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ミシガン州の手続き上の保護措置に関する通知 :  2009年5月改定 

 

「連邦政府個別障害者教育法」（IDEA）は障害のある生徒の教育に関する連邦法であり、

IDEAと教育省の規制により、学校は手続き上の保護措置を十分に説明した通知書を、障害を

持つ生徒の保護者に提出する必要があります。  ＩＥＰを通じて児童がサービスを受けている場

合、保護者には年に一回手続き上の保護措置に関する書面が送付されます。ただし、以下の

場合に公的機関が別途提供している場合は除きます。（1） 初回の照会または保護者による審

査の要請があった場合。（2）  34 CFR §§300.151 から300.153、§300.507に基づき学年中に

文書による初回の州への不服申し立てを受理した場合。（3）教育環境の変更にあたる懲戒処

分の決定がなされた場合、（4）保護者から要請があった場合）。[34 CFR §300.504(a)]   この

手続き上の保護措置に関する通知書には、以下の規定において全ての手続き上の保護措置

がすべて説明されていなければなりません。§ 300.148（公費による私立学校への一方的な就

学選定）§ 300.151 300.153 （州への不服申し立て手続き）、§300.300 （同意）、§§300.502 

から300.503、§§300.505から 300.518、§300.530から 300.536 （Part B 及びSubpart Eの

規定における手続き上の保護措置）、§§300.610から 300.625 （Subpart Fの規定における機

密保持）。 

 

本文では以下の略語を使用します。 

ALJ    行政法審判官  

BIP    行動介入計画 

FAPE   無料の適切な公教育 

FERPA  家族の教育上の権利およびプライバシーに関する法律[ 

FBA  機能的行動評価 

IDEA   連邦政府個別障害者教育法 

IEE    独立教育評価 

IEP    個別教育プログラム 

MDE  ミシガン州教育省 

OSE/EIS  特別教育・早期介入サービス部門 

SOAHR  州行政ヒアリング規則策定庁 
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一般記載事項 

事前通知書 34 CFR § 300.503 

通知： 

あなたの学区 (この通知に記載されている「学区」は、チャータースクールを含む。）は、以下の

場合、保護者に書面で通知しなければなりません。 

1  児童の識別、評価又は教育環境、又は、無料の適切な公教育（FAPE）の教育環境を変

更する場合 ; または 

2 児童の識別、評価、児童の教育環境、又は無料の適切な公教育（FAPE）の変更を拒否

する場合。 

 

書面による通知の内容： 

通知書には以下の内容が記載されています。 

1提案されている、または拒否されている活動の説明。 

2当該活動を行う理由の説明。 

3学校区が当該活動を行うことの判断の基となった評価手順、査定記録、記録、及び報告

書。 

4保護者が「連邦政府個別障害者教育法」（IDEA）のPart Bの手続き上の保護措置規定の

下で保護を受けている記述。 

5最初に照会された査定が公的機関が提案又は拒否する活動に関するものでない場合、

手続き上の保護措置の説明を入手する方法を保護者に伝える記述。 

6保護者がIDEA Part Bについて理解を深める助けになる問い合わせ先に関する資料。 
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7児童の個別家族サービス計画（IFSP）チーム又は個別教育プログラム（IEP）チームが考

えたその他の選択肢と、その選択肢が拒否された理由の説明。及び 

8あなたの学区が活動を提案または拒否したその他の理由の説明。 

 

個別教育プログラム（IEP）の使用を通知とする 

公共機関は、 保護者が必要とされている書類を全て受領している限りIEPの使用が§ 300.503

に基づき事前通知書に該当するものとする場合があります。 

 

分かりやすい言語で通知 

通知書は、 

1一般人に理解できる言語で書かれてなければなりません。 

2明確に不可能な場合を除いて、保護者の母国語、その他理解できる方法で通知されます。 

保護者の母国語、その他理解できる方法が、書面にできない場合は、学校区では次のことを

確認する必要があります。 

1この通知は、あなたの母国語により口頭で通訳されるか、その他理解できる方法で伝達

されたこと。 

2保護者は、通知内容を理解したこと。 

3は 1 と 2 が満たされたと書かれた書面の証拠文があること。 

 

母国語 34 CFR § 300.29 

英語の運用能力が限られている個人について母国語という場合は、以下のような意味で使用
されます。 

1その人物が通常使用している言語。児童の場合はその保護者が通常使用している言語。 

2児童と直接会話する場合（子供の評価を含む）は、家庭や学習環境で児童が通常使用し

ている言語。 

 

難聴や盲目などの障害を有する人物、または文字言語を使用しない人物についてコミュニケー

ション手段として言う場合は、その人物が通常使用している、手話、点字、口頭などのコミュニ

ケーション方法のことを意味します。 

 
 

電子メール 34 CFR § 300.505 

このオプションが利用可能な場合、保護者は通知を電子形式で受け取ることを選択す 

ることができます。公的機関が保護者に電子メールによる書面の受け取りオプション 

を提供していれば、保護者は電子メールで以下の書面を受け取る選択ができます。 

1.  事前通知書 

2.  手続き上の保障措置に関する通知 

3.  適正な手続き要請に関する通知 

 

保護者の同意の定義 34 CFR § 300.9 

同意 

同意とは保護者が以下のような条件を満たしていることをいいます。 

1. 同意が求められている活動に関連するすべての情報を母国語または他のコミ 

ュニケーション手段（手話、点字、口頭）で十分に知らされていること。 

2. 同意が求められている活動の実施について、活動内容と公開される記録（も 

しあれば）の一覧が記載されている書面を読んで理解し、同意していること。 
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および 

3. 同意の付与は任意であり、いつでも取り消すことができることを理解してい 

ること。 

保護者が同意を撤回した場合、公的機関が同意を得た時点から撤回するまでの間に生 

じた活動については取り消されません。 

 

保護者の同意 34 CFR § 300.300 

初期評価のための同意 

公的機関は、早期介入と特殊教育および関連サービスを提供するために、 

IDEA Part Bの資格があるか否かを保護者に書面の事前通知書を送付し、保護者の同意なし

に児童の能力評価を行うことはできません。保護者の同意―定義。 

 

あなたの学区には、あなたの子供が障害を持つ子であるかどうかを決定するためには、最初

の評価では、保護者からインフォームド・コンセントを得るために合理的な努力をする必要があ

ります。 初期評価のためのあなたの同意は、学区のご本人の特別教育とあなたの子供に関連

するサービスの提供を開始するという意味ではありません 。 

 

児童が公立学校に在籍しているか、公立学校に在籍を希望している場合で、保護者が同意し

なかった場合、又は、初回評価で同意をする際に応答しなかった場合、学区は、仲裁又は、適

正手続きの不服申し立て、解決会議、公平な適正手続きによるヒアリングに参加することで、

児童の初回評価を行うことがありますが必須ではありません。この場合、学区は、児童の評価

を行わなかった場合、児童の識別情報を特定、確認、評価する義務を怠ったことにはなりませ

ん。 

 

州の被保護者の初期評価特別規則： 

児童が州の被保護者で自身の保護者と同居していない場合、以下の条件を満たせば、 

公的機関は児童が障害を有するかどうかを決定する初期評価に対する保護者の同意を 

必要としません。 

1. 合理的努力をしたにも関わらず、公的機関が児童の保護者を見つけられなかっ 

た。 

2 保護者の権利が州法によって停止されている。または 

3 裁判官又は、公共機関が教育上の決定および初期評価に同意する権利を保護者以外の個

人へ与 

えている。 

 

州の被保護者とは、IDEAに使用されている通り、以下の児童を意味します。 

1、養子。ただし裁判官又は、児童の一般的な世話の責任をもつ公的機関の判断によって

子供の里親が子供の代わりに子供の教育上の意思決定を判断する立場である場合を除く。 

2州法の下、州の被保護者と見なしている児童。 

3州法の下、裁判所が州の被保護者とみなしている児童。 

4公共児童福祉機関が保護する児童。 

 

サービスに対する保護者の同意： 

公的機関は、児童に対し初回の早期介入、特殊教育および関連サービスの提供を開始 

する前に、説明をした上での同意を得る必要があります。また、インフォームドコンセントを得る

ために、妥当な努力をしなければなりません。 
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保護者が、児童が初回の早期介入、特殊教育および関連サービスを受けることに対す 

る同意を拒否している場合、または保護者が同意の要請に対し返答しない場合、公的 

機関は、保護者から特殊教育とその関連サービスの同意を得るために、手続き上の保護措置

（仲裁、適正手続きの不服申し立て、解決ミーテイング、又は適正手続きによるヒアリング）を行

わない場合があり、保護者の同意がなくとも、IEPチームが児童に薦められる特殊教育・関連

サービスが児童に提供される場合があります。 

 

保護者が、児童が初回の早期介入、特殊教育および関連サービスを受けることに対す 

る同意を拒否している場合、または保護者が同意の要請に対し返答しない場合、公的 

機関は、 

1. 児童に無料の適切な公教育（FAPE）を提供する義務に違反することにはなり 

ません。また 

2. 個別家族サービス計画（IFSP）ミーティングまたは個別教育プログラム 

（IEP）ミーティングを開催し、児童のためのIFSP/IEP プログラムを作成す 

る必要はありません。 

 

児童の再評価に対する保護者の同意： 

学区は、以下の事項を証明できない限り、個別の評価と児童の査定を行う前に、 

説明をした上での同意を得る必要があります。 

1. 再評価に対する保護者の同意を得るために合理的なステップを取ったこと。 

および 

2 保護者から返答がなかったこと。 

 

保護者が新しい査定に対する同意を拒否した場合、学区は、仲裁、適正手続き、解決ミーテイ

ング、適正手続きによるヒヤリングを利用して保護者の拒否に対する異議申立てをし、それを

無効にすることができます。ただし、 

これは義務ではありません。 

 

初期評価と同様に、学区は、新しい査定の実施を追求しなくても、IDEA PartB に基づく義務に

違反したとはみなされません。 

 

保護者の同意を得るための合理的努力の文書化： 

学区は、特殊教育および関連サービスを提供するための初回の評価お 

よび再評価に対し保護者の同意を得るため、および州の被保護者の保護者の住所を特 

定するためにした合理的努力の記録文書を保管しなければなりません。 

文書には、次のような学区が保護者の同意を得るためにした試みの記録が含まれ 

なくてはいけません。 

1行った、または試みた通話の詳細な記録およびそれらの通話の結果。 

2 保護者に送付した通信文書と受け取った回答ののコピー。および 

3 保護者の家または雇用場所への訪問の詳細な記録とその訪問の結果。 

 

その他の同意要件 

保護者の同意は、公的機関が以下の事項を実施するまでは必要ありません。 

1 児童の評価または再評価の一部としての、既存のデータのレビュー。 

2 事前に全児童の全保護者から同意が必要な場合を除いて、全児童に対し行われ 
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る試験またはその他の評価の保護者の児童に対する実施。 

 

学区は、保護者の拒否を理由に、当該保護者または児童に対するその他のサービ 

ス、福祉、活動の提供を拒絶することはできません。 

保護者が自費で児童を私立学校へ通わせている場合、又は、ホームスクールである場合で保

護者が初回評価、再評価に同意していない場合、又は、同意を促す要請に返答しない場合は、

学区は同意手続き（仲裁、適正手続きの不服申し立て、解決ミーテイング、又は適正手続きに

よるヒヤリング）を利用して児童の資格（保護者が入学させた私立学校での障害のある児童に

対するサービス）を決定する必要はありません。 

 
 

独立教育評価(IEE) 34 CFR § 300.502 

概要 

保護者が学区による独立教育評価（IEE）に同意しない場合、保護者には児童の評価を公的

機関に勤めていない別の人物に依頼する権利があります。 

 

IEEを依頼する場合、学区はIEEの取得先、学区がIEEに適用している基準を保護者に伝えな

ければなりません。 

 

定義： 

独立教育評価とは、児童の教育に責任を持つ公的機関に勤めていない、適切な資 

格を有するスタッフが行う試験および査定の手続きです。 

 

公費とは、公的機関が評価の全費用を支払う、つまり保護者の負担額0で評価を 

行う場合をいいます。保護者は、以下の手続きに従って、IDEA PartB の要件を満たすため児

童の独立教育評価を州、市、連邦、又は民間の支援団体に公費で依頼することができます。 

 

公費による評価に対する保護者の権利： 
 

保護者が学区による評価に同意しない場合、保護者には公費で独立教育評価を実 

施する権利があります。その場合、以下の要件に従います。 

1．保護者が公費による独立教育評価を書面で要請する場合、学区 

は不必要な遅延なく、書面を受領してから7日以内に以下のどちらかを学区の意思として回答

しなければなりません。a）IEEを公費で負担する。b）児童の評価は適切であり、ヒヤリングを要

請するために適切な適正手続きによる不服申し立てを提出する。 

2．学区が適正手続きによるヒアリングを要請し、評価が適切であることが最終的に決断された

場合でも、保護者は、IEEを要請することができますが、公費にはなりません。 

3．保護者がIEEを要請した場合、学区は保護者がなぜ学区の公的評価を拒否するのか理由

を聞く場合があります。しかし、学区は、理由を聞かない場合もあります。学区は、公費による

独立教育評価の実施または適正手続きによるヒアリングの開始を理由なく遅らせで、学区の評

価を擁護することはできません。 

4. 保護者が入手した児童のIEEが学区の基準を満たしていない場合、学区は適正手続きによ

る不服申し立てを提出する場合があります。ヒアリングの最終決定で、評価が学区の基準を満

たしていないと判断された場合は、児童のIEEに対する公費による返済は行われません。学区

が児童の評価を実施しする毎に、保護者が同意しない場合、保護者に対して返済されるIEEの

公費は1回のみとします。 
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保護者による評価： 

保護者は、児童の独立教育評価を公費で入手した場合、又は、私費で独立教育評価を実施し

た場合は、保護者はその評価を学区と共有しなければなりません。 

1. 学区は、児童に対するFAPE の提供に関する決定をする際に、保護者が実施した評

価が学区の基準を満たしていればその情報を考慮しなければなりません。 

そして、 

2    保護者が実施した評価の結果は、児童に関する適正手続きによるヒアリングでも証拠

能力を有します。 

 

行政法審判官（ALJ）への評価依頼： 

行政法審判官（ALJ）が適正手続きによるヒアリングの一部として独立教育評価の実施を要請

した場合、評価の費用は公費となります。 

 

学区の基準： 

独立教育評価が公費で行われている場合、評価の場所や審査官の資格を含む、独立教 

育評価の基準は、（独立教育評価に対する保護者の権利と一致する範囲内で）学区 

の評価の基準と同じでなければなりません。上記の基準を除いて、学区は、公費 

で独立教育評価を受けることに関連する条件またはスケジュールを指定することはで 

きません。 

 
 

情報の機密性 

定義： 34 CFR § 300.611 

＊破棄とは、個人を特定する情報を物理的に破壊または削除し、身元を分からなくすることを

意味します。 

＊教育記録とは、34 C.F.R. Part 99（1974年の家族の教育上の権 

利およびプライバシーに関する法律[FERPA]）に記載されている直接児童に関係する「教育記

録」で教育団体、又は教育団体の代理が維持する記録のことです。 

＊関係機関とは、IDEA のPart C またはPart B に基づいて、個人を特定する情報を収集、維

持、使用する機関、あるいはそのような情報を有する機関のことです。 

 

個人を特定する情報 

個人を特定する情報とは以下のような情報です。 

a) 児童、児童の保護者、その他家族の名前。 

b) 児童の住所。 

c) 児童の社会保障番号など、個人識別情報。または 

d) 児童の特徴や合理的な確実性をもって児童を特定可能なその他の情報。 

 

保護者への通知 34 CFR 300.612 §   

ミシガン州教育局（MDE）は、以下の内容を含む個人を特定可能な情報の秘密保護要件のす

べてについて通知の送付方法を定めた手続きを作成していることを保護者に通知しなければ

なりません。 

1. 通知のうち、州内のさまざまな人口集団の母国語で記載される範囲の説明。 

2. 児童に関する個人を特定可能な情報（情報の出所も含む）の保持および必要な情報の種

類・使用方法の説明。 
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3. 関係機関が保管、第三者への開示、保持および破棄に関して従わなければなら 

ない方針と手順の概要。 

4. FERPA に基づく権利および34 C.F.R. §99 に定められた実施規則を含む、当該 

情報に関する保護者および児童が有するすべての権利についての説明。 

 

本格的な身元確認、所在確認、評価活動の前に、活動を実施する管轄区域全体に通知を 

公表し、新聞その他のメディアに発表し、またはその両方を利用して、保護者に適切に 

通知しなければなりません。 

 

アクセス権 34 CFR § 300.613 

サービスを利用している児童と家族が要請した場合、IDEA Part Bに基づき地域の主導機関

は児童記録の教育記録を保護者が検閲しレビューすることを許可しなければなりません。サー

ビスを利用している児童および家族について、地域の主導機関は不必要な遅延なく、IFSP に

関するミーティングまたは適正手続きによるヒアリングの前に、かつ要請から10 日以内に、要

請に応じます。IEP のサービスを利用している児童について、公的機関は不必要な遅延なく、

IEP に関するミーティングまたは適正手続きによるヒアリングの前に、かつ要請から45 日以内

に、要請に応じます。このセクションに基づいて教育記録を検閲しレビューする保護者の権利

には以下の権利が含まれます。 

1. 記録の説明と解釈に関する公的機関からの回答と和訳を合理的に要請する。 

2 記録のコピーの提出がなければ、記録の検閲とレビューをする保護者の権利行 

使を妨げる場合、公的機関に記録のコピー提出を要請する。 

3 保護者代理人に記録を検閲しレビューさせる。 

 

公的機関は、後見人、別居、および離婚について定める適用州法に基づいて保護者が権 

限を有さない旨の勧告を受けていない限り、その児童に関する記録を閲覧しレビューす 

る権利を保護者が有するとみなすことができます。 

 

アクセスの記録 34 CFR § 300.614   

 

委託機関は、保護者および委託機関の権限を有する職員以外で、IDEA Part Bに基づいて収

集し、保持し、使用した教育記録へのアクセス権を有する人物の記録を保管します。その中に

は、当該人物の氏名、アクセ権限の付与日、および当該人物に記録の使用を認めた目的が含

まれます。 

 

１人以上の児童についてのアクセス権 34 CFR § 300.615   

教育記録に1 人以上の児童の情報が含まれる場合、保護者には自身の児童に関する部分の

情報のみについて通知されるか、検閲とレビューの権利が与えられます。 

 

記録の種類と保管場所 34 CFR 300.616 §   

各公的機関は、保護者から要請があった場合、収集し、保持し、使用した教育記録の種類と保

管場所のリストを保護者に知らせます。 

 

料金 34 CFR § 300.617 

各公的機関は、保護者の教育記録を検閲しレビューする権利を妨げない範囲で、保護者に宛

てた教育記録のコピー料金を請求できます。公的機関は教育記録に記載された情報の検索に

対し料金を請求しません。 
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保護者の要請に応じた記録の修正： 34 CFR § 300.618 の改正  

保護者が IDEA Part B に基づいて収集し、保持し、使用された教育記録の情報が不正確、誤

解を招く、または児童のプライバシーその他の権利を侵害すると考える場合は、保護者は当該

情報を管理する委託機関に対し、情報の修正を要請することができます。保護者の要請を受

けた委託機関は、要請を受けてから合意的な期間内に情報を修正するかどうかを決定します。 

 

委託機関が保護者が要請した情報の修正を拒否した場合、拒否の事実と教育記録に記載さ

れた情報に対し異議申立てを行うヒアリングに参加する権利があることを、保護者に通知しま

す。ヒアリング参加の機会 

 

ヒアリングの機会 34 CFR 300.61 9 §   

公的機関は、要請があれば、教育記録に記載された情報に異議申立てをするヒアリング 

に参加する機会を保護者に与え、当該情報が不正確、誤解を招く、あるいは児童のプラ 

イバシーその他の権利を侵害するものではないことを確認します。 

13 

ヒアリングの手順 34 CFR § 300.621 

教育記録に記載された情報に異議申立てをするためのヒアリングは、FERPA手続きに従って

行なわなければなりません。 

 

ヒアリングの結果 34 CFR § 300.620  

委託機関が当該情報が不正確、誤解を招く、児童のプライバシーその他の権利を侵害す 

るものであると決定した場合、委託機関は情報を修正し、修正の事実を書面で保護者に 

通知。ヒアリングの結果、委託機関が当該情報は不正確、誤解を招く、児童のプ 

ライバシーその他の権利を侵害するものではない、と決定した場合、情報に対するコメ 

ントまたは公的機関の決定に同意しない理由を児童についての記録に書き入れる権利につい

て、保護者に通知します。 

児童に関する記録に書き入れるコメントは、以下の条件を満たす必要があります。 

1.対象となる記録または問題の部分を児童の記録の一部として委託機関が保持し 

ていること。 

2.児童の記録または問題の部分のコピー要請があれば、コメントと共に開示すること。 

 

個人情報開示についての同意 

34 CFR § 300.622 

委託機関以外に特殊教育および関連サービスに関する個人情報が開示される前に、児童の

能力評価に対する保護者の同意を得る必要があります。ただし、教育記録に含まれている個

人情報の開示（親の同意なしに）は、 FERPA の下で許可されている場合を除きます。以下の

場合を除き、IDEA Part Bの要件を満たす目的で委託機関に個人情報を開示する前に保護者

の同意は必要としません。 

 

委託機関が移行サービスを有料で行う場合、又は委託機関が移行サービスを行う場合、児童

の個人情報が委託機関へ開示される際は、保護者又は、成年の年齢に達した有資格の児童

の同意が必要です。 
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児童が保護者が居住する同じ学区にない私立学校に入学している、入学予定である場合は、

保護者が居住する学区が私立学校の存在する学区へ児童の個人情報を開示する場合、保護

者の同意を必要とします。 

 

保護措置 34 CFR § 300.623 

各関係機関は、個人を特定可能な情報の収集、保管、開示、および破棄の各段階におい 

て、その秘密を守ります。学区に勤める職員の１人が、個人を特定可能な情報の秘 

密保護に責任を持ちます。IDEA Part B及びFERPAに基づき個人を特定可能な情報を収集し

使用する情報公的機関の職員は全員、個人を特定可能な情報の秘密を守るミシガン州の方

針と手続きに関する訓練を受ける義務があります。各関係機関は、一般閲覧に備えて個人を

特定可能な情報にアクセス権を持つ機関に勤める職員の氏名および役職に関する最新の一

覧を維持する必要があります。 

 

情報の破棄手続き 34 CFR § 300.624   

学区はIDEA Part Bに基づいて収集し、保持し、使用した児童に関する個人情報が必要なくな

った場合は保護者に通知する必要があります。個人情報は、保護者の要請があってから破棄

しなければなりません。ただし、児童の氏名、住所、電話番号、学年、出席記録、出席クラス、

終了した学年、および終了年に関する恒久的な記録は、無期限に保持されます。 

 

児童の権利 34 CFR § 300.625 

FERPA の規則に基づく、児童の教育記録に関する保護者の権利は、当該児童が18歳に達し

た時点で本人に移転します。IDEA Part B に基づいて保護者の権利が成年に達した児童に移

転した場合、教育記録に関する権利も当該児童に移転します。ただし、公的機関はIDEA で定

められている通知は保護者とその児童の双方に送付しなくてはなりません。 

 

仲裁 34 CFR § 300.506 

概要 

ミシガン教育省は、保護者と学区が、IDEA Part B/Part Cに関連する紛争を解決するために仲

裁の手続きを確立しています。解決の選択肢として、仲裁、州への不服申立て、適正手続きに

よる不服申立てがあります。仲裁とは、適正手続きヒアリングを要請するために適正手続きに

よる不服申し立てを提出した・しないに関わらずIDEA Part B/Part Cに基づいて紛争を解決す

るためのプロセスです。適正手続きによる不服申し立ての記述を参照。 

 

要件 

仲裁のプロセスは以下の通りです。 

1 保護者または学区、両者とも任意で行います。 

2   適性手続きヒアリングを受ける保護者の権利を拒否または遅らせるために行うもので

はありません。又は、IDEA Part B/Part Cに基づく保護者のその他の権利を否定するもの

ではありません。 

3  効果的な仲裁技術の訓練を受けた公正な資格を保持する仲裁者が実行します。 

部 16 

学区は、保護者宛に、保護者と学区が仲裁を利用しないプロセスを設定することができます。

仲裁とは、以下の利害関係の無い者、保護者にとって都合の良い日時と場所においてミーテイ

ングを開く機会をいいます。 
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      1. 州内の当該紛争解決団体、保護者訓練・情報センター、地域社会保護者リソースセン

ター、いずれかとの契約者 

      2. 仲裁の恩恵を保護者に説明し、仲裁利用を保護者に促す者。 

 

ミシガン教育省(MDE)は特殊教育プログラム・関連サービスに関する法規定に詳しい仲裁者

のリストを維持しなければなりません。MDEは、合理的に、公正な方法でランダムに仲裁者を

選択します。州は会議費用を含む仲裁費用を負担します。仲裁サービスはミシガン特殊教育

仲裁プログラム（https://www.cenmi.org/msemp.）から提供されます。仲裁中の各会議は、保

護者と学区の都合の良い日時と場所で折りよく開催しなければなりません。 

 

仲裁会議で紛争の解決に至った場合は、保護者と学区は以下のような法的 

拘束力を有する契約を結ばなくてはなりません。 

1. 仲裁セッションは非公開です。仲裁中の議論は秘密にされ、その後の適正手続き 

によるヒアリングまたは民事裁判において証拠能力は有しません。 

2. 保護者と学区の代表者は、契約に署名します。 

 

仲裁において当事者間で合意した内容は契約書に記載され、この種の訴訟を扱う 

州立裁判所および連邦地方裁判所において法的強制力を有します。 

 

仲裁セッションは非公開です。仲裁中の議論は秘密にされ、IDEA PartB/Part Cに基づき、そ

の後の適正手続きによるヒアリングまたは連邦裁判、州裁判、民事裁判において証拠能力は

有しません。 

 

仲裁者の公平性 

仲裁者とは以下をいいます。 

1 ミシガン教育省（MDE）の職員、または学区の職員ではなく、児童の教育・介護に関係

する者。 

2 仲裁者の目的と相反する個人・専門的利害関係を持っていない者。 

 

上記以外の場合で該当する者は、学区又は州機関の職員でない者。なぜなら、学区又は州機

関の職員は、仲裁者として、学区又は州機関から給与を受け取っているからです。 

B 部 17 州からの苦情手続 

州のへの不服申立て 

州のへの不服申立てと適正手続きによる不服申立ての違い： 

IDEA Plan Bに基づいた規定では、州への不服申し立てと、適正手続きによる不服申し立てヒ

アリングでは異なる手続きとなります。以下に説明があるように、いかなる者・機関は、学区、ミ

シガン教育省、その他の公的機関がPart B/Part Cの要件に違反を主張し、州への不服申し立

てをすることができます。保護者、又は学区のみが、障害のある児童の個人情報、評価、教育

環境、又は児童の無料の適切な公教育（FAPE）規定の提案・変更・拒否に関して適正手続き

による不服申し立てをすることができます。解決プロセスの条項に基づき一般に、スケジュー

ルが正当な理由で延長されない限り、MDE の職員は州への苦情申立てを60 暦日以内に解

決しなければなりません。ALJ は、適正手続きによる不服申立て（話し合いまたは仲裁によっ

て解決していない場合）を受理し、ALJ が保護者または公的機関の要請を受けて一定のスケ

ジュール延長を認めていない限り、解決期間終了後45 暦日以内に決定を記載した書面を送

付します。州のへの不服申立て、適正手続きによる不服申立て、解決、ヒアリング手続きは以

下の通りです。 
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州への不服申し立て手続き 34 CFR § 300.151   

概要 

ミシガン教育省（MDE）は、以下の手続きを書面で必要とします。 （特別教育、規定 340.1701 、 

340.1851-1853） 

1州に対する不服申し立て解決書。州外の機関又は個人が提出する場合も含む。 

2不服申し立ての提出書。 

3保護者、その他利害関係のある個人（保護者訓練情報センター、保護及び権利擁護機関、

独立老人ホーム、その他適切な団体を含む。）から州への不服申し立てを広く広める手続

き書。 

 

適切なサービス拒否の救済手段決 

ミシガン州教育省（MDE）が適切なサービスを提供できなかったため、保護者が州への不服申

し立てをした場合、解決するために、MDEは、以下を確認します。 

1．学区が取るべき児童のニーズに合ったサービスの拒否に対する救済手段。 

2．障害を持つすべての児童に対する将来の適切なサービス。 

18 

州への不服申し立て 34 CFR § 300.152 

ミシガン州教育省は最低限以下の事項を実施します。 

ミシガン州教育省は、特殊教育と早期介入サービス（OSE/EIS）を通じて、不服申し立てが提

出された後60暦日以内に、州への不服申し立て手続きを実施します。 

1. 必要と認められた場合、独立した現場調査の実施。 

2. 申立人に、州への不服の申立て内容に関する追加情報を口頭または書面で提出 

する機会を与える。 

3 学区又は公的機関に不服申し立てに対して以下を含み、最低限対応する機会を与える。 

a)不服申し立ての解決の提案。b)不服申し立てを提出した保護者及び機関が任意に仲裁

を利用する機会。 

4 すべての関連情報をレビューし、学区がIDEA Part B連邦法および州法の要件に違反し

ているかどうかについて独立した判断を下す。および 

5 不服申立人および学区に、申立内容の各主張への所見、a）判明した事実および結論、

b）ミシガン州教育省の最終決定の事由を記載した書面を送付する。 

 

スケジュールの延長、最終決定、実施 

上記のMDEの手順で、以下の場合のみ60暦日間スケジュールを延長します。 

1. 特定の不服に関して、異例の事態が存在する。または２）関係する保護者および学区

が、仲裁または別の紛争解決手段にかかる期間の延長に自発的に同意している。 

2. MDEの決定通知書には、必要に応じて、要件を遵守するための１）技術援助活動、２）

交渉、３）是正措置を含む、最終決定の理由と最終決定の効果的な実施手順も記

載されています。 

 

州への不服申立てと適正手続きによるヒアリングの解決： 

適正手続きによる不服申し立てを提出するに基づき、MDE が、適正手続きによるヒアリングの

一部である州への不服申立てを受理した場合、または州への不服申立てに1つまたは複数の

ヒアリングの対象となっている複数の問題が含まれている場合、MDEは適正手続きによるヒア

リングの一部となっている州への不服申立ての一部を、ヒアリングの結果が出るまで一時停止
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しなければなりません。ただし、適正手続きによるヒアリングの一部ではない州への不服申立

ての問題は上記のスケジュールと手続きに従って解決する必要があります。同じ当事者たちが

関係し、過去に適正手続きによるヒアリングで決定の出た州への不服申立てで取り上げられて

いる問題については、ヒアリングによる決定が拘束力を持ち、MDE が申立人にその発効を通

知します。 

 

学区又は公的機関が適正手続きによるヒアリングによる決定を行わなかったことに対する不服

は、MDEにより解決します。 

 

州への不服申立て：34 CFR § 300.153 

組織と個人には、ミシガン州教育局（MDE）を相手方として州に不服申立てを 

することができます。州への不服申し立てには以下の事項を含む必要があります。 

1. 学区又は他の公共機関が以下の違反をしたという通知。 

a. 特殊教育の現行の規定条項 

b. 特殊教育プログラムとサービス関連の1976 PA 451, MCL 380.1 et seq 

c. 障害児童教育法 2004, 20 U.S.C., 33項 C.F.R. part 303 

d. 学区中間計画 

e. 個別教育プログラムチーム報告、個別教育プログラム・サービスに関するヒアリン

グ官の報告、裁判所の決定。 

f. IDEAに基づく連邦基金の州申込書 

2 記述の根拠 

3 申立人の署名と連絡先 

4 特定の児童に関する違反 

a. 児童の氏名および住所。 

b. 児童が就学している学校の名前。 

c. 住所不定の児童または青少年の場合は、連絡方法に関する情報と通ってい 

る学校の名前。 

d. 問題に関連する事実を含め、児童に関する問題の性質の説明。 

e. 州への不服を申立てた時点で既知かつ利用可能な範囲内での問題の解決策。 

 
 

州への不服申立ては、州が受理した時点から過去 1 年以内に発生した違反について主張す

るものでなくてはなりません。 

 

州への不服申し立てを提出する申立人は、学区又はその他の公的機関にOSE/EISに不服を

提出すると同時に提出しなければなりません。 

 

ミシガン州教育省（MDE）は州への不服申し立て提出するモデル申請書の書式を用意してい

ます。書式は、www.michigan.gov/ose-eisより入手できます。この書式を使用する必要はあり

ません。ただし、州へ不服申し立て申請書を提出する場合は、必要条件を満たす必要がありま

す。（上記1-4参照） 

21 によりプロセス苦情手続 

適正手続きによる不服申立て 

適正手続きによる不服申立ての提出 34 CFR §300.507 

概要 

http://www.michigan.gov/ose-eis
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保護者と学区は、身元確認、評価、教育環境、または児童への無料の適切な公教育（FAPE）

提供に関する提案、拒否、変更、その関連問題について適正手続きによる不服申立てができ

ます。適正な手続きによる不服申立ては、保護者または公的機関が当該申立ての根拠とされ

る違反行為を知ってから、または知ったであろう時点から2 年以内に行わなければなりません。 

 

以下の理由で、保護者が適正手続きによる不服申し立てできなかった場合はこのスケジュー

ルは適用されません。 

1. 学区が適正手続きによる不服申し立ての対象となっている問題が解決したと

誤って表明した。 

2. 学区がIDEA Part B/C のもとで提出が求められている保護者からの情報を公

表しなかった。 

 

保護者への情報 

学区は要請があれば、又は保護者又は学区が適正手続きによる不服申し立てをした場合、保

護者に利用可能な無料又は低コストの法律サービスまたはその他の関連サービスを通知しな

ければなりません。 

 

適正手続きによる不服申立： 

概要 

適正手続きによる不服申し立てをするには、保護者または学区（または保護者の弁 

護士または学区の弁護士）が、一方の当事者とMDEを相手方として適正手続きに 

よる不服申立書を提出する必要があります。申立書には以下の事項すべてを記載し、そ 

れを秘密にしなければなりません。 

 

適正手続きによる不服申立書には以下の事項を記載します。 

1. 児童の氏名 

2. 児童の住所 

3. 児童が就学している学校の名前 

4. 住所不定の児童の連絡方法、就学学校名 

5. 問題に関連する事実を含め、提案または拒否に関する児童の問題の説明。および 

6. 不服申立て時点で保護者、学区の既知かつ利用可能な範囲内での問題の解決策。 

 

適正手続きによるヒアリングを行う前に必要な通知 

保護者たは学区（または保護者の弁護士または公的機関の弁護士）が上記の情報を 

含む適正手続きによる不服申立書を提出するまで、保護者または学区は適正手続き 

によるヒアリングに参加できません。 

 

適正手続きによる不服申し立ての十分性： 

適正手続きによる不服申立書を進めるには、不服申し立て書が十分であるとみなされなけれ

ばなりません。申立ての相手方となった当事者（保護者又は学区）がもう一 

方の当事者とALJに、当該申立書の記載事項が要件を満たしていないとする通知を、申立書

受領から15暦日以内に書面で通知しない限り、(適正手続きによる不服申立書に必要な事項

が全て含まれており)十分であるとみなされます。 
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申し立ての相手方となった当事者（保護者又は学区）が適正手続きによる不服申し立てを受領

してから5暦日以内に、適正手続きによる不服申立書が記載要件を満たしているか判断し、そ

の結果を速やかに当事者（保護者と学区）に書面で通知します。 

 

適正手続きによる不服申し立ての修正 

以下の場合のみ、保護者又は学区は、不服申し立てを修正することができます。 

1. 相手方の当事者が、以下に記述された解決ミーテイングで適正手続きによる不服申し

立てを解決する機会が与えられ、書面で修正を承認した場合。又は、 

2 ALJが適正手続きによるヒアリングが開催される5暦日前までに修正を許可した場合。 

 

申立人（個人又は学区）が適正手続きによる不服申し立ての修正を行った場合、解決ミーティ

ング（受領後15暦日以内）および解決時期（受領後30暦日以内）修正 

された適正手続きによる不服申立書が提出されてから再度開始します。 

 

適正手続きによる不服申立てへの学区からの回答： 

学区が、保護者からの適正手続きによる不服申立てにおいて、事前通知書の条項により、保

護者に事前通知書を送付していなかった場合は、学区は、適正手続きによる不服申立てを受

領後10暦日以内に保護者に以下の内容を含めた回答書を送付しなければなりません。 

1. 適正手続きによる不服申し立てに記載された特定の活動を提案または拒否している理

由の説明。 

2. 児童のIEPチームが考慮していたその他の選択肢についての説明と、それらの選択肢

が拒否された理由。 

3. 学区が使用した各評価手続き、査定、記録、報告書に基づき提案された行為を拒否す

る理由。 

4. 学区の提案又は拒否する行為に関するその他の要因の説明。 

 

上記１－４項についての情報提供は、学区が保護者の適正手続きによる不服申立書が不十

分であると主張することを排除するものではありません。 

 

適正手続きによる不服申し立ての相手方の回答 

前述の条項適正手続きによる不服申立てへの学区からの回答の例外として、適正手続きによ

る不服申立てを受領した当事者の相手方は、適正手続きによる不服申立書を受領してから10 

暦日以内に、適正手続きによる不服申立ての対象となっている問題に対する具体的な回答を

相手方に送付しなければなりません。 

 
 

モデル申請書 34 CFR § 300.509 

適正手続きによる不服申立てを支援するため、ミシガン教育省はモデル申請書を用意していま

す。モデル申請書を必ずしも使用する必要はありません。ただし、適正手続きによる不服申し

立てを提出するには、申請書に必要な情報が記載されなければなりません。モデル申請書は、

以下のサイトから入手できます。www.michigan.gov/ose-eis.              （注：モデル申請書を使

用したからといって相手方が申し立てが不十分であると反論した場合ALJが申し立てが十分で

あるとみなすとは限りません。） 
 

不服申し立て・ヒアリング手続き中の児童の身分： 

http://www.michigan.gov/ose-eis
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障害児に対する懲罰の条項の例外としてMDEへ不服申し立てが提出され、相手方にも受領さ

れた場合、児童は保護者と学区の間に別段の合意がない限り、行政手続きや司法手続の期

間中は、児童は現在の教育環境に留まります。当該手続きが公立学校への初回入学のため

の最初の申請に関わる場合、保護者の同意を得た上で、児童はすべての手続きが完了するま

で一般公的教育環境に在籍します。 

 

児童が3歳になったためPart Cサービスを受ける資格を喪失し、IDEA Part C からPart Bへ移

行する際、適正手続きによる不服申し立てがIDEA Part Bの初回サービスを受ける申請書に

関係している場合。児童がIDEA Part Bの資格があるとみなされ、保護者が特殊教育及び関

連サービスを初めて受けることに同意した場合、 手続きの結果を保留し、学区は、（保護者と

学区が同意した）紛争の対象でない特殊教育・関連サービスを提供しなければならない。 

 

解決プロセス 34 CFR §300.510 

学区は、保護者および保護者の適正手続きによる不服申立書に記載されている事実について

具体的な知識を持つ個別教育プログラム（IEP）チームの関係メンバーとで解決ミーティングを

開催しなければなりません。解決ミーテイングは、保護者の適正手続きによる不服申立書を

MDEと学区が受領してから15 暦日以内に開催する必要があります。適切な手続きによるヒア

リングは、解決ミーテイングが開催された後でないと開催することができません。 

このミーティングは以下の条件を満たすものとします。 

1. 学区を代表して決定権を持つ学区の担当者が出席すること。 

2. 保護者が弁護士を帯同しない限り、学区を代表する弁護士は出席しないこと。保護者

と学区がミーティングに出席する IEP チームの関係メンバーを決定すること。このミー

ティングの目的は、保護者が適正手続きによる不服申し立てとその根拠となる事実に

ついて議論することで、学区が紛争を解決する機会を得ることにあります。 

 

以下の場合は解決ミーティングを開催する必要はありません。 

1. 保護者と学区がミーティングを放棄することについて書面で同意している。 

2.  保護者と学区が仲裁の条項によるミーティングを仲裁を利用することで同意している。 

 

解決期間 

学区が申立書を受領してから30 暦日以内（解決手続き期間中）に適正手続きによる不服申し

立てを保護者が満足する形で解決できなかった場合、適正手続きによるヒアリングを開催しま

す。 

 

最終決定までの 45暦日間のスケジュールは、以下に記述された「30暦日の解決期間の調整」

の30日間の解決期間の終了時に開始します。 

 

保護者と公的機関が解決プロセスの放棄、または仲裁を利用する 

ことに同意した場合を除き、保護者が解決ミーティングに出席しなければ、解決プロセ 

スと適正手続きによるヒアリングのスケジュールはミーティングが開催されるまで遅延 

することになります。 

 

合理的努力を行ってそれを記録しても、学区が保護者を解決ミーティングに出席さ 

せることができなかった場合は、学区は、30暦日間の解決期間の最終日に、ALJ に 

適正手続きによる不服申立てを棄却するよう要請することができます。学区の努力 

に関する文書には、以下のような、相互に合意した時間と場所を設けようとする試みの 
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記録が含まれていなければなりません。 

1. 試みた通話の詳細な記録およびそれらの通話の結果。 

2. 保護者に送付した通信文書と受け取った回答ののコピー。および 

3. 保護者の家または雇用場所への訪問の詳細な記録とその訪問の結果。 

 

学区が保護者の適正手続きによる不服申し立てを受領して15暦日以内に解決ミーテイングを

開催しなかった場合、または、解決ミーテイングに参加しなかった場合、保護者はALJに対し

45暦日の適正手続きによるヒヤリングのスケジュールを開始することを要請することができま

す。 

 

30 暦日の解決期間の調整： 

保護者と学区が解決ミーティングの放棄を書面で同意している場合は、適正手続き 

によるヒアリングまでの45暦日間のスケジュールは翌日に開始します。 

 

仲裁または解決ミーティングの開始後であって、30暦日間の解決期間の最終日前に、保 

護者と学区が合意が不可能である旨を書面で同意した場合、適正手続きによるヒア 

リングまでの45暦日間のスケジュールは翌日に開始します。 

 

保護者と学区が仲裁を利用することに同意した場合、30暦日間の解決期間の最終日 

に、両当事者は合意に至るまで仲裁プロセスを継続することを書面で同意することがで 

きます。ただし、保護者または公的機関のどちらかが仲裁プロセスから離脱する場合は、 

適正手続きによるヒアリングまでの45暦日間のスケジュールは翌日に開始します。 

 

書面の和解契約 

解決ミーティングで紛争の解決に至った場合は、保護者と公的機関は以下のような法的 

拘束力を有する契約を結ばなくてはなりません。 

1. 保護者と契約締結の権限を持つ学区の代表者の署名。および 

2. 管轄権を有する州裁判所（この種の訴訟を受理する権限を持つ州裁判所）または連邦

地方裁判所において法的強制力を有する。 

 

契約書のレビュー期間 

保護者と学区が解決ミーティングの結果和解契約を結んだ場合、いずれかの当事者 

は3営業日以内に当該契約を取り消すことができます。 

ロセスからの苦情に関する公聴会 

ヒヤリングと適正手続きによる不服申し立て 

公平な適正手続きによるヒアリング 34 CFR § 300.511 

概要 

以下に記述された適正手続きによる不服申し立てと解決プロセスの手順に従った後、紛争に

関係する保護者または学区には、適正手続きによる不服申立てをされた場合 

に公平な適正手続きによるヒアリングに参加する機会が与えられます。 

 

公平な行政法審判官（ALJ）： 

最低限に、ALJは以下の条件を満たします。 

1. MDEの職員、又は児童の教育を提供している学区の職員でないこと。ALJとしての

職務を行うためのみで報酬を得ている場合は、その機関の職員とはみなしません。 

2. ヒアリングにおける客観性について、個人的または職業上の利害相反がないこと。 
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3. IDEA の条項、IDEA に関する連邦と州の規則、およびIDEAの法的解釈について

知識を有し、理解している者。および 

4. 適切かつ一般的な法律実務に則って、ヒアリングを実施し、決定を下し、記録する

ための知識と能力を有していること。 

 

行政法審判官(ALJ)は州の公務員、弁護士、州行政ヒアリング規則策定庁（SOAHR）の職員

です。ミシガン教育省（MDE）は（SOAHRを通じて）ALJ として従事できる有資格者のリストを

保持します。 

 

適正手続きによるヒアリングの対象： 

適正手続きによるヒアリング要請した当事者（保護者または学区）は、もう一方の当 

事者の同意がない限り、申立てで対象としなかった問題を適正手続きによるヒアリング 

で取り上げることはできません。 

 

ヒアリング要請のスケジュール 

保護者又は学区が不服に関連する問題を知ってから、あるいは知ったであろう時点から2年以

内に、保護者又は学区は適正な手続きによる不服申し立てをしなければなりません。 

スケジュールの例外 

保護者が適正な手続きによる不服申し立てを以下の理由で提出していない場合は、上述のス

ケジュールは適用しません。 

1. 学校が適正手続きによる不服申し立ての対象となっている問題が解決したと誤って

表明したため、あるいは 

2. 学区がIDEA Part B/Part C のもとで提出が求められている保護者からの 

情報を公表しなかったために申し立てできなかった場合。 

 

ヒアリングへ参加する権利 

1. 弁護士および専門知識を有し且つ・又は、障害を持つ児童の問題に関する訓練を

受けた個人を帯同する。 

2. 証拠を提示し、比較し、詰問し、証人の出席を要求する。 

3. ヒアリング開催前 5営業日以前に開示されなかった証拠を、ヒアリングで提出する

ことを差し止める。 

4. 書面、または保護者の選択によっては電子形式でヒアリングの逐語的な記録を入

手する。 

5. 書面、または保護者の選択によっては電子形式で、明らかになった事実または決

定の内容を入手する。 

 

その他の情報公開： 

適正手続きによるヒアリングの少なくとも 5営業日前までに、保護者と学区はヒア 

リングで提出しようとしている、当日までに実施されたすべての評価結果と当該評価に 

基づく勧告内容を互いに開示しなくてはなりません。ALJ は、この要件を遵守していな 

い当事者が、もう一方の当事者の同意なくヒアリングにおいて関連する評価または勧告 

を提出することを差し止めることがあります。 

 

保護者の権利： 

保護者は以下の権利を有します。 

1.児童を出席させる。 
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2. ヒアリングを公開する。および 

3. ヒアリングの内容、明らかになった事実、下された決定の記録を無料で入手する。 

 

ヒアリングの決定： 34 CFR §300.513 

行政法審判官（ALJ）の決定 

児童が無料の適切な公教育（FAPE）を受けたかどうかについてのALJ の決定は、実質 

的な根拠に基づくものでなくてはなりません。 

 

手続き違反の問題では、ALJ は以下のような手続き上の不備がある場合に限り、児童が

FAPE を受けられなかったと判断する場合があります。 

 1. FAPE を受ける児童の権利を妨害した。 

 2. 児童への FAPE の提供に関する意思決定プロセスに保護者が参加することを 

  著しく妨げた。または 

 3. 教育上の利益を奪う原因となった。 

 
 

契約解釈条項  

上記の規定は、ALJ が学区にIDEA のパートB（34 CFR 300.500 ～ 300.536）に基 

づいて連邦規則の手続き上の保護措置条項の要件を遵守するよう命令することを妨げる 

ものではありません。 

 

適正手続きによる不服申立ての分離： 

IDEA Part B(34 CFR§§300.500 – 300.536)の手続き上の保護措置条項には、保護者が既

に申し立てた適正手続きによる不服とは別に、ある問題について適正手続きによる不服申立

てをすることを妨げるものはありません。 

 

諮問委員会と一般市民への調査結果と決定 

個人情報を削除した後、 MDEは以下を行わなければなりません。 

1. 適切な手続きによるヒアリングの調査結果と決定を州特殊教育諮問委員会へ提出しま

す。 

2. これらの調査結果と決定を一般公開します。 

 

申し立て（控訴） 

決定の終局性、控訴、公平なレビュー 34 CFR § 300.514  

正当な手続きによるヒアリング（懲罰に関するヒアリングも含む）の決定は最終的なものです。

保護者または学区のどちらかが以下の通り民事訴訟を起こし不服申立てしない限り、最終的

なものです。 

 

ヒアリングのスケジュールと便宜 34 CFR § 300.515  

MDEは30暦日解決ミーテイング期間の終了後、45暦日以内に、又は、以下の調整期間終了

後から45暦日以内にヒアリングの最終決定が下されます。 

 

30暦日解決期間の調整： 

1. ヒアリングの最終決定が下された場合。かつ、 

2. 最終決定のコピーが双方の当事者宛郵送された場合。 
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3. ALJ はいずれかの当時の要請によって、45暦日間の期間の延長を期限を切って認め

る場合があります。 

 

双方からのヒアリングは一度に保護者と児童に便利な場所で行ないます。 

 
 

民事訴訟（その告訴する時期も含めて） 34 CFR § 300.516 

概要 

適正な手続きによるヒアリング（懲罰の手続きに関するヒアリングも含む）の認定および決定を

不服とする当事者（保護者又は学区）には、それまでの話し合いの量に関係なく、民事訴訟を

起こすことができます。管轄権を有する（この種の事例を審議できる）州裁判所または合衆国

の地方裁判所に民事訴訟を起こして不服申立てをする権利があります。 

 

時間の制限 

当事者（保護者又は学区）には、ALJの決定から90暦日以内に民事訴訟を起こして不服申立

てをする権利があります。 

30 

追加の手順 

民事訴訟において、裁判所は以下を行います。 

1. 行政手続きの記録を受け取る。 

2. 保護者の要請または学区の要請で追加の証拠をヒアリングする。 

3. 決定の根拠を証拠の優位性に置き、裁判所が適切であると判断した救済措置

を認める。 

 

地区裁判所の管轄 

それまでの話し合いの量に関係なく、合衆国の地方裁判所は、IDEA Part Bに基づいた、民事

訴訟について正式の判決を下す権限があります。 

 

解釈の規則 

IDEAのパートBのいかなる条項も、米国憲法、米国障害者法（1990年）、リハビリ法1973（セク

ション504）、または障害を持つ児童の権利を保護するその他の連邦法において保証されてい

る権利、手続き、救済措置を制限するものではありません。ただし、これらの法律に基づいて民

事訴訟を提起する前に、適正手続きによるヒアリング手続きを尽くしている必要があります。こ

れは、IDEA のもとで利用可能なその他の法律に基づいて保護者に救済措置が与えられると

いうことです。しかし、一般的にはそうした他の法律に基づく救済措置を利用するには、保護者

は直接裁判所に訴える前に、IDEAのもとで提供される行政救済措置を利用しなければなりま

せん（適正手続きによる不服申立て、解決ミーティング、公平な適正手続きによるヒアリング手

続き）。 

 
 

弁護士費用 34 CFR § 300.517 

概要 

裁判所は、IDEA Part Bに基づく訴訟または手続において、勝訴した場合、保護者に適正な弁

護士費用を付与する場合があります。 
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裁判所は、IDEA Part Bに基づく訴訟または手続において、a) 重要性を欠く、不合理な、また

は根拠のない不服申立てをした保護者の弁護士、または b)訴訟が明らかに重要性を欠き、不

合理かつ根拠のないことが判明した後も訴訟を継続した保護者の弁護士に対し、勝訴した公

的機関又は学区に適正な弁護士費用を支払うよう命令する場合があります。 

 

裁判所は、IDEA Part Bに基づく訴訟または手続において,保護者の不服申立てまたはその後

の訴訟が、嫌がらせ、不必要な遅延目的、不必要な訴訟費用の増額などの、不正な目的でな

されたことが明らかになった場合、保護者又は保護者の弁護士に対し、勝訴した公的機関又

は学区に適正な弁護士費用を支払うよう命令する場合があります。 

 

付与される弁護士費用 

裁判所は適正な弁護士費用を付与することができます。 

1.弁護士費用は、提供されたサービスの種類と質について訴訟した場合の地域 

社会の一般的な相場に基づいて決定されます。弁護士費用の計算にボーナスや利益率は 

考慮されません。 

2.保護者宛に書面で和解案の提出後のIDEA Part Bに基づく訴訟の弁護士費用は以下のよう

な場合には付与されません。 

 a) 和解案が連邦民事訴訟規則 68 に基づいてスケジュール中、または行政手続きが

開始される10暦日以上前に提示された場合。 

 b) 和解案が10暦日以内に受け入れられなかった場合。および 

 c) 裁判所又はALJが保護者に与えられた救済措置が、和解案に比べて望ましいもの

ではなかったとみなした場合。 

上述の規定に関わらず、保護者が勝訴し、和解案を拒否することについて実質的に正当であ

るとされた場合、弁護士費用が付与されることがあります。 

3.IEPチームに対しては、弁護士費用は付与されません。ただし、IEPミーテイングが裁判所の

行政手続きにより開催された場合は例外とします。 

4.仲裁の規定に基づき、仲裁に関しては、費用は付与されない場合があります。 

5.解決ミーテイングの規定に基づき、解決ミーテイングは裁判所の行政手続きの結果として開

催されたとみなされません。又は、弁護士費用の規定において、事務的ヒアリング又は裁判所

の行政手続きとしてみなされません。 

 

IDEA Part Bに基づき、弁護士費用は以下のような場合には減額される可能性があります。 

1.保護者または保護者の弁護士が紛争の解決を不当に長引かせた。 

2.弁護士費用の時間給が、地域社会において類似するサービスに対して同程度の 

能力、評価、経験を有する弁護士が請求する金額相場よりも不当に高額である。 

3.訴訟の性質に鑑みて、かかった時間およびサービスが過大である。または 

4.適正手続きによる不服申し立ての規定により適正手続きによるヒアリングの要請通知時に、

保護者の弁護士が適切な情報を学区に提供しなかった。 

ただし、 州または学区が解決を不当に長引かせた場合、またはIDEA Part Bの定める手続き

上の保護措置要件違反があった場合、弁護士費用は減額しない場合があります。 

 

障害児の懲罰 

学校の権限 34 CFR § 300.530   

ケース・バイ・ケースの判断 
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教職員は、ケースバイケースで、学校の行動規範に違反した障害を持つ児童の教育環境の変

更が適切であるか否かを判断する際に、以下の要件に基づき検討します。 

概要 

教職員は、行動規範に違反した障害を持たない児童に対しても検討します。教職員は、行動

規範に違反した障害児を、現在の教育環境から、適切・暫定的な代替教育環境（どのような教

育環境になるかはIEPチームが決定）、その他の教育環境、又は出席停止に変更した場合、教

育環境の変更し出席停止処分にでき、期間は連続10授業日以下とします。教職員はその児童

を別の事由により退学にする場合は、教育環境の変更でない限り、１学年中に追加で10授業

日以下であれば連続で出席停止処分にすることができます。（以下の懲罰を受ける障害児の

停学の変更の定義を参照） 
 

障害児が現在の教育環境から1学年中で合計10授業日退学にした場合は、学区は、同学年

の期間中に出席停止処分になっている間、以下サービスの条項の要件を満たすサービスを提

供しなければなりません。 

 

追加の権限 

問題行動が児童の障害の発現（マニフェステーション）ではない場合、（マニフェステーションの

決定を参照）教職員は当該児童を他の児童と同じように処罰することができます。その教育環

境の変更は10授業日を超えてはなりません。ただし、サービスの条項に記載の通り、学区は

サービスを提供しなければなりません。そのサービス内容については児童のIEPチームが決定

します。 

 

サービス 

現在の教育環境の変更に該当した障害のある児童には、暫定代替教育環境へ移行しサービ

スを提供しなければなりません。 

 

学区は、障害のある児童が教育環境から10授業日以内、出席停止となった場合、障害の無い

同等の事由で出席停止となった児童にサービスを提供している場合のみ、暫定代替教育環境

の下でサービスを提供する必要があります。 

 

10授業日を越えて、現在の教育環境から退学させられている障害のある児童は以下に該当し

ます。 

1暫定代替教育環境（IAES）に移動している場合であっても、児童は総合教育カリキュ 

ラムに参加してIEP に設定された目標を達成するために別の教育環境で引き続きサービ 

スを受けることができます。そして 

2 児童は、適切な場合は、機能的行動評価(FBA)と違反行動の再発を防ぐために構築さ

れた修正行動介入サービスを受けなければなりません。 

 

障害のある児童が現在の教育環境から移行して1学年中に10授業日出席停止になった後、現

在の出席停止期間が連続10授業日以内で、且つ退学が教育環境の変更（詳細は以下参照）

でない場合、教職員は、児童の担任教師最低一人と協議し児童が継続して一般教育のカリキ

ュラム、その他の教育環境に参加し、児童のIEPの目標達成するために成長できるようにする

ためにはどの程度どのサービスが必要かを決定します。 

 

退学が教育環境の変更（定義は以下の通り）である場合、児童のIEPチームは、の児童は0授

業日間以上に達した場合、対象児童のIFSP チームまたはIEP チームは、一般教育のカリキュ
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ラム、その他の教育環境に参加し、児童のIEPの目標達成するために成長できるようにするた

めの適切なサービスを決定します。 

 
 

マニフェステーション決定： 

行動規範違反を理由とする障害児の教育環境の変更決定から10授業日以内（教育環境の変

更でない連続10授業日以下の出席停止を除く）に、保護者と児童のIEP チーム（保護者と学区

が決定）は児童が受けているIEP、教師の観察記録、保護者が提供した関連情報を含む、児

童のファイルに記載されているすべての関連情報をレビューし、問題の行動が以下に該当する

かどうかを決定しなければなりません。 

 1. 児童の障害が原因である、あるいは直接的実質的関係がある。または 

 2. 学区が児童の IEP 実施に失敗したことによる直接的結果である。 

 

保護者、学区、IEP チームが上記のいずれかに当てはまると判断した場合、当該行動は児童

の障害の発現（マニフェステーション）であると決定されます。 

 

保護者、学区、IEP チームが、学区の IEP 実施の失敗が結果として児童の行動になったと決

定した場合、学区は、速やかにその修正計画を立てなければなりません。 

 

問題行動が児童の障害の発現（マニフェステーション）であると決定した場合 

保護者、学区、IEP チームが問題行動が児童の障害の発現（マニフェステーション）であると決

定した場合IEP チームは以下を行わなければなりません。 

1. 機能的行動評価を実施する。（学区が教育環境の変更に至った問題行動が発生する

前にすでに機能的行動評価を実施していた場合は除く）及び、児童に行動介入計画を実

施する。又は、 

2. 児童の行動介入計画が既に存在している場合は、その計画を見直して問題の行 

動に対処するために必要な修正をする。 

 

以下の暫定代替教育環境に該当しない場合、保護者と学区が教育環境の変更を行動介入計

画の一部として同意している場合を除いて、学区は、児童を退学した教育環境へ戻す必要が

あります。 

 

暫定代替教育環境：（特別な状況） 

教職員は、問題行動が児童の障害の発現であるかどうかに関わらず、児童が以下のよう 

な行動をとった場合には最大45授業日数の間、当該児童を出席停止にし、暫定代替教 

育環境へ移動させることができます。 

1. ミシガン州教育省または地域の学区の管轄下にある学校、学校施設、または学校行

事に武器を持ち込む、または所有する。 

2. ミシガン州教育省または地域の学区の管轄下にある学校、学校施設、または学校行

事において、不法薬物を故意に所有する、使用する、あるいは規制薬物を販売し、ま 

たは販売を懇願する。または 

3.  ミシガン州教育省または地域の学区の管轄下にある学校、学校施設、または学校行

事において、他人に重大な身体的傷害を負わせる。 

定義 

規制薬物とは、規制物質法（21 U.S.C. 812（c））セクション202（c）の附属書 

I、II、III、IV またはV に定義されている薬物または他の物質を意味します。 



 25 

 

違法薬物とは、規制物質を意味しますが、資格を有する医療従事者の監督の下 

で法的に所有または使用されている物質、または連邦法の定めに基づいて法的に 

所有または使用されている物質は含まれません。 

 

重大な身体的傷害とは、合衆国法典第18編1365条第3項(h)の条項「重大な身体的傷害」をい

います。（添付書類A参照） 
 

武器とは、合衆国法典第 18 編第930 条第1 項（g）の条項（2）に基づき、 

「危険な武器」を意味する用語です。 

 

通知 

行動規範に違反したため児童の教育環境が変更され退学の決定がなされた日に、学区は、そ

の旨の決定を保護者に通知し、手続き上の保護措置に関する通知を提供しなければなりませ

ん。 

 

懲罰処分の退学による教育環境の変更 

34 CFR § 300.536 

以下の場合、現在の教育環境から障害児を出席停止させた場合は、教育環境の変更とみなし

ます。 

1. 出席停止が連続して10授業日を越えた場合、又は 

2. 児童は以下のようなパターンが理由で一連の出席停止処分を受けている場合。 

a. 1学年で一連の出席停止により合計10授業日を超えた。 

b. 児童の問題行動が以前の一連の出席停止の原因となった問題行動と類似してい

る。且つ 

c. 各出席停止期間の要素。児童が出席停止となった合計の日数。その出席停止とな

った期間と次の期間の間隔。 

出席停止となるパターンが、教育環境の変更に関係しているかは、ケースバイケースで学区が

決定します。問題がある場合は、手続き上の保護措置の対象となります。 

 

教育環境の決定 34 CFR §  300.531 

追加の権限及び暫定代替教育環境：（特別な状況）の条項に基づき、上記のIEPチームは、教

育環境の変更に該当する退学による暫定代替教育環境（IAES）を決定しなければなりません。 

 

申し立て（控訴）34 CFR § 300.532 

概要 

障害児の保護者は以下に同意しない場合、適正な手続きによる不服申し立て（上記参照）を提

出し、適正な手続きによるヒヤリングを要請することができます。 

1. 懲戒処分による教育環境に関する決定。又は 

2. 上記の児童の障害の発現（マニフェステーション）に関する決定。 

学区は、現在の教育環境に児童を留めることは、児童又はその他の者に重大な障害をもたら

す結果となると判断した場合、適正な手続きによる不服申し立て（上記参照）を提出し、適正な

手続きによるヒヤリングを要請することができます。 

 

行政法審判官の権限 
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公正な行政法審判官の条項に基づき、行政審判官は適正な手続きによるヒアリングを行い、

意思決定を下さなければなりません。行政審判官は、以下を行います。 

1 行政法審判官が、退学は、学校職員の権限に記載された要件に違反したものであると

判断した場合、障碍児を退学前の元の教育環境障に戻す場合があります。 

2 行政法審判官が、現在の教育環境に留まることは、児童又はその他の者に重大な傷

害をもたらす結果になりうると判断した場合、暫定代替教育環境に45授業日を超えな

い範囲で移行するよう命令する場合があります。 

 
 

学区が児童を元の教育環境に戻すことは児童その他の者に重大な傷害をもたらす結果になり

うると判断した場合は、これらのヒアリングを繰り返す場合があります。 

 

保護者又は学区が適正な手続きによる不服申し立てを行いヒヤリングを要請した場合、適正

な手続きによる不服申し立て、と適正な手続きによる不服申し立てによるヒアリングの条項に

基づき、ヒアリングを以下の場合を除いて実施しなければなりません。 

1 ミシガン教育省が適正な手続きによるヒアリングのスケジュールを早めた場合は、ヒア

リング要請日から20授業日以内にヒアリングを実施し、ヒアリングの後10授業日以内

に決定を下します。 

2  保護者と学区が書面で会議をしないことに同意している場合、又は仲裁を使用するこ

とに同意している場合、適正な手続きによる不服申し立ての通知を受領してから7暦日以

内に解決ミーテイングを開催しなければなりません。両者が解決結果に同意しない場合は

適正な手続きによる不服申し立てを受領してから15暦日以内に、ヒアリングを実施します。 

 

民事訴訟（その告訴する時期も含めて）の条項に基づき、ヒアリングに参加した当事者（保護者

又は学区）が民事訴訟を起こした場合を除き、早めに行われた適正な手続きによる不服申し立

ての決定事項は最終的なものです。 

 
  

控訴中の教育環境 34 CFR § 300.533 

上記により、保護者又は学区が懲戒処分に関して適正な手続きによる不服申し立てを提出し

た場合、学校職員の権限の条項に基づきヒアリングオフィサーが決定するまで、又は出席停止

の期間が満了になるまで、どちらか早いほうまで、暫定的代替教育環境に留まらなければなり

ません。 

 

特殊教育と関連サービスを受ける資格未決定の児童の保護 34 CFR § 300.534  

概要 

児童がまた特殊教育・関連サービスを受ける資格未決定の段階で、行動規範に違反した場合、

その懲罰処分の原因となった違反行為が発生する前に、児童は障害児であることを学区が知

りえた（以下に決定された）場合、児童は本通知書に記載された保護を主張することができる

場合があります。 

 

懲戒処分についての基本知識 

以下の場合、懲戒処分の原因となった問題行動が発生する前に児童が障害児であることを学

区が認識していたとみなされます。 

1児童の保護者が特殊教育・関連サービスを必要としていると懸念を書面で学校職員・担

当者、教育機関、児童の担任教師に通知した場合。 
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2 IDEA Part Bに基づき児童の保護者が特殊教育・関連サービスの評価を要請した場合。 

3 児童の担任教師又は学区の他の職員が児童のパターン化した問題行動について学

区の特殊教育の責任者又は、学校区の主任職員に懸念を表していた場合。 

 

例外 

学区は以下の場合児童が障害児であることを認識していたとはみなしません。 

1児童の保護者は児童が評価を受けるとことを許可しなかったか、特殊教育サービスを拒否し

た場合。 

2児童は評価を受け、IDEA Part Bに基づき障害が無いと判断された場合。 

39 

知識の基盤が存在しない場合に適用される条件 

児童に対し懲戒処分をする前に学区には児童は障害児であるという認識が無かった場合、

（懲戒処分についての基本知識と例外に基づいて、児童は同等の問題行動を行った障害の無

い児童に対する懲戒処分を受けます。 

 

しかし、評価が児童が懲戒処分を受けている間、児童を評価する要請があった場合は、評価を

速やかに行う必要があります。 

 

評価が完了するまで、児童は学校が決定した（IDEA Part Bに基づき教育の提供がない出席

停止又は放校を含めた）教育環境に留まります。 

 

学区が実施した評価と、保護者から提供された情報を考慮に入れ、児童は、障害児と判断され

た場合は、IDEA Part Bに基づき学区は、上記の懲戒処分も含めて特殊教育・関連サービスを

提供したければなりません。 

 

法執行機関と司法機関による照会と措置： 34 CFR § 300.535 

IDEA Part Bは学区が以下を禁じていません。 

1. 犯罪を適当な政府当局および法執行機関に通報すること。又は 

2. 法執行機関及び、司法当局が、連邦法および州法を適用し、障害と持つ児童の犯罪

行為を取り締まること。 

 

記録の転送 

学区が、障害を持つ児童が犯した犯罪を報告する場合は、学校区は： 

1児童の特殊教育の記録、及び懲戒処分の記録の写しを、犯罪を報告する機関へ、転送し

なければなりません。 

2FERPAで許可された範囲まで児童の特殊教育・懲戒処分の記録を転送する場合があり

ます。 

 

公費を利用した保護者による一方的な児童の私立学校への就学選定 

概要34 CFR § 300.148 

IDEA Part Bは、学区が無料の適切な公教育（FAPE）を利用可能としたにも関わらず保 

護者が児童を私学へ就学させた場合、学区に私立学校へ通う障害を持つ児童の特殊教育お

よび関連サービスを含む教育費の支払いを求めていません。しかし、私立学校のある学区は、

児童を特殊教育を必要とする生徒の数に登録し、34 CFR § 300.144に基づき保護者が私立

学校へ就学させた児童についてIDEA Part Bで規定されている特殊教育のニーズを満たすさ

なければなりません。 
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私立学校への就学選定に対する補償 

概要 

障害を持つ児童が過去に学区の管轄する特殊教育および関連サービスを利用してお 

り、その保護者が学区の同意または照会なく当該児童を私立の幼稚園、小学校、中 

学校へ就学させた場合であって、ALJ または裁判所が学区が当該児童に入学前の適 

切な時期にFAPE を利用可能な状態にしなかったこと、および私学への就学が適切であ 

ると認めた場合は、ALJ または裁判所は学区に対し保護者への入学費の補償を命じ 

ます。ALJ または裁判所は保護者による教育環境の選定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としても、それを妥当であると判断することがあり 

ます。 

 

補償の制限： 

以下のような場合、補償は ALJ または裁判所によって減額または拒否されることがあ 

ります。 

1. a) 児童が公立学校を出席停止になる前に保護者が参加した最後の IEP チームミー 

ティングにおいて、保護者が公費で児童を私立学校へ就学させることへの関心 

や意図を含め、学区がFAPE を提供するために提案した教育環境を拒否し 

ていることをIEP チームに伝えなかった場合。またはb) 保護者が児童を公立学校から退学さ

せる少なくとも 10 営業日（休日中の営業日も含む）前に、保護者が児童の公的教育環境に関

する懸念、および児童を退学させる意思を学区に書面で通知しなかった場合。 

2.    保護者が児童を公立学校から退学させる前に、学区が児童の評価を実施す 

る意向（適切かつ合理的な評価の目的に関する説明を含む）を保護者に事前通 

知書で送付していたが、保護者が児童に評価を受けさせなかった。または 

3.   保護者の行動が非合理的であると司法当局が認めた場合。 

 

上記の通知条件に関わらず、補償額は以下のように取り扱われます。 

1. 以下の条件に当てはまる場合、上記の通知をしなかった保護者にも補償額が減 

額または拒否されることはありません。(a) 学区が保護者が通知することを妨害した。 (b)保護

者は上記の条項に記された保護者の責任に関する通知を受け取らなかった。  (c)上記の要件

を満たすことは児童に肉体的な障害となる場合。且つ、  

2.  ALJ又は裁判所の裁量により、以下のような場合には上記の通知をしなかった保護者

にも補償額が減額または拒否されない可能性があります。a) 保護者が英語の読み書

きができない場合。 b)上記の要件は児童に重大な傷害を与える可能性がある場合。  

 

児童が成年に達した場合の保護者の権利移転 34 CFR § 300.520   

障害を持つ児童が、成年に達した場合（法的後見人が裁判所で認定されている場合を除きミシ

ガン州では年齢18歳に達した場合。）公共機関は、IDEA Part Bに基づき保護者と学生双方に

全ての通知をする必要があります。IDEA Part Bに基づき成年に達した学生、そして連邦、州

又は地方の刑務所・少年院に入所中の学生に、保護者に与えられていたすべての権利を移転

します。 

42 

連邦政府の定義 

重大な身体的傷害 18 USC 1365 （ h ） 
（ 3 ）「重大な身体的傷害」とは、以下の身体的傷害を意味します。 
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（ 1 ）極めて高い死亡の危険。 

（ B ）極度の身体的苦痛。 

（ C ）長期間に及ぶ明白な異形。 

（ D ）長期間に及ぶ身体部位、臓器又は精神的能力の機能障害・喪失。 

（ 4 ）「身体的傷害」とは、以下を意味します。 

（ 1 ）切り傷、かき傷、痣、火傷、または 異形。 

（ B ）身体的苦痛。 

（ C ）疾病。 

（ D ）身体部位、臓器又は精神的能力の機能障害・喪失。 

（ E ）一時的な身体的傷害。 

 

武器 18 USC 930 （ g ） 
（ 2 ）「危険な武器」とは、人を殺すため、又は殺す能力のある、又は重大な身体的傷害を

与えうる武器、装置、器具、材料、または実質、生物又は無生物をいいます。2.5インチ未

満の刃のポケットナイフはこれに含みません。。 

 

保護者の同意取り消し 

学区が児童に特殊教育・関連サービスを提供することに保護者が同意したことを取り消すこと

を書面で学区に通知した場合、学区は、 

1.  児童に特殊教育・関連サービスを継続して提供しない場合があります。 

2.   保護者からの特殊教育・関連サービスに関する同意の取り消しを受領したことにより

学区はIDAR Part B 300.503 に基づき、速やかに特殊教育・関連サービスを停止する

旨、書面で保護者に通知しなければなりません。 

3.  児童に対してサービスを提供するという同意をするための適正な手続き（例：仲裁、解

決ミーテイング、又は公平な手続きによるヒアリング）を使用しない場合があります。 

4.   児童に今後特殊教育・関連サービスを提供しないことで、FAPEの要件を満たしてい

ないという違反行為とは認められない。 

5. IEP会議を開催、児童のIEP計画を作成する必要もありません。 

6. 保護者の同意の取り消しにより、児童の特殊教育の記録・児童の特殊教育・関連サー

ビス証明書を修正する必要もありません。 


