他の関連サービスについてあな

たが情報を要請したとき、学校区はその情報をあなたに提供しなければなりません。 

適正手続きによる聴聞会手順では、もしあなたが弁護士を雇っている場合は「あなた」

には弁護士も含まれ、もし学校区が弁護士を雇っている場合は「学校区」には学校区を

代表する弁護士も含まれます。 

届け出 

適正手続きによる聴聞会を要請するには、あなたまたは学区は聴聞会の要請を相手方に

提出しなければなりません。 要請には下記の内容がすべて含まれていなければなら

ず、また機密を保持しなければなりません。 

あなたまたは学区は、どちらが要求を提出したかにかかわらず、次の住所に、OSPI、

Administrative Resource Services（管理リソースサービス）宛てで聴聞会の要請の写しを

提供しなければなりません。 

Office of Superintendent of Public Instruction 
Administrative Resource Services 
Old Capitol Building 
PO Box 47200 
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Olympia, WA 98504-7200 
Email: appeals@k12.wa.us 

適正手続きによる聴聞会の要請には、下記を含めなければなりません。 
1. 生徒の名前。 

2. 生徒の自宅住所。 

3. 生徒の学校の名前。 

4. 生徒が子供でホームレスである場合、生徒の連絡先情報。 

5. 問題に関連する事実を含む、問題の性質の説明。そして、 

6. あなたまたは学校区がその時点でわかっていて利用できる範囲内での問題の解決策の提

案。 

適正手続きによる聴聞会の要請に関する聴聞会前に必要な通知 

あなたまたは学区は、あなたまたは学区が相手方に適正手続きによる聴聞会の要請を提

出し、上記の情報を含む要請の写しをOSPIに提供するまで、適正手続きによる聴聞会を

開催できない場合があります。 

聴聞会の要請の十分性 

適正手続きによる聴聞会の要請を進めるためには、要請に十分性が認められなければな

りません。 十分性とは、要請が上記の届け出の内容要件を満たしていることを意味し
ます。 適正手続きによる聴聞会の要請を受け取った当事者が、15暦日以内にALJおよび

他の当事者に、適正手続きによる聴聞会の要請が不十分であると書面で通知しない限

り、適正手続きによる聴聞会の要請の十分性が認められます。 

不十分さを示す通知を受理してから5暦日以内に、ALJは適正手続きによる聴聞会の要請

が上記の要件を満たしているかどうかを判断し、直ちに書面であなたと学区に通知しな

ければなりません。 

聴聞会の要請の修正 

あなたまたは学校区は、次の場合にのみ聴聞会の要請を変更することができます。 
1. 相手方が書面による変更を承認し、下記に説明する解決会議（あなたの場合、保護者が

適正手続きによる聴聞会を要請した場合）を通じて聴聞会の要請を解決する機会が与え

られます。または、 

2. 適正手続きによる聴聞会が始まる5日前までに、聴聞官は変更の許可を与えなければな

りません。 

あなたが聴聞会を要請する当事者であり、適正手続きによる聴聞会の要請に変更を加え

る場合、解決会議のタイムライン、および解決の期間（「解決手順」を参照してくださ
い）は、修正要求が提出された日、またはALJが要求を許可した日から再開します。 

mailto:appeals@k12.wa.us
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適正手続きによる聴聞会の要請に対する学校区の対応 

あなたが要請する適正手続きによる聴聞会の主題に関して、「事前の書面による通知」
という見出しに記載されている通り、学区が事前の書面による通知をあなたに送付して

いない場合、学区は適正手続きによる聴聞会の要請を受理してから10暦日以内に下記

を含む応答を送付しなければなりません。 
1. 適正手続きによる聴聞会の要請で提起された措置をとることを学校区が提案または拒否

した理由の説明。 

2. お子様のIEPチームが検討した他のオプションの説明と、それらのオプションが拒否され

た理由。 

3. 処分に至った、学区の各評価手順、評価、記録、またはレポートの説明が含まれていな

ければなりません。そして、 

4. 学校区の提案または拒否された処分に関連する他の要因の説明。 

学校区は、上記の項目1〜4の情報を提供していても、適正手続きによる聴聞会の要請

が不十分であると主張する場合があります。 

適正手続きによる聴聞会の要請に対する相手方の対応 

懲戒処分に関する適正手続きによる聴聞会手順の手順の節で説明しているように、適正
手続きによる優先聴聞会を除き、適正手続きによる聴聞会の要請を受理した当事者は、

要求を受理した10暦日以内に、具体的にどのように要求に対処するか相手方に送付し

なければなりません。 いずれの当事者も、適正手続きによる聴聞会の要請が不十分で

あると主張することができます。 

サンプルフォーム（申請書）s 
34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 

OSPIは、適正手続きによる聴聞会の要請の届け出に参考・利用できるサンプルフォーム

（申請書）を用意しています。 このフォームは、Webページ（OSPI - Special Education - 

Request a Due Process Hearing - Frequently asked questions and request forms）で入手する

ことができます。尚、このフォームを使用する必要はありません。 但し、適正手続き

による聴聞会の要請に必要な情報がすべて含まれていない場合、適正手続きによる聴聞

会を受ける権利が拒否、または遅延される可能性があります。 また、学区の特別支援

教育部門から聴聞会要請書の写しを入手することもできます。 

適正手続きによる聴聞会保留時の生徒のプレイスメント 

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 

下記の「障害のある生徒を懲戒する場合の手続き」という見出しに記載されている状況
を除き、 適正手続きによる聴聞会の要請が相手方に送付された後、解決の過程の期間

中、公平な適正手続きによる聴聞会または裁判所の手続きの決定を待っている間、ALJ

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
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の判決を上訴する場合、あなたと学校区が別段の合意をしない限り、お子様は現在の教

育的プレイスメントに留まらなければなりません。 

適正手続きによる聴聞会の要請に公立学校への新入学の申請が含まれている場合、お子

様は、あなたの同意を得た上で、すべての手続きが完了するまで通常の公立学校プログ

ラムを受けなければなりません。 

適正手続きによる聴聞会の要請に、IDEAのパートCからパートBに移行するお子様、3歳

になりパートCのサービスを受ける資格がなくなったお子様に対してIDEAのパートBに

基づく初期サービスの提供が含まれる場合、学校区はお子様が受けていたパートCサー

ビスを提供する必要はありません。 IDEAのパートBに基づきお子様に受講資格があると

判断され、お子様が初めて特別支援教育および関連サービスを受けることにあなたが同

意した場合、手続きの結果が出るまで、学区は、あなたと学区がお互いに異議を唱えて

いない特別支援教育および関連サービスを提供しなければなりません。 

ALJがプレイスメントの変更が適切であると決定した場合、プレイスメントに関するそ

の決定は、控訴中の適正手続きによるプレイスメントの決定としても扱う必要があり、

あなたと学区の間で合意されなければなりません。 

解決プロセス 
34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

決議会議 

あなたが適正手続きによる聴聞会の要請を学区およびOSPIに提出してから15日以内に、

学区は、あなたと適正手続きによる聴聞会の要請で特定した事実について知っている関

連メンバーまたはIEPチームのメンバーとの会合を予定しなければなりません。 この会

合は、あなたと学区が調停に同意するか、決議会議を放棄することに同意しない限り、

適正手続きによる聴聞会のタイムラインが始まる前に開催されなければなりません。 

会議: 
1. 学校区を代表し、意思決定権を有する代表者が会合に参加しなければなりません。そし

て、 

2. あなたが弁護士を伴わない限り、学校区の弁護士が参加することはできません。 

会合の目的は、適正手続きによる聴聞会の要請と要請の根拠となる事実について話し合

い、紛争を解決する機会を学区に与えることです。 あなたと学区は、決議会議に出席

するIEPチームの関連メンバーを決定できます。 

次の場合、決議会議は必要ありません。 
1. あなたと学校区は書面で会合を放棄することに同意した。または、 

2. あなたと学校区は、「調停」のという見出しに記載されている通り、調停を使用するこ
とに同意した。 
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解決期間 

適正手続きによる聴聞会の要請を学区およびOSPIに提出してから30暦日以内に学区が適

正手続きによる聴聞会のあなたの要請を満足するように解決しなかった場合は、適正手

続きによる聴聞会が開かれる可能性があります。 

最終決定を発行するまでの45暦日のタイムラインは、30暦日の解決期間の終了と同時

に始まります。但し、下記に説明するように、30暦日の解決期間には期間調整を余儀

なくされる例外があります。 

あなたと学校区が解決手順を放棄するか調停を使用することに同意しない限り、もしあ

なたが決議会議に参加しなかった場合、あなたが会議への参加に同意するまで、解決手

順と適正手続きによる聴聞会のタイムラインに遅延が生じます。 

決議会議にあなたが参加するよう、学区が合理的な努力を行い、それらの努力を文書化

した後でも、あなたが決議会議に参加しない場合、学区は、30暦日の解決期間の終わ

りに、ALJに適正手続きによる聴聞会の要請を却下するよう要求することができます。 

学区は、決議会議を開催するために相互が合意する時間と場所を手配した試みを文書化

しなければなりません。 次のような試みが文書化される記録に含まれます。 
1. 架電またはコールアテンプトの詳細な記録とその結果。 

2. あなた宛てに送信した手紙の写しとあなたから受け取った返事。そして、 

3. あなたの自宅や職場への訪問の詳細な記録とその訪問の結果。 

あなたが学区およびOSPIに適正手続きによる聴聞会の要請を提出してから15暦日以内に

学区が決議会議を開催できない場合、または学区が決議会議に参加できない場合は、

ALJに45暦日の適正手続きによる聴聞会のタイムラインを始めるように要求することが

できます。 

30暦日の解決期間の調整 

あなたと学区が決議会議を放棄することに書面で同意した場合、適正手続きによる聴聞

会の45暦日のタイムラインはその翌日から始まります。 

調停または決議会議の開始後、30暦日の決議期間が終了する前に、あなたと学区が書

面で合意が不可能であることに同意した場合、適正手続きによる聴聞会の45暦日のタ

イムラインがその翌日から始まります。 

あなたと学区が調停の利用に同意したが、まだ合意に達していない場合、30暦日の解

決期間の終わりに、両当事者は、合意に達するまで調停を継続することを書面で同意す

ることができます。 但し、あなたまたは学区のいずれかが調停から撤退した場合、適

正手続きによる聴聞会の45暦日のタイムラインはその翌日から始まります。 
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書面による和解同意書 

あなたと学区が決議会議で紛争を解決する場合、あなたと学区は次のような法的拘束力

のある同意書を締結しなければなりません。 
1. あなたと、学区を拘束する権限を持つ学区の代表者によって署名されていること。そし

て、 

2. 管轄権を有するワシントン州上級裁判所または米国の所轄地方裁判所で執行可能である

こと。 

同意書審査期間 

あなたと学区が決議会議の結果として同意書を締結した場合、あなたまたは学区のいず

れかが、あなたと学区が同意書に署名してから3営業日以内に同意書を無効にすること

ができます。 

公平な適正手続きによる聴聞会 
34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080–05095 

一般 

適正手続きによる聴聞会の要請が提出されるときはいつでも、あなたまたは紛争に関与

する学区は、公平な適正手続きによる聴聞会の機会を得ることができなければなりませ

ん。 

行政法判事（ALJ） 

聴聞会は、Office of Administrative Hearings (OAH)（行政聴聞会）に雇用されている資格

のある独立したALJによって行われます。 

少なくとも、ALJは、 
1. OSPIまたはお子様の教育または世話に関与する学区の従業員であってはなりません。 但

し、ALJとしての役割を果たすために機関から支払いを受け取る個人を機関の従業員と

みなすことはできません。 

2. 聴聞会におけるALJの客観性が失われるような、個人的または職業上の利害関係があっ

てはいけません 

3. ALJはIDEAの規定、IDEAに関連する連邦および州の規制、および連邦および州の裁判所に

よるIDEAの法的解釈に精通し、理解がなければなりません。そして、 

4. 適切で標準的な法的慣行に従って、聴聞会を実施し、決定を下し、文章化する知識と能

力を持っていなければなりません。 

各学区は、各ALJの資格証明書を含む、ALJを務めることができる個人の一覧を保持して

いなければなりません。 ALJのリストは、OSPI Webサイトでも維持されています。 
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適正手続きによる聴聞の主題 

適正手続きによる聴聞会を要請する当事者は、相手方が同意しない限り、適正手続きに

よる聴聞会の要請で対処されなかった問題を適正手続きによる聴聞会で提起することは

できません。 

聴聞会を要請するためのタイムライン 

あなたまたは学区は、あなたまたは学区が聴聞会の要請で扱われた問題について知って

いた、または知っていなければならなかった日から2年以内に適正手続きによる聴聞会

の要請を提出しなければなりません。 

タイムラインの例外 

上記のタイムラインは、次の理由で適正手続きによる聴聞会の要請を提出できなかった

場合には適用されません。  
1. 学区は、聴聞会の要請で提起している問題を解決したと明らかに誤って認識していた場

合。または、 

2. 学区が、IDEAのパートBに基づいて提供されなければならなかった情報を保留した場

合。 

聴聞権 
34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

一般 

あなたには、適正手続きによる聴聞会（懲戒手続きに関連する聴聞会を含む）で自分自

信を代表する権利があります。 あなたと学校区は、適正手続きによる聴聞会（懲戒手

続きに関連する聴聞会を含む）の当事者として、下記の権利を有しています。 
1. 弁護士が代理を務める、および障害のある生徒の問題に関する特別な知識または訓練を

受けた人の同行、ならびにその人から助言を受ける権利。 

2. 証拠の提示、対峙、尋問、証人の出席を要求する権利。 

3. 聴聞会の少なくとも5営業日前までに相手方に開示しなかった証拠を聴聞会で紹介する

ことを禁止する権利。 

4. 聴聞会の内容の文書化、またはオプションとして、一言一句が電子記録された資料を入

手する権利。そして、 

5. 事実認定と決定に関する調査結果を書面で、またはオプションで、電子的に入手する権

利。 
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情報の追加開示 

適正手続きによる聴聞会の少なくとも5営業日前までに、あなたと学区は、それまでに

完了したすべての評価と、あなたまたは学区が聴聞会で使用する予定の評価に基づく推

奨事項を相互に開示しなければなりません。 

ALJは、この要件に従わない当事者が、相手方の同意なしに、関連する評価または推奨

を聴聞会で紹介しようとすることを防ぐことができます。 

聴聞会での保護者の権利 

あなたには、 
1. お子様を同席させる権利があります。 

2. 聴聞会を一般に公開する権利があります。そして、 

3. 聴聞会の記録、事実認定、決定を無料で入手できる権利があります。 

聴聞会のタイムラインと利便性 
34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 

決議会議の30暦日の期間の満了後45暦日以内、または調整された解決期間の満了後45

暦日以内に、 
1. 聴聞会で最終決定が下されます。そして、 

2. 決定の写しが各当事者に郵送されます。 

ALJは、いずれかの当事者の要求に応じて、上記の45暦日の期間を超える期間延長を許

可する場合があります。 

各聴聞会は、あなたとお子様にとって合理的に都合の良い時間と場所で行われなければ

なりません。 

聴聞会の決定 
34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105 

ALJの決定 

お子様が無料で適切な公教育（FAPE）を受けていたかどうかに関するALJの決定は、実

質的な根拠に基づいていなければなりません。 

学区が手続き違反をしたとあなたが主張する聴聞会では、ALJは、手続きに下記の不備

があった場合に、お子様がFAPEを受けることができなかったと判断する場合がありま

す。 
1. お子様のFAPEに対する権利を妨害した。 
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2. お子様に提供されるFAPEに関する意思決定までの過程中にあなたの参加機会を著しく妨

害した。または、 

3. 教育給付金の剥奪を引き起こした。 

建設的条項 

ALJがFAPE違反を発見しなかった場合でも、ALJは、IDEAのパートB（34 CFR§§300.500か

ら300.536）に記された連邦規則の手続きにおける保護措置の要件に準拠するよう学区

に命じることができます。 

適正手続きによる聴聞会の別個の要求 

すでに提出されている適正手続きによる聴聞会の要請とは別の問題について、別個の適

正手続きによる聴聞会の要請を提出することができます。 

調査結果と諮問委員会および一般市民への決定 

OSPIは、個人を特定できる情報を削除し、次のことを行います。 
1. 適正手続きによる聴聞会での調査結果と決定をWashington’s Special Education Advisory 

Committee (SEAC)（ワシントンの特別支援教育諮問委員会）（SEAC）に提供します。そ

して、 

2. 調査結果と決定を一般公開します。 

決定の最終性; 上訴 
34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 

適正手続きによる聴聞会（懲戒手続きに関連する聴聞会を含む）で下された決定は、聴

聞会に関与するいずれかの当事者（あなたまたは学区）が下記に説明するように民事訴

訟を起こすことによって決定を上訴しない限り、最終決定となります。 

民事訴訟（訴訟を提起する期間を含む） 
34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

一般 

いずれかの当事者が適正手続きによる聴聞会（懲戒手続きに関連する聴聞会を含む）の

結果および決定に同意しない場合、その当事者には、適正手続きによる聴聞会の対象と

なった問題に関して民事訴訟を起こす権利があります。 訴訟は、州の管轄裁判所（こ

の種の訴訟を審理する権限を有する州裁判所）または米国の所轄地方裁判所に提起する

ことができます。 米国の地方裁判所は、係争中の金額に関係なく、IDEAのパートBに基

づいて提起された訴訟を裁定する権限を有します。 
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時間制限 

ALJが民事訴訟の提起を決定した日から90暦日以内に、当事者は訴訟を提起しなければ

なりません。 

追加手順 

民事訴訟では、裁判所は、 
1. 行政審理の記録を受け取ります。 

2. あなたまたは学区の要求に応じて提示された追加の証拠を確認します。そして、 

3. 証拠の優越性に基づいて決定を下し、裁判所が適切であると判断した救済を認めます。 

建設的規則 

IDEAのパートBは、アメリカ合衆国憲法、 Americans with Disabilities Act of 1990（1990年

の障害を持つアメリカ人法）、Title V of the Rehabilitation Act of 1973 (Section 504（1973

年のリハビリテーション法の第V編）（第504条）、または障害を持つ生徒の権利を保

護するその他の連邦法が保証する権利、手順、および救済を限定または制限しません。 

但し、IDEAのパートBの下で利用可能な救済をこれらの法律に基づいて民事訴訟を提起

し・求める場合は、上記の適正手続きによる聴聞会手順は、IDEAのパートBの下に訴訟

を提起した場合と同様に取り扱わなければなりません。 これは、IDEAの下で利用可能

な救済策と他の法律の下で利用可能な救済策が重複する可能性があることを示唆してい

ますが、通常、他の法律の下で救済を受けるには、直接法廷に出廷する以前に、まず公

平な適正手続きによる聴聞会手順を使用して、IDEAの下で利用可能な救済策の取得を試

みなければなりません。 

弁護士費用 
34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 

一般 

あなたが弁護士が代理人を務める民事訴訟で勝訴した場合、裁判所は、その裁量によ

り、かかる料金の一部として正当な弁護士費用を敗訴側に支払うよう命じることがあり

ます。 

IDEAのパートBに基づいて提起された訴訟または手続きにおいて、裁判所は、その裁量

により、以下の場合、費用を優勢な学区またはOSPIに支払うようあなたの弁護士に命じ

ることがあります。 (a) 裁判所が取るに足らない、不合理である、または根拠がないと

判断した苦情または訴訟をあなたの弁護士が提起した場合。または、 (b) 訴訟が明らか

に軽薄、不合理、あるいは根拠がないことが明らかになった後もあなたの弁護士が訴訟

を継続した。または、 
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IDEAのパートBに基づいて提起された訴訟または手続きにおいて、適正手続きによる聴

聞会またはその後の訴訟が嫌がらせ、不必要な遅延、または訴訟あるいは手続きの費用

の不必要な増加などの不適切な目的で行われていたことが判明した場合、裁判所は、そ

の裁量により、費用を優勢な学区またはOSPIに支払うようあなたまたはあなたの弁護士

に命じることがあります。 

費用の裁定 

弁護士費用は、提供されたサービスの種類と質、および訴訟または聴聞会が行われた地

域社会で一般的とされる料金に基づいていなければなりません。 裁定される費用の計

算にボーナスまたは乗数をあてることはできません。 

次の場合、書面による和解の申し出が提案された後に実行されたサービスの弁護士費用

は裁定されず、IDEAのパートBに基づく訴訟または手続きに関連する費用は払い戻され

ないことがあります。 
1. Rule 68 of the Federal Rules of Civil Procedure（連邦民事訴訟規則の規則68）で規定された

時間内に、または適正手続きによる聴聞会または州レベルの審査の場合は手続き開始か

ら10暦日以前に、申し出が提案された場合。 

2. 申し出が10暦日以内に受け入れられなかった場合。そして、 

3. 裁判所またはALJが、あなたが最終的に得た救済が、和解の申し出よりもあなたにとっ

て不利であると判断した場合。 

これらの制限にもかかわらず、あなたが勝訴し、あなたが和解の申し出を拒否すること

を実質的に正当化された場合、裁判所はあなたに正当な弁護士費用を敗訴側に支払うよ

う命じることがあります。 

但し、行政審理または訴訟の結果として招集された会議を除き、あなたはIEPチームの

会議に関連する弁護士費用を授与することはできません。 

適正手続きによる聴聞会手順で必要とされる決議会議は、行政審理または裁判所の訴訟

の結果として招集された会議とは見なされず、また、弁護士費用の規定の可能性がある

行政審理または裁判所の訴訟とは見なされません。 

裁判所は、下記のことを認めた場合、必要に応じて、IDEAのパートBに基づいて裁定さ

れる弁護士費用の額を減額することができます。 
1. あなたまたはあなたの弁護士は、訴訟または手続きの過程で、紛争の最終的な解決を不

当に遅らせた。 

2. 裁定される弁護士費用の額が、地域の類似するスキル、評判、および経験を有する弁護

士が同様のサービス費用に比べて不合理に高い場合。 

3. 訴訟または手続きの性質を考慮すると、費やした時間および提供された法律サービスが

過剰だった場合。または、 

4. あなたを代表する弁護士は、「適正手続きによる聴聞会の要請」という見出しに記載さ
れている適正手続きによる通知で適切な情報を学区に提供していない。 
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但し、州または学区が訴訟または手続きの最終的な解決を不当に遅らせた、またはIDEA

のパートBの手続き上の保護条項に違反したと裁判所が判断した場合、裁判所は費用を

減額することはできません。 

特別支援教育の対象となる生徒のための懲戒手続き 

お子様が懲戒処分を受けた場合、お子様は特別支援教育の保護を受けることができま

す。 これらの保護は、全生徒に適用される懲戒手続きに追加されます。 これらの保護

は、学区が生徒が特別支援教育の受講資格があることを知っていなければならなかった

が、まだ特別支援教育の資格が特定されていない生徒にも適用されます。 

学校職員の権限 
34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 

ケースバイケースの決定 

学校職員は、規律に関連する下記の要件に従って行われたプレイスメントの変更が、学

生行動規範に違反したお子様に適切であるかどうかを判断する際に、ケースバイケース

で独自の状況を考慮することがあります。 

一般 

障害のない生徒に対しても取る措置の範囲で、学校職員は、10授業日以内で、お子様

を現在のプレイスメントから適切な暫定的な代替教育環境または別の環境に移動させ

る、またはお子様が学生行動規範に違反した場合はお子様に一時停学処分を与えること

があります。 プレイスメントを変更しない場合、学校職員はまた、各違法行為に対し

て、同学年度中に連続10授業日以内でお子様を移動させる場合があります。（懲戒的
移動によるプレイスメントの変更を参照してください） 

お子様が同学年度中に合計10授業日、現在のプレイスメントから移動された場合、学

区は、移動する期間中、「サービス」という小見出しに記載されている必要な範囲でサ
ービスを提供しなければなりません。 

追加権限 

学生行動規範に違反する行動がお子様の障害の兆候ではなく（下記の「症状の判定」を
参照してください）、懲戒処分によるプレイスメントの変更が連続して10授業日を超

える場合、学校職員は障害のない生徒と同じ方法で同じ期間の懲戒手続きをお子様に適

用することができます。但し、学校は下記の「サービス」に記載するサービスを期間中
提供しなければなりません。 お子様のIEPチームが、この状況に合った、お子様が受け

るサービスの暫定的な代替教育環境を決定します。 
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サービス 

お子様が受けているサービスは、お子様が現在のプレイスメントから移動する際に、暫

定的な代替教育環境で提供される場合があります。 

学区は、障害のない生徒を同様に移動させる際にサービスを提供している場合を除き、

学年度中に10授業日以内を現在のプレイスメントから移動させられる子供に対してサ

ービスを提供する必要はありません。 

お子様が現在のプレイスメントから10授業日以上移動になった場合、お子様は、 
1. 別の環境でも一般教育カリキュラムに引き続き参加できるように、またIEPが設定した目

標の達成に向けて前進できるように、引き続き教育サービスを受けなければなりませ

ん。そして、 

2. 行動が障害の症状が原因である場合、必要に応じて、行動違反が二度と起こらないよう

にするために、機能的行動評価、および行動介入サービスならびに修正を受けなければ

なりません。 

お子様が同学年の10授業日を現在のプレイスメントから移動された後、また現在の移

動が連続して10授業日以内だった場合、および移動がプレイスメントの変更ではない

場合（下記の定義を参照してください）次に、学校職員は、お子様の教師の少なくと

も1名と相談して、別の環境であるかもしれませんが、お子様が一般教育カリキュラム

に引き続き参加できるように、またIEPに定められた目標の達成に向けてお子様が前進

するために必要なサービスの範囲を決定します。 

移動がプレイスメントの変更である場合（下記の定義を参照してください）、お子様の

IEPチームは、お子様が別の環境であっても、引き続き一般教育カリキュラムに参加

し、お子様のIEPで設定された目標の達成に向けて前進できるように適切なサービスを

決定します。 

懲戒的移動によるプレイスメントの変更 
34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146 – WAC 392-172A-05155 

お子様が現在の教育的プレイスメントから次のように移動になった場合は、プレイス

メントの変更とみなします。 
1. 連続して10授業日以上移動した。または、 

2. お子様が、下記の理由からパターン化した移動を経験してた： 

a. 一連の移動は、学年度内で合計10授業日を超えている。 

b. お子様の行動は、一連の移動の原因となった過去の行動と実質的に類似している。

また、 

c. 各移動の長さ、お子様が移動させられた合計時間、移動の相互の類似性など、考慮

すべきその他の要因がいくつかあります。 
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学校区は、ケースバイケースでパターン化した移動を考慮し、プレイスメントの変更が

必要かを判断します。そして、あなたが異議を唱えた場合は、適正手続きおよび司法手

続きを通じて審査することとなります。 

通知 

学生行動規範に違反したお子様のプレイスメントを変更することを学区が決定した日

に、学区は、その決定と手続きにおける保護措置をあなたに通知しなければなりませ

ん。 

症状の判定 

お子様の学生行動規範の違反に対処するためにお子様のプレイスメントを変更すること

が決定（懲戒的移動によるプレイスメントの変更を参照してください）されてから10

授業日以内に学区は、学区とあなたが決定したIEPチームの関連メンバーと学区は、お

子様のIEP、教師の観察、およびあなたが提供した関連情報を含む、お子様のファイル

内のすべての関連情報を確認して、以下を決定しなければなりません。 
1. 問題の行為がお子様の障害に起因する、または直接かつ実質的な関係を持っているか、

または、 

2. 問題の行為が、学区がお子様のIEPを実施しなかった直接の結果であったのか。 

あなたを含むお子様のIEPチームの関連メンバーが、これらの条件のいずれかが該当す

ると判断した場合、行為はお子様の障害の症状による判断しなければなりません。 

上記のグループが、問題の行為が学区がIEPを実施しなかった直接の結果であると判断

した場合、学区はそれらの欠陥を是正するために直ちに是正処置を施さなければなりま

せん。 

行動が生徒の障害の症状であるという決定 

あなたを含むこのグループが、その行為がお子様の障害の症状であると判断した場合、

IEPチームは次のいずれかを行わなければなりません。 
1. プレイスメントの変更のきっかけとなった行動の発生前に学区が機能的行動評価を実施

していない場合、機能的行動評価を実施し、お子様のために行動介入計画を導入しま

す。または、 

2. 行動介入計画がすでに作成されている場合は、行動介入計画を確認し、必要に応じて修

正して、お子様の行動に対処します。 

下記の「特別な状況」という小見出しに記載されている状況を除き、行動介入計画の変
更の一環として、あなたと学区がプレイスメントの変更に同意しない限り、学校職員は

お子様を移動前のプレイスメントに戻さなければなりません。 
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特別な状況 

学校の職員は、お子様の行動が障害の症状であるかどうかに関係なく、最大45日間、

次の場合に、暫定的な代替教育環境（生徒のIEPチームによって決定される）にお子様

を移動させることができます。 
1. 武器（下記の定義を参照してください）を学校に持ってくる、または学校、学校の敷地

内、あるいは学区の管轄下にある学校の行事で武器を所持している。 

2. 学校、学校の敷地内、または学区の管轄下にある学校の行事に、違法薬物を故意に所有

または使用している（下記の定義を参照してください）、または規制物質を販売または

販売を勧誘している（下記の「定義」を参照してください）、あるいは、 

3. 学校、学校の敷地内、または学区の管轄下にある学校の行事で、他の人に重傷を負わせ

た（下記の定義を参照してください）。 

定義 

• 規制物質とは、Controlled Substances Act (21 U.S.C. 812(c))（規制物質法（21 USC 812（

c））の第202（c）条の付則 I、II、III、IV、またはVに基づいて特定された薬物または

その他の物質を意味します。 

• 違法薬物とは、規制薬物を意味します。但し、認可された医療専門家の監督の下、
合法的に所有または使用が認められている、または連邦法の他の規定に基づいて他

の当局の下で合法的に所有または使用が認められている規制薬物は含まれません。 

• 重傷とは、以下を伴う人身傷害を意味します。 死亡の実質的なリスク、極度の肉体
的苦痛、長期にわたる明らかな奇形、または、身体の臓器あるいは機能の長期にわ

たる喪失または障害。 

• 武器とは、死亡または重傷を引き起こすために使用する、または容易に引き起こす
可能性のある、生物または無生物の武器、装置、器具、材料、または物質を意味し

ます。但し、この用語には、刃渡り2.5インチ未満のポケットナイフは含まれませ

ん。 

環境の決定 
34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 

IEPチームは、「プレイスメントの変更による移動」、および上記の「追加権限」と
「特別な状況」の見出しに記載されている移動期間中の暫定的な代替教育環境を決定
しなければなりません。 

プレイスメント決定および症状の判定の控訴  

(懲戒に関する適正手続きによる聴聞会手順) 
34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
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下記に同意しない場合は、適正手続きによる聴聞会の要請を提出することができます。 
1. これらの規律規定に基づいて行われたプレイスメントに関する決定に同意しない。また

は、 

2. 上記の症状の判定に同意しない。 

お子様が現在のプレイスメントに居続ける場合、お子様または他の人に傷害をもたらす

可能性が実質的に高い学区が信じる場合、学区は適正手続きによる聴聞会の要請を提出

することがあります。 

適正手続きによる聴聞会の要請の提出の詳細については、適正手続きによる聴聞会手

順の節を参照してください。 

行政法判事（ALJ）の権限 

ALJは適正手続きによる聴聞会を実施し、決定を下さなければなりません。 ALJは、 
1. ALJは、移動が「学校職員の権限」の見出しに記載されている要件に違反していると判
断した場合、またはお子様の行動が障害の症状であると判断した場合は、お子様を移動

された場所に戻します。または、 

2. お子様が現在のプレイスメントに居続けると、お子様や他の人が怪我をする可能性が高

いとALJが判断した場合は、45授業日以内に、お子様のプレイスメントを適切な暫定代

替教育環境に変更するように命令します。 

お子様を元の環境に戻した場合、お子様や他の人が怪我をする可能性が非常に高いと学

区が判断した場合、聴聞会手順を繰り返すことになります。 

あなたまたは学区が適正手続きによる聴聞会を要請する場合は常に「適正手続きによる
聴聞会の要請手続き」および「適正手続きによる聴聞会」の見出しに記載されている要
請は要件を満たさなければなりません。但し、以下を除きます。 

1. 適正手続きによる優先聴聞会が開かれ、聴聞会が要請された日から20授業日以内に行わ

れる。 ALJは、聴聞会後10日以内に決定を下さなければなりません。 

2. あなたと学区が書面で会議を放棄することに同意するか、調停を使用することに同意し

ない限り、決議会議は、OSPIと学区に適正手続きによる聴聞会の要請を提出した日から

7暦日以内に行われなければなりません。 適正手続きによる聴聞会の要請を受けてから

15暦日以内に両当事者が満足するように問題が解決されない限り、聴聞会を進めること

ができます。 

3. OSPIは、あなたまたは学区が（懲戒のために）優先適正手続きによる聴聞会の要請を提

出してから、証拠を提出するために、2営業日のタイムラインを設けています。 

あなたまたは学区は、特別支援教育の適正手続きによる聴聞会での懲戒とは無関係の事

項の決定に異議を唱えるため民事訴訟を開始する方法で、優先適正手続きによる聴聞会

の決定に異議を唱えるため民事訴訟を開始することができます（上記の「上訴」を参照
してください）。 

適正手続きによる優先聴聞会中のプレイスメント 
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34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 

あなたまたは学区が懲戒事項に関連する適正手続きによる聴聞会の要請を提出した場

合、あなたと学区が対策に同意しない限り、「学校職員の権限」の見出しに記載されて
いる通り、お子様は、聴聞官が決定を下すまで、または移動期間が満了するまでのいず

れか早い方まで、暫定的な代替教育環境に留まらなければなりません。 

特別支援教育および関連サービスのまだ対象ではない生徒の保護 
34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

一般 

お子様が特別支援教育および関連サービスの受講資格があると判断されておらず学生行

動規範に違反したが、学区が、懲戒処分の対象となる行動が発生する前からお子様に評

価を受けさた方がよいこと、また特別支援教育および関連サービスの受講資格があるこ

とを理解していたことがわかった場合は、お子様の手続き上の保護を主張することがで

きます。 

懲戒事項に関する基礎知識 

以下の場合、学区は、懲戒処分をもたらす行動が発生する前からお子様が特別支援教育

を受ける資格があることを知っていたとみなされます。 
1. あなたは、お子様が通う学区の監督者または管理者、あるいはお子様の教師に特別支援

教育および関連サービスを必要としていることを書面で懸念を表明していた。 

2. あなたが、IDEAのパートBに基づく特別支援教育および関連サービスの適格性に関連す

る評価を要求していた。または, 

3. お子様の先生または他の学区職員が、お子様が通学する学区の特別支援教育部長または

学区の他の監督者にお子様の行動パターンについて具体的な懸念を表明していた。 

例外 

次の場合、学区はそのような知識を持っていたとは見なされません。 
1. あなたがお子様の評価を許可しなかったか、特別支援教育サービスを拒否した。または, 

2. お子様は、特別支援教育サービスの資格がないと評価され、決定された。 

基礎知識がない場合に適用される条件 

上記の「懲戒事項に関する基礎知識」および「例外」の小見出しで記載されている通
り、お子様が特別支援教育を受ける資格があることを学区が知らなかった場合、お子様

に対して同類の行動を起こした障害のない生徒に適用される同様の懲戒措置をお子様は

受ける可能性があります。 
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但し、懲戒処分の対象期間中にあなたまたは学区がお子様の評価を要求した場合は、迅

速に評価を行わなければなりません。 

評価が完了するまで、お子様は学校当局が決定する、教育サービスなしの停学または退

学を含む、教育的プレイスメントに留まることになります。 

学区が実施した評価から得た情報とあなたが提供した情報を考慮して、お子様が特別支

援教育サービスの資格があると判断された場合、学区はお子様に特別支援教育と関連サ

ービスを提供し、上記の懲戒要件に従わなければなりません。 

法執行機関および司法当局による紹介および措置 
34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 

IDEAのパートBは、 
1. 特別支援教育を受ける資格のあるお子様が犯した犯罪を適切な当局に報告することを

学区に禁止することはありません。または、 

2. 州の法執行機関および司法当局が、お子様が犯した犯罪への連邦法および州法の適用

に関して責任を行使することを防ぐことはありません。 

記録の送付 

学区がお子様が犯した犯罪を報告した場合、学区は、 
1. 機関が犯罪を報告する当局が検討できるよう、お子様の特別支援教育および懲戒記録

の写しが送信されたことを確認しなければなりません。そして、 

2. FERPAが許可する範囲でのみ、お子様の特別支援教育および懲戒記録の写しを送信する

ことができます。 

FAPEが問題視されており、私立学校に通う生徒の保護者による公費での一

方的なプレイスメントの要件 
CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 

あなたが学区がお子様にFAPEを提供できないと思い、学区の同意なしに私立学校にお

子様を登録することを選択した場合、私立学校の費用の払い戻しを学区に請求するには

特定の手順を踏まなければなりません。 

私立学校のプレイスメントに対する払い戻し 

お子様が以前に学区から特別支援教育および関連サービスを受けていて、学区の同意ま

たは紹介なしに私立の幼稚園、小学校、または中学校にお子様を入学させることを選択

した場合、裁判所またはALJが、学区がそのような入学の前にタイムリーにFAPEをお子

様に提供しておらず、私的なプレイスメントが適切であると判断した場合、裁判所また

はALJは学区にその学費をあなたに払い戻すよう要求することがあります。 裁判所また
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はALJは、このプレイスメントが、学区が提供する教育に適用される州の基準を満たし

ていない場合でも、プレイスメントが適切であると判断する場合があります。 

払い戻しの制限 

上記の段落で説明する払い戻される費用は、次の場合、削減または拒否される場合があ

ります。 
1. (a) あなたはお子様が公立学校を退学する前に出席した最新のIEPミーティングで、IEPチ

ームに、お子様に学区が提案したFAPE提供プレイスメントを拒否していること、あなた

の懸念、および公費でお子様を私立学校に入学させようとしているあなたの意図を通知

しなかった場合。または (b) お子様が公立学校を退学する10営業日前（休日に当たる営

業日を含む）に、それらの情報を学区に書面で通知しなかった場合。 

2. お子様が公立学校を退学する前に、学区がお子様を評価しようとしている旨を事前に書

面であなたに通知（適切かつ合理的な評価の目的の声明を含む）したが、あなたがお子

様を評価させなかった場合。または 

3. あなたの行動が不合理であると裁判所が判断した場合。 

但し、払い戻しの費用は、 
1. 次の場合、通知しなかったために費用を削減または拒否することはできません。 (a) 学

校があなたが通知することを妨げた。 (b) 上記をあなたが通知しなければならない責任

について、あなたに通知されなかった。または (c) 上記の要件を順守すると、お子様に

身体的危害が及ぶ可能性がある場合。そして、 

2. 次の場合、裁判所またはALJの裁量により、必要な通知を提供しなかったために減額ま

たは拒否されない場合があります。 (a) あなたは非識字者であるか、英語で書くことが

できない。または (b) 上記の要件を順守すると、お子様に深刻な精神的危害をもたらす

可能性があること。
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リソース 

手続きにおける保護措置について質問がございましたら、学区またはOSPIにお問い合わ

せください。 

OSPI 
P.O Box 47200 
Olympia, WA 98504 
360-725-6075 
speced@k12.wa.us 

OSPI - 特別支援教育のWebページ 

OSPI - 特別支援教育 - ファミリーWebページ 

次の公費負担組織はワシントン州の特別支援教育サービスに関する追加情報を提供する

ことができます。 

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE)（エンパワーメントを求める

声をサポートするパートナーシップ）（ワシントンペイブ） 
6316 So. 12th St. 
Tacoma, WA 98465 
(800) 5-PARENT (v/tty) 

電子メール: pave@wapave.org 

Webサイト: Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE)

mailto:speced@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.wapave.org/
http://www.wapave.org/
http://www.wapave.org/
mailto:pave@wapave.org
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特に明記されていない限り、Office of Superintendent of Public Instruction（公共教

育長オフィス）が制作した本資料は、Creative Commons Attribution License（クリ

エイティブ・コモンズ・ライセンス）によりライセンスされています。. 

この出版物に使用されている、OSPIスタッフ、被付与者、または請負業者が作成したすべての

要素（画像、図表、テキストなど） の使用許可を得ていることを確認してください。 著作権所

有者が指定した方法で帰属表示と使用許可を記さなければなりません。 この要素は、OSPIオー

プンライセンスの「特に指定のない限り」の例外の1つであることを明確にしなければなりませ

ん。 

詳細については、OSPI Interactive Copyright and Licensing Guideをご覧ください。 

OSPIは、性別、人種、信条、宗教、肌の色、出身国、年齢、退役軍人または軍事的地位、性表

現またはアイデンティティを含む性的指向、感覚、精神または身体障害、または障害者による

訓練を受けた盲導犬または介助動物の使用に基づく差別なしに、すべてのプログラムおよびサ

ービスへの平等なアクセスを提供します。 差別の疑いに関する質問や苦情は、360-725-6162に

お問い合わせいただくか、Box 47200 Olympia, WA 98504-7200に 送付してください。 

この資料は、OSPI Webページ（OSPI/Special Education/Procedural Safeguards）からPDF形式でダウ

ンロードすることができます。 この資料は、リクエストに応じて別の形式で入手することがで

きます。 リソースセンター（888-595-3276、TTY 360-664-3631）にご連絡ください。 より迅速な

サービスを受けるためには、次の書類番号を参照してください: 19-0008. 

 

画像 説明 

 

Chris Reykdal • State Superintendent 
Office of Superintendent of Public Instruction 
Old Capitol Building • P.O. Box 47200 
Olympia, WA 98504-7200 

 

http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.surveygizmo.com/s3/2689472/CopyrightLicensingGuide
http://www.surveygizmo.com/s3/2689472/CopyrightLicensingGuide
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Rights.aspx
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