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平成２２年９月３日 

東京都知事 

石原 慎太郎 殿 

東京ＬＤ親の会連絡会 

 

 

要  望  書 

 

 私たち、「東京ＬＤ親の会連絡会」は、ＬＤ(学習障害)等発達障害児・者の親の会（「く

じら」、「けやき」、「にんじん村」、）で構成され、約１７０名の会員がそれぞれの親の会

の地域を中心に活動しております。 

 平成１６年より都知事殿宛に要望書を提出し、ＬＤ等発達障害のある人達の自立支援

に関する種々の施策について要望をしてまいりました。 

 また、平成２２年１月には、貴教育庁のご後援をいただき講演会「ひとりでできる力

を育てる」を開催しました。この講演会では、“自分でできる”という彼らの自己肯定感

を高め、自分自身でものごとを解決する力を育てる有効な指導・支援の方法を具体的な

実例をとおして、長澤正樹（新潟大学 教授）氏、太田裕子（東京都教育庁指導部副参

事）氏のお二方よりご講演いただきました。おかげを持ちまして、参加の保護者、教育

関係、支援関係者の皆様方から好評をいただき、ＬＤ等発達障害児・者の支援と指導に

ついて理解を深めることが出来ました。 

上記講演会のタイトルからもお分かりいただける通り、私ども親の会の目指すものは、

実社会で子どもたちが自立し、生き生きとした生活が出来ることです。そのためには、

教育の場面だけではなく、就職・地域社会への参加などの場面においても、的確な支援

を必要としております。 

 「東京ＬＤ親の会連絡会」は、ＬＤ等発達障害の人達への自立支援のため、 都庁の関

連部局が実施されている施策等についての要望を提出させていただき、今後に向かって

共により良い問題解決の道を開いて行きたいと願っております。 

毎年、提出致します要望書につきましては、各部局よりご丁寧な検討結果のご説明を

賜り深く感謝いたしております。本年度の各要望事項につきましても、よろしくご回答

賜りますようお願い申し上げます。 

 
 

【教育関係要望項目】 
 

１．小学校・中学校における児童・生徒への支援 

  平成１９年度より、ＬＤ等発達障害のある児童生徒に対し特別支援教育が開始され

今年度は４年度目となります。そこで昨年度までの３年間の実績を踏まえ以下の点
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につき回答をお願いします。 

 （１）地域格差 

    東京都では今年、特別支援教育推進計画第三次実施計画（案）も策定され大変

力を入れておられます。しかし特別支援教育の地域格差が大きく生じています。

格差が少しでも少なくなるよう各市区町村への指導をお願いします。 

（２）個別の教育支援計画の作成 

   ＬＤ等発達障害のある子どもたちには、一生涯を通じて利用できる支援計画の

立案と実施が重要なテーマです。個別の教育支援計画・個別指導計画の作成を

各区市町村の全学校で積極的に推進するよう指導して下さい。また、現状につ

いてどの様に実行されているかお聞かせ下さい。 

（３）特別支援教育支援員（学習支援員）の配置と研修 

   平成２１年度文部科学省では地方財政措置として約３７８億円で公立小中学校

だけではなく公立幼稚園まで拡充された予算が用意されました。 

東京都の各区市町村は当該予算を使用し、特別支援教育支援員の配置を確実に

進められたと推察いたします。平成２１年度の実績がどうであったか、また今

後の計画等をお聞かせ下さい。 

また、学習支援員のＬＤ等発達障害のある子どもたちへの関わり方が改善され

るように事前研修をして下さい。資格等が必要ではないのであれば、事前研修

をしていただくか、または知識を持っている支援員の配置を考えて下さい。 
（４）特別支援教育コーディネーターについて 

    特別支援教育の実施に重要な役割を果たす各学校の特別支援教育コーディネー

ターの活動状況を具体的にお聞かせ下さい。 

    また、特別支援教育コーディネーターの中には、担任・主幹等を兼任して多忙

をきわめ、本来担うべき任務が十分に果たされていない現状がうかがわれます。

コーディネーターとしての役割が十分果たせるよう、コーディネーターだけの

専任として各学校への人員配置をお願いします。 
（５）通級指導学級について 

①通級指導学級の担任（担当教員）には専門知識のある方を配置して指導内容

の充実を促進して下さい。 

     また、通級指導学級を希望していても入れない現状が多々あります。行動面

に問題がみられる児童ばかりではなく、おとなしく困難が見えづらい児童も

考慮していただけるよう、審査委員に専門の知識のある方を配置して下さい。 
②通級指導学級での宿泊学習がどんどん削られていますが、復活を望む意見が

多数あります。宿泊学習についての見解をお聞かせ下さい。 

（６）特別支援学級の増設について 

発達障害児を対象とした港区赤坂中学校のような情緒障害の特別支援学級の増

設をお願いします。 

（７）教員支援の体制整備 

    ＬＤ等発達障害のある子どもへの対応の仕方がわからない通常クラス担任が、
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まだ多く見受けられます。研修会等に参加できない教員が多いのも現状のよう

です。そこで、教員を支援するという立場のスクールソーシャルワーカーの必

要性と連携がどのようになっているのかを、具体的にお聞きかせ下さい。 
また、校内委員会の充実・専門家による巡回相談の充実等、教員支援の体制整

備をさらに推進して下さい。 

 （８）スクールカウンセラー 

スクールカウンセラーは子どもたちの心のケアを行うとても重要な役割を担っ

ており、学校で困っている子どもたちの貴重な相談の場となっています。 

東京都では多くの学校にスクールカウンセラーが配置されていますが、いまだ

に未配置の学校もあり、臨床心理士の資格を持たないカウンセラーも配置され

ています。全ての学校に専属のスクールカウンセラーの配置をお願いすると共

に、その配置状況についてお聞かせ下さい。 

また、短い期間でスクールカウンセラーが変わっています。子どもたちのこと

がわかってきた頃に移動してしまうのはとても残念です。複数年にわたる長い

期間、同じカウンセラーが配置されるようお願いします。 

 （９）スクールソーシャルワーカー 

学校教育現場には福祉に関する専門家が不足しています。福祉等に関して教員、

児童、保護者が相談できる体制の構築、また、教育と福祉をつなげる為にも全

ての学校に専属のスクールソーシャルワーカーの配置をお願いします。 

（１０）一般の保護者・児童・生徒の理解向上（障害の理解向上） 

一般の保護者のＬＤ等発達障害への理解はまだまだ不十分です。 
今後も「障害のある児童・生徒等の理解啓発推進事業」を継続して下さい。 

（１１）教員への研修、指導の実施 
    ＬＤ等発達障害のある児童生徒は、学校でいじめの対象になるケースも多く、

それがＬＤ等発達障害への理解がない教員の言動等から助長されている場合も

あります。他の児童生徒より行動が遅かったり、出来なかったりしただけで、

叱ってしまう教員もいます。 

また、国などが行う学力テストにおいて、ＬＤ等発達障害のある児童生徒にテ

ストを受けないよう親に求めてくる学校もあります。 
東京都では、教員を対象として発達障害などについて様々な研修を実施されて

おりますが、まだ充分に理解されていない教員が見受けられます。 
今後、学校現場でＬＤ等発達障害のある児童生徒が理不尽な扱いを受ける事が

ない様に、教員研修の更なる充実及び指導をお願いします。 
（１２）就労に向けて 

就労についての個人の傾向等の項目を定め、小中学校から個別支援計画に盛り

込むことを検討している地域があります。より専門的な知識が必要で、短期間

に同じことを都内全域に求めることは難しさもあると思いますが、地域の相談

業務にたずさわる方、コーディネーター等への研修・指導要領に、将来、働く

ことを目指す為のアセスメントやコーディネートができるような内容を取り入
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れて下さい。 

（１３）教育委員会 

区市町村の教育委員会と他の部署との連携が充分とはいえません。部署間の連

携につきどのように指導されているのか現在の状況をお聞かせ下さい。 
 

２．高校における配慮 

  エンカレッジ等、ＬＤ等発達障害に理解ある高校でも、現状は不登校の生徒が多い

のが現実です。また、ＬＤ等発達障害児・者の多くは、普通高校へ進学しています。

高校卒業後の就労支援策として、普通高校におけるキャリア教育を推進して下さい。

また、以下の項目につき、実情がどの様になっているかお聞かせ下さい。 

（１）通常学級での対応及び支援状況 

（２）特別支援学級や通級指導学級の設置状況 

（３）高校卒業後の進路指導の状況 

  

３．就学相談について 

（１）各区市町村教育委員会は、就学前の児童を持つ保護者に対し学校の情報をどの

ように与えているか実情をお聞かせ下さい。 

（２）就学支援シートの利用について、具体的な事例と今後の推進方法をお聞かせ下

さい。 

 

４．障害に対する配慮  

  都立の中高一貫校における中学受験にも障害に対する配慮を要望します。現在、配

慮がなされていれば、その事例をお聞かせ下さい。 

 

５．教育委員会との連携・協働 

  以下の項目につき、どのように実施されているか具体的にお聞かせ下さい。 

（１）福祉保健局、産業労働局等、他部局との連携・協働 

（２）ＮＰＯ／協会／親の会等外部団体との連携・協働 

 

６．コンプライアンス 

  最近大企業の不祥事等が続いたことにより、コンプライアンスに重きをおく企業が

多くなってきました。 
  また行政機関においてもコンプライアンス課、コンプライアンス委員会、コンプラ

イアンス窓口など設置している自治体もあります。 
  発達障害支援法や、支援を行うルールなど学校においても遵守しなければならない

ことが多くあると思われます。 
  校内もしくは各教育委員会内にコンプライアンス委員会や窓口等を設置し、生徒や

親が相談や通報できるシステムの設置についてお考えをお聞かせ下さい。 
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７．特別支援教育推進計画第三次実施計画 

先日は、特別支援教育推進計画第三次実施計画（案） 骨子についてお話を伺う場を
設けて頂きありがとうございました。 
特別支援教育推進計画第三次実施計画（案） については各区市町村において確実に
実施されるようお願いします。 

以 上 
 
 

【福祉・保健関係要望項目】 
 
１．早期発見、早期支援について 
  ＬＤ等発達障害については早期療育の効果が顕著です。それには早期発見、早期支

援ができるような体制の整備が必要です。早期発見、早期支援への具体的で適切な

対策をお願いします。 

（１）１歳半、３歳児の乳幼児健診について、基本的に市区町村事業の後方支援として

実施している研修や研究内容、またそれに要している費用概算を具体的にお聞か

せ下さい。 
（２）乳幼児健診でＬＤ等発達障害が疑われた場合、または要配慮児とされた場合の各

市区町村における本人への発達支援と家族支援体制について、都内に限らず先

進的な取り組みをしている他地域の体制を活かせるように、積極的な導入を働きか

けて下さい。 
また保護者の気づきを促すような体制を整備し、発見された場合にはスムーズに

相談や支援につながる様、充分に配慮された伝え方の研究と指導をお願いします。 
（３）保育園、幼稚園、就学後について 

①５歳児健診（または４歳６ヶ月健診）を東京都として実施して下さい。 
また現在、東京都医師会で実施している５歳児健診のモデル事業の実施状況と

今後の取り組み、更に東京都との連携についてお聞かせ下さい。 
②継続的で正確な評価に基づく支援計画の作成をお願いします。 
③就学前に受けていた総合福祉センター等での療育が、就学によって終了してし

まう場合が多いと聞きます。就学後も、小学校の間は継続的支援が受けられる様、

保健・福祉と教育の連携の構築・強化を推進・指導して下さい。 

（４）保育園、幼稚園で、ＬＤ等発達障害児が発見された場合には、理解と支援のある保

育や教育が保障できるような体制を整備し、財政支援等が利用しやすいように充分

に周知して下さい。また既に補助金事業として実施された事例をお聞かせ下さい。 

（５）身近な地域に、ＬＤ等発達障害児・者の診察、リハビリテーション、また相談窓口を設

置して下さい。 

（６）二次障害の早期発見 

①虐待、ネグレクト、暴力の被害・加害、いじめ等、二次的に生じる不適切な育成環
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境の早期発見・早期介入の仕組みを、児童相談所、区市町村の子ども家庭支援セ

ンター等関係する機関間での役割分担を明確にし、適切な対応・支援を迅速に行

って下さい。 
②不登校、無気力、うつ、昼夜逆転、暴力、非行、ひきこもり等にLD等発達障害が潜
んでいる場合があります。二次障害であることを早期に発見し、精神保健福祉セン

ター等と連携を図り、リハビリテーションを開始できるシステムを早急に構築して下

さい。 

 

２．サポートファイルの普及 

ＬＤ等発達障害の疑いがある場合、または要配慮とされたときから、個別のサポートファイ

ルに生育歴、支援歴、就学歴、就労歴、得意、不得意、特性等を保護者が記入・一元管

理し、ライフステージを越えて活用することは、支援の継続という観点からたいへん重要と

思われます。先駆的な取り組みを行っている自治体のサポートファイル等を参考に、東京

都独自のモデルを早急に作成し、各区市町村に普及させて下さい。 

 

３．医療機関の増設と診療体制の充実について 

（１）都立小児総合医療センター児童・思春期精神科について 

①東京都は平成２０年度から「子どもの心診療拠点病院事業」を実施してい

ます。梅ヶ丘病院が担っていた拠点病院としていの役割は都立小児総合医

療センターに移行したと聞きます。移転後のこの事業の内容、それに対す

る体制、関わっているスタッフの種類とおおよその人数を具体的にお聞か

せ下さい。 

   ②３月まで１８歳以下で梅ヶ丘病院を利用していた人は、希望すれば全員が

小児総合医療センターの児童・思春期精神科に転院できるようにお願いしま

す。 

（２）幼児期に地域で専門の知識のある医師に見てもらえる体制づくり 
小児科医の減少により、各地域で発達について知識のある医療機関が少なくなり、

遠くの病院に通う例が多く見られます。また、専門の病院は受診希望者が殺到し初

診まで何ヶ月も待つことが多く、早期介入が必要なのにも関らず不安なまま無駄に

時を浪費してしまう、または受診をあきらめてしまう等も聞きます。希望する人がいつ

でも受診できるような、ＬＤ等発達障害への医療の提供を以下の通りお願いしま

す。 

①ＬＤ等発達障害児に対する専門研修を経た小児科医が地域に増えるような

対策の更なる充実をお願いします。 

②ＬＤ等発達障害児は色々な基本疾患を抱えている場合も多く、注意深く観察し

ていく必要があります。彼らの特性をふまえ、どの診療科を受診しても適切な対

応が受けられるようにして下さい。 
③専門病院、専門科（小児精神科・神経科）の増設も併せてお願いします。 

     都立病院での新設、増設が困難であるなら、私立病院の発達障害外来（例えば、



                     7                   

昭和大学付属烏山病院）等との連携や財政支援等をご検討下さい。 

    ④各都立病院にＬＤ等発達障害についての専門知識を持った心理士を複数名配

置し、必要に応じた検査等がスムーズに実施できるようにして下さい。また診断

後、医師・心理士・ケースワーカー・作業療法士等がチームとなり、総合的・継続

的な支援を施すことのできる体制作りの推進をお願いします。 

（３）「医療機関における治療支援の実態調査」の結果について 

 上記調査の結果を基にして、昨年度から今年度中は、医療機関における発達障害

者の診療・支援にどのように取り組まれたか、具体的な実績をお聞かせ下さい。 
 

４．ＬＤ等発達障害に関する研修等について 

（１）東京都として保育士、保健師等へ実施されているＬＤ等発達障害についてのセミナ

ーの成果と評価をお聞かせ下さい。またこの結果をもとに、さらなる充実をお願いし

ます。 

（２）東京都として小児科医、精神科医、一般の医師、看護師、心理士、作業療法士、言

語聴覚士へ実施しているＬＤ等発達障害についての研修の成果と評価をお聞かせ

下さい。またさらなる専門的支援推進を目標とした、研修以外の新たな取り組みの

構想等をお聞かせ下さい。 

（３）社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等、福祉の窓口や現場の人たちに、

ＬＤ等発達障害についての研修を実施し、周知をお願いします。 

（４）障害程度区分の判定を行う区市町村機関の認定調査員等へ実施されているＬ

Ｄ等発達障害についての研修がさらに充実したものになる様、引き続きお願

いします。 

（５）幼児教育、保育等を業務とする民間企業に対しＬＤ等発達障害について周知徹底

して下さい。例えば、「東京都子供の心診療拠点病院事業」のホームページの存

在をＰＲし、公民を問わず支援従事者が専門知識を得やすいように工夫して下さい。

また現在そのホームページの内容の多くが工事中となっていますので、早急な公

開と内容の充実も併せてお願いします。 

 

５．相談、支援の場の確保と評価 

（１）ＬＤ等発達障害が疑われる子どもには、幼児期から個別支援計画を作成し、定期

的なアセスメントと評価見直しができるような支援会議の場を確保して下さい。 
個別支援計画の作成にあたっては、保護者が参画し情報を共有できるようにして

下さい。また、先進的に取り組んでいる市町村でのプログラムや事例を今後はどの

ように他地域に紹介・活用していくかをお聞かせ下さい。 

（２）ＬＤ等発達障害関係の相談後、紹介された支援機関から満足な結果を得られてい

ない例を見受けます。その結果最初の相談機関から他機関へ移行しても、支援が

立ち消えない様、「サポートファイル」を導入し、追跡する体制の確立をお願いしま

す。また、相談利用者による相談後の評価の導入ができるようにし、支援機関の相

談機能向上に活かして下さい。 
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（３）家族支援の整備 

 ＬＤ等発達障害児・者の家族には、理解されにくい障害のためまわりから孤立し、

問題が表面化せず支援を受けられないまま悪循環に陥っている場合が見受けられ

ます。当事者と家族が安心して暮らせる様、家族支援の体制の整備をお願いしま

す。ケースによってはファミリーソーシャルワーカー等の人的資源が活用できるよう

なシステムの構築もお願いします。 
①ＬＤ等発達障害者を子にもつ保護者、兄弟、祖父母への継続的な支援の場（カ

ウンセリング等）を設置し、ＬＤ等発達障害者の専門知識を持ったカウンセラーを

配置して下さい。また、相談しやすい曜日や時間を工夫して下さい。 

②相談機関と親の会等当事者団体との連携をはかり、支援に繋げて下さい。 
③場合によっては緊急保護などの対処をする機関のホットラインを、区市町村を通

じて周知するように指導して下さい。 

 

６．発達障害者支援センターの整備・拡充 

（１）東京都発達障害者支援センターの充実と増設 

発達障害者支援センターは、依然として１２００万都民に対して 1 箇所とい

う、相談・支援困難な体制となっています。東京都で支援センター新設、増

設が厳しい状況であるなら分室、支所等の開設をお願いします。 

（２）たった一箇所の東京都発達障害者支援センター（トスカ）の正職員は現在 4名しか
おりません。トスカへのＬＤ、ＡＤＨＤ等の専門的な知識を持った職員の配置と大幅

な増員をお願いします。 
（３）発達障害者支援センターの一層の整備と区市町村への支援手法等の情報提供、

研修等の整備を強化して下さい。また、ＬＤ等当事者の利用実態について実績を

お聞かせ下さい。 

  （４）精神保健福祉センターとも連携をはかる体制とのことですが、発達障害相談として

受付けてくれるのか大変わかりにくい現状です。当該ホームページ等にも「発達障

害相談」と明記するなど、利用者にわかりやすい周知をお願いします。 

 

７．障害者手帳について 

（１）ＬＤ親の会には、療育手帳や精神保健福祉手帳を取得している人がいます。

精神保健福祉手帳で受けられるサービスは、依然として療育手帳より少ない現状

です。同様の福祉サービスが受けられるように、引き続き諸機関への働きかけをお

願いします。 
  （２）精神保健福祉手帳の更新期間は２年更新の規定ですが、ＬＤ等発達障害者は障害

程度が変化しない場合も多いため、ＬＤ等発達障害者については更新期間の見直

しを国に働きかけて下さい。 

 

８．障害基礎年金支給について 

  ＬＤ等発達障害者が自立して生活していくためには、障害基礎年金の受給が必須で
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す。療育手帳の程度が軽度でも、申請すれば必ず障害基礎年金を受給できるよう、

国に働きかけて下さい。 

 

９．文書等の改善と窓口対応の配慮について 

（１）ＬＤ等発達障害者の中には、申請書や提出書類の文書等が理解しにくい人もいます。

可能な限り平易な文書にして下さい。また拡大版など、細かい表記が困難な当事者

が記入しやすい書式の研究等もお願いします。 
 （２）ＬＤ等発達障害者の中には、意思疎通が難しい人もいます。窓口での対応の配慮を

お願いします。職員採用時のコミュニケーションのとり方の研修に、LD等発達障害者
への対応を想定した内容も取り入れて下さい。 

 

１０．ライフステージに沿った生涯を通じた支援体制の確立 

（１）乳幼児期から、成人にいたるまでの医療機関、療育機関、教育機関、就労支援機

関が連携する仕組みを整備して下さい。また「発達障害者支援モデル事業」で『発

達障害者支援ハンドブック』に掲載した事例等をもとに、今後どのように他地域に活

用していくか具体的な構想をお聞かせ下さい。 
（２）ライフステージに沿った支援が継続して受けられるよう、個別支援計画、就学支援シ

ート、個別移行支援計画、就労支援計画等の次のステージへのスムーズな伝達を

図るとともに、有効に活用できるように関係機関に強く働きかけて下さい。 

以 上 
 
 

  【就労・雇用関係要望項目】 
 

１．国または国に準ずる機関等への働きかけ  

（１）障害者の雇用の促進等に関する法律 

国に対し、同法律にＬＤ等発達障害者の雇用の義務（雇用率のカウント、雇用

義務）を加えるよう働きかけて下さい。 

（２）公共職業安定所、等 

公共職業安定所、障害者就労支援機関、若年就業支援機関等に対しＬＤ等発達

障害者支援の周知（ＬＤ等発達障害に対する対応要領の作成・配布、並びに研

修の実施）をするよう働きかけて下さい。 

（３）若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの充実 

    国に対し、就職チューターの増員とＬＤ等発達障害についての研修の充実、職

業適性を見つけるための多様な事業所での職場体験事業の実施を働きかけて下

さい。 

（４）発達障害者に対する職業訓練の推進 

公共職業能力開発施設でのＬＤ等発達障害者対象の職業訓練モデル事業の拡充、
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都道府県単位の障害者能力開発施設でのＬＤ等発達障害者対象の訓練コースの

設置、地域障害者職業センターでのＬＤ等発達障害者対する職業リハビリテー

ションの充実等を働きかけて下さい。 

（５）「障害者試行雇用事業」の拡充促進 

国に対し、事業の拡充促進と対象人数の拡大及びＬＤ等発達障害の人達が利用

しやすい内容への改善を働きかけて下さい。また東京都として独自の事業を実

施して下さい。 

（６）職場適応援助者（ジョブコーチ）事業の充実 

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構・東京障害者職業センターに対し、職

場適応援助者の増員と研修の充実、さらにその人選に当たってはＬＤ等発達障

害の専門的知識のある方をお願いするよう働きかけて下さい。 

 

２．職業教育の充実と求職活動への準備段階における支援 

ＬＤ等発達障害者は、特別支援学校だけでなく通常教育を受けている人もいます。 

職業リハビリテーションに関する事業の情報を広く提供し、教育機関との連携を図

り、求職活動への支援をさらに充実して下さい。 

 

３．相談体制の整備と多様かつ効果的な職業訓練、職場実習制度の充実  

（１）多様なニーズに対応した委託訓練の充実 

現在、（財）東京しごと財団障害者就業支援課が東京都から委託されていますが、

ＬＤ等発達障害の障害特性に合った訓練も取り入れるよう指導・助言して下さ

い。また、若年者に対して、地域の実情に応じた職業準備教育、就労支援の多

様な場の創出の充実を要望します。 

（２）障害者委託訓練コーディネーターへの研修の充実 

（財）東京しごと財団障害者就業支援課に配置されている障害者委託訓練コー

ディネーターへのＬＤ等発達障害の障害特性および有効な支援についての研修

をさらに充実させて下さい。また、専門的知識を持っている方の配置もさらに

充実するよう要望します。 

（３）総合コーディネート事業の充実 

   （財）東京しごと財団障害者就業支援課で行われている各セミナーの内容にＬ

Ｄ等発達障害の説明を加えると共に、就活セミナーの対象にＬＤ等発達障害の

人も加えて下さい。 

（４）東京都障害者職業能力開発校等 

国立職業リハビリテーションセンターでの結果を踏まえ、東京都障害者職業能

力開発校等において、ＬＤ等発達障害者の訓練コースの設置・能力開発を行っ

て下さい。また、一人一人の支援ニーズに応じた職業訓練の充実を要望します。 

 

４．障害者就業・生活支援センターの拡充と一体的支援の充実 

（１）障害者就業・生活支援センターの拡充計画 
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現在、東京都には障害者就業・生活支援センターが５か所に配置されておりま

すが、平成２３年度までに多摩地域に６ヶ所目の増設を予定しているとお聞き

しました。その後の進捗状況をお聞かせ下さい。また、今後の増設に関する計

画についてもお聞かせ下さい。 

（２）ＬＤ等発達障害者の相談者育成と職場定着 

ＬＤ等発達障害者の相談が年々増加する中で、長期的展望に基づく職員等の育

成、研修を進めて下さい。また、ＬＤ等発達障害者の職場定着支援を強化して

下さい。 

 

５．雇用・就業関係機関職員や事業所に対する理解と啓発の充実 

（１）障害者雇用促進ハンドブックについて 

毎年発行されるハンドブックは、親の会にも大変参考になり、勉強会等で活用

させていただいております。 

昨年は、精神障害者保健福祉手帳の対象者に付き、発達障害を明記していただ

きたいと要望させて頂きました。その後の進捗状況についてお聞かせ下さい。 

（２）雇用・就業関係機関職員への研修会 

雇用・就業関係機関職員に対し開催した研修会の実績及びＬＤ等発達障害への

理解を深めるための研修内容をお聞かせ下さい。 

（３）事業所に対する理解と啓発 

地域における就労支援ネットワークの整備に関して、法人会や商工会等に、ハ

ンドブックを配布するだけではなく、ＬＤ等発達障害についての啓発（講演会・

学習会など）を行って下さい。 

 

６．公的支援の実施（助成金）  

東京都独自の施策として、ＬＤ等発達障害者の実習の受入れや、雇用をしている事

業所等への助成金の支給をされておりますが、更なる助成金の充実を要望します。 

平成２１年度に行われた次の事業についての助成金の実績をお聞かせ下さい。 
① 「特例子会社設立支援事業」 
② 「中小企業障害者雇用助成事業」 

   

７．公的機関における雇用の促進とチャレンジ雇用  

（１）雇用の促進 

東京都・各区市町村の公共機関・財団でのＬＤ等発達障害者の職場実習を促進

し、その雇用についても数値目標を立てて取り組んでいただくよう要望します。 

（２）チャレンジ雇用 

現在行われている精神障害者・知的障害者を対象にしたチャレンジ雇用の対象

に、発達障害を入れて下さい。 

（３）チャレンジ雇用の実績 

平成２０年度より福祉保健局と共同で知的障害者、精神障害者のチャレンジ雇
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用（６か月間）事業を実施されていますが、平成２１年度の結果についてお聞

かせ下さい。 

 

８．一生涯を通じた支援体制の確立（関係行政機関、区市町村との連携の強化） 

ＬＤ等発達障害者は今後も増え、地域生活の充実が求められています。安定した就

業が継続できるよう、地域でのサポート体制・生涯を通じた支援体制を確立し、親

亡き後の自立した生活の確保ができるよう支援体制を整えることが重要と考えます

ので関係機関との連携を早急に強化して下さい。 

 

９．職業教育の充実と求職活動への支援について  

（１）職業教育の充実と求職活動への支援 
特別支援学校以外の中学校、高等学校に在籍するＬＤ等発達障害に対する職業

教育の充実と求職活動への支援をして下さい。 
（２）企業向け普及啓発セミナーの実施 

ＬＤ等発達障害者の企業向け普及啓発セミナーを実施して下さい。 
（３）東京ジョブコーチ支援事業の進捗状況 

特別支援学校と連携して実施している東京ジョブコーチ支援事業のその後の進

捗状況、実績についてお聞かせ下さい。 

 （４）障害者雇用促進法の改正 

    障害者雇用促進法が改正されましたが、東京都はハローワークと連携して中小

企業への雇用対策をどのように進められるかお聞かせ下さい。 

                                  以 上 
 

 

「東京ＬＤ親の会連絡会」加盟３団体 

 

全国ＬＤ（学習障害）親の会会員 

    ＬＤ児・者を考える会「くじら」 

 

 同 

    ＬＤ（学習障害）親の会「けやき」 

 

同 

    ＬＤとそれに類似する児・者の親の会「にんじん村」 

 
以 上 


