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障害施策推進課‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
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障害児相談支援事業所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥121
障害児入所施設（参考）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62
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障害のある児童・生徒のための学校一覧表
　（国立・都立）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥118
障害福祉施設（区立）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥127
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