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平成１7年８月２４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）児・及びその周辺児・者（以下

ＬＤ等とする）の親の会（けやき、にんじん村、くじら、パルレ）で構成され、約２００

名の会員がそれぞれの親の会の地域を中心に活動しています。

平成１４年度から、講演会「教室の中の気になる子どもたち」を都内各所で開催し、東

京都教育庁指導部の特別支援教育ご担当者様とのご協力の下、特別支援教育への理解・啓

発を深めてまいりました。また、昨年は都知事宛に要望書を提出し、ＬＤ等の自立支援の

ための種々の施策について要望をいたしました。

平成１７年４月より「発達障害者支援法」が施行され、地方公共団体の責務が明らかに

されました。発達障害を持つ人の生涯にわたる支援をするために、東京都として先駆的な

取り組みを期待しておりますが、親の会に届く保護者の声は、未だ現状が厳しい状況にあ

ることを訴えております。文部科学省の調査では、普通学級に在籍している児童のうち、

6.3％が何らかの支援が必要であるとの結果が出ております。成人に達したこれらのＬＤ

等の人達が、それぞれの能力を生かして自立した生活を営み、社会に貢献できるのか、適

切な支援を受けられず地域での生活もままならなくなるのかは、長期的な視野に立った行

政の施策にかかっているといえます。私たち親の会の目指すものは、ＬＤ等の子供たちが

個に応じた支援を受けて成長し、自立した生活を営み、納税などの社会的責任を果たす事

ができるようになることです。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きましても、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等の自立支援のため、以下の項目について要望しま

す。
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【教育関係】

１. 就学前･幼児教育について

ＬＤ等の軽度発達障害については、早期に発見し、療育など必要な支援を行うことが望

ましいといわれていますが、診断を行う専門家も少なく、個性の範疇と捉えられること

も多い状況です。就学前の段階での個に応じた教育･療育を受けることは、その後の発

達に重要な影響を及ぼすことになりますので、以下の件について要望します。

（１）幼児教育の分野において、軽度発達障害の専門家を養成してください。（日本ＬＤ

学会の特別支援教育士の養成プログラムの活用を検討してください）

（２）幼稚園･幼保一体型施設において、ＬＤ等の幼児の受け入れを保障し、個に応じた

教育を受けることができるようにしてください。

（３）幼稚園教諭･幼児教育関係者に対して、軽度発達障害についての研修を義務付けて

ください。

（４）就学前の幼児のいる家庭に対して、軽度発達障害についての情報が届くように、

資料配布だけでなく講演会、相談窓口の充実等の広報活動を徹底させてください。

（５）幼稚園のＰＴＡ・母の会などを通じて、一般の保護者に対して、軽度発達障害に

ついての理解・啓発を促進してください。

（６）就学相談に関するガイドラインの作成について

特別支援教育推進計画において就学相談に関するガイドラインの作成が謳われてい

ますが、作成に関して保護者の意見も採り入れていただくよう要望します。また、ガ

イドラインが、新たな差別の基準にならないよう、充分な調査研究に基づく内容にし

てください。ガイドラインは公開するものとしてください。

２. 小学校･中学校における支援

東京都では「東京都特別支援教育推進計画」を策定し、平成１９年までの第１次実施計

画の実行に尽力されていることと思います。すべての教育現場で、真の効果的な「特別

支援教育」が早期に実現されるために以下の件を要望します。

（１）専門性の確保

発達障害についての専門性を持った教職員は、非常に少ないのが現状です。特殊教育

教諭免許だけでは、ＬＤ等の教育についての専門性は確保されません。日本ＬＤ学会

の｢特別支援教育士｣の導入を行うなど、軽度発達障害についての専門性を持った教諭

を養成してください。また、専門性を持った教諭の処遇を引き上げるなどの何らかの

工夫を講じるようご検討下さい。

（２）特別支援教育コーディネーターの養成

特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育の成否を握るキーパーソンと捉え、

その任命に当たっては充分に専門性を持ち、コーディネートができる力量を持った方

を任命してください。副校長の兼務というような単なる数あわせ的な任命をしないよ

う指導してください。特別支援教育推進計画の第１次実施計画には、特別支援教育コ

ーディネーター養成研修に、平成１７年度・６０名、平成１８年度・６０名、 平成
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１９年度・６０名となっております。学校数から判断しても、あまりにも少ない数字

です。せめて、１８年度以降には１２０名に倍増するよう要望します。

（３）教諭及び教育関係機関の職員への研修

特別支援教育の実施にあたっては通常学級の教諭･養護教諭･スクールカウンセラー･

教育相談センター職員等への研修は必須であると考えます。基本的な発達障害につい

ての知識の有無の試験を行い、一定基準以下の方には教員免許を許可しないなどの、

大きな制度改革が求められております。研修参加の目標につきましては、具体的な数

値目標を立てて、実施してください。特に、スクールカウンセラーへの研修は、臨床

心理学的なアプローチのみでは、ＬＤ等にとってはかえって逆効果になる場合もある

ため、発達心理学的な観点に立った研修などの早急な対応をお願いします。前回の回

答では、研修の実施については各区市町村にあるとのことでした。しかし、各区市町

村では実施が厳しい状況にあります。特別支援教育推進計画にも、専門研修及び研究

についての記載もあります。ぜひ、都として積極的に予算措置を伴う対策を取ってい

ただきますよう要望します。

（４）療育・ソーシャルスキルトレーニングの実施

小学校・中学校においても、社会性を身につけることは大きな課題ですが、民間の療

育施設は３年待機の状況で、療育・ソーシャルスキルトレーニングが有効であるにも

かかわらず、なんらの教育的支援を受けていない児童・生徒が相当数おります。将来

の社会的な自立にも関わる重要な課題でもあり、緊急を要する課題と捉え、早急に療

育・ソーシャルスキルトレーニングを受けることができるよう、学校の放課後事業・

地域の大学との連携・子育て支援センターとの連携などを通して、小・中学生の療育・

ソーシャルスキルトレーニングを実施できるようにしてください。

（５）巡回相談の充実

特別支援教育推進計画において、巡回相談の実施等による支援体制の整備が進められ

ます。その際、専門家の絶対数が少ないことから相談員の人選が困難になることが予

想されます。人選においては軽度発達障害についての臨床経験の有無などを見極める

等、緻密で細やかな配慮をお願いします。また巡回相談による成功事例等の情報の共

有化、積み重ねがシステムとしてできるように検討をお願いします。

（６）ティームティーチング・ティーチングアシスタント制の導入

前回も要望しましたが、今回も、改めて要望します。２００１年の回答ではＴ．Ｔに

ついてはすでに実施しているとありますが、現在はどの程度実施されているのか、数

字で示しください。私たち保護者の立場からは、実施されているとは実感されません

ので、あえて、再度要望します。

通常学級に在籍しているＬＤ等の日常的な支援については、Ｔ．Ｔが非常に有効であ

ると言われています。Ｔ．Ｔの導入については、教員志望の学生などを登用するなど

柔軟に対応しながら、いっそう促進してください。
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３．高等教育において

ＬＤ等の高等教育については、全く何の支援も無いまま、現在も放置されている状況が

続いています。知的に遅れがないこれらの子どもたちは、高等教育をうける事が出来る

能力を充分に持ちながら、バランスの欠如等の困難さのために適切な高等教育を受けら

れない状況にあります。今まで見過ごされてきた高等教育におけるＬＤ等への理解・支

援を促進するため、以下の項目について要望します。

（１）ＬＤ等の生徒の高等教育の場の確保

特別支援教育推進計画において、養護学校高等部の設置を計画しています。都立高校

においても、ＬＤ等の高等教育の場の確保のために、ＬＤ等への理解・支援を行って

ください。

（２）中高一貫校について

現在、中・高一貫校の設置が進められていますが、ＬＤ等の受け入れについても認め

てください。入学後の支援体制（ＬＤ等の専門性を持った教員の配置、Ｔ．Ｔの配置、

ソーシャルスキルトレーニングの実施など）を整えてください。

（３）高校・大学の入学試験について

彼らは、高い能力を持ちながら読み・書きが困難なため、高等教育を受ける機会を奪

われることがあります。入学試験において、読み・書きなどの困難を有する生徒には、

困難を補足する支援（別室で行う・パソコンの使用を許可する・問題を読み上げても

らう・時間を延長するなど）を講じることができるようにしてください。

４．職業教育の充実と求職活動への準備段階における支援

（１）就労支援機関との連携

高等教育におけるＬＤ等は、定時制高校・通信制高校・私立高校・フリースクール・

都立学校全日制･専門学校･養護学校・大学等多種の学校に通学しています。ＬＤ等を

考慮した就労についての情報をこれらの学校にも提供し、ＬＤ等の求職活動への支援

を行ってください。

（２）個別移行支援計画の作成

個別の教育支援計画の作成は、特別支援教育推進計画において整備・促進が謳われて

おりますが、高等学校における職業的自立に向けた個別移行支援計画の作成について

も、整備・促進をして頂けるよう検討してください。

５．各分野の横断的支援・連携について

ＬＤ等の児童・生徒の支援においては、教育のみに留まらず、医療・福祉・労働などの

各分野との関わりが欠かせません。発達障害者支援法が施行されたとはいえ、これら各

分野でのＬＤ等についての理解はまだ充分とはいえません。しかし、教育においては、

特別支援教育の推進が国の施策として進められ、東京都も特別支援教育推進計画におい

て徐々に整備されつつあります。さらに各分野の横断的支援・連携を促進するために、

以下の項目について要望します。
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（１）広域特別支援連携協議会（仮称）の設置

特別支援教育推進計画において明記されております広域特別支援連携協議会(
注

1 )（仮

称）を平成１８年度には設置してください。この連携の中に、警察・検察・司法も含

めてください。

注 1：各区市町村における「特別支援プロジェクト」の推進･充実を支援するため、都に

おいて、教育庁、福祉保健局、産業労働局、関係団体（区市町村、経済界、医師会、福祉

団体、保護者代表等）の連携によるネットワーク（広域特別支援連携協議会（仮称））を

構築します。

（２）就学前施設等と学校との連携

幼稚園はもとより、保育園・児童センター・保健所・児童相談所・教育相談センター・

子育て支援センター・親の会等と学校との連携を図るようにしてください。各区市町

村の特別支援プロジェクトには、これらの方々が参加しやすいように環境整備をして

ください。

６．都民の理解啓発の充実

特別支援教育は、一般都民の方々の理解がなければ促進することは困難な事業です。通

常学級の保護者・児童・生徒の理解と支援無しには、特別支援教育を進めることはでき

ません。特別支援教育推進計画・第５章(
注

２)の推進を強く要望します。第５章に関して、

具体的な計画が決まっていればお示し下さい。

注２：一人一人を大切にする教育を推進するための都民の理解啓発の充実（１）特別支援

教育に関する説明会の実施（２）特別支援教育の理解･啓発の促進（広域特別支連携協議

会(仮称)を活用した理解啓発（３）障害のある児童･生徒の教育相談の充実（５）学校の

教育機能の地域社会への提供

【保健福祉局関係】

１．早期発見・早期支援のための実施体制の確立

発達障害者支援法には、国及び地方公共団体の責務として、第３条に「発達障害の早期

発見のため必要な措置を講じるものとする」とあります。昨年の要望にも上げましたが、

早期発見・早期支援のための実施体制の確立を再度要望致します。

（１）早期発見のための取り組みの強化

現在実施されている検診に加えて、５歳児検診の実施を要望します。

平成１７年３月の予算特別委員会において、「発達障害の早期発見に有効な５歳児検

診がなぜ実施困難なのか」との質問に対しまして、「今後体制整備が必要」との回答
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がありました。全ての幼児への実施ではなくとも、３歳児検診で要観察となった幼児

については５歳児検診を実施するよう、国へ働きかけるとともに、東京都として独自

の施策を講じるよう要望します。

（２）早期支援の充実

ＬＤ等及びその周辺児につきましては、社会性の発達のための早期療育の効果が顕著

です。しかし、身近な地域に療育施設がないと支援は受けられません。ＬＤ等は療育

の圏外となることが少なくありません。

昨年の回答で「都としては『発達障害者支援法』の審議状況、国の動向を見ながら、

身近で相談・療育が受けられるよう区市町村を支援していく」とありました。発達障

害者支援法の施行により公共団体の責務が明確になりましたので、早期支援の充実と

して、各区市に１箇所は、ＬＤ等が療育を受けられる機関の設置を要望します。

（３）保健センター・保育園・幼稚園・児童センター・子ども家庭支援センター・児

童相談所・相談センター・民間療育施設との連携

東京都特別支援教育推進計画において、「広域特別支援連携協議会(仮称)」の設置

が促進されております。各区市町村における「特別支援プロジェクト」に保健セン

ター・保育園・幼稚園・児童センター・子ども家庭支援センター・児童相談所・相

談センター・民間療育施設等の参加を促し、各施設の連携を促進するよう支援して

ください。

（４）学校教育との連携

就学前は子育て支援センター等で療育を受けていたＬＤ等が、就学後は何の支援も受

けられなくなるケースがみられます。療育は就学前までとする根拠は養護学校の義務

化に伴って定着してきたに過ぎず、ＬＤ等にとっては就学後も療育が必要であり、社

会性を身につけるための有効な支援であります。学校教育において特別支援教育が十

全に機能を発揮するまでの暫定的な措置としてでも、就学前に療育を受けていたＬＤ

及びその周辺児については、学校との連携を十分に図りながら、必要な療育がうける

ことができるよう、子育て支援センター・児童センター等との連携で、速やかな支援

を実施していただくことを要望します。

（５）特別支援プロジェクトの推進

東京都特別支援教育推進計画において、特別支援プロジェクトの推進がうたわれてい

ます。保健福祉の立場からも、教育との連携を十分に図り、特別支援プロジェクトの

推進のため区市町村との連携を進めていただきますよう要望します。

２． 専門医師の養成や保健士等関係者に対する理解と啓発

（１） 専門の医師の養成

特別支援教育の体制の整備に伴い、教育と医療の連携が図られることから、ＬＤ等の

専門の医師の不足が予想されます。現在でも専門医が少ないため、診断を受けるため

には数ヶ月も待たなければならない状況にあります。専門医の養成を早急に行うよう

要望します。また、専門医の養成を国へ働きかけてください。
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（２） 都立梅ヶ丘病院の移転

都立梅ヶ丘病院の移転関して、移転に伴い通院が困難になる利用者の便宜に配慮して

いただけるよう要望します。2001 年の要望事項「梅ヶ丘病院が担っている機能をす

べて小児総合医療センターに移転統合するのではなく、世田谷地域等近隣地域の通院

患者への配慮と、養護学校等近隣小･中学校との連携の継続のため必要な機能につい

ては、梅ヶ丘病院に残留してほしい」についての回答は「現在、マスタープラン作成

中につき、答えられる段階ではない」とのことでした。この件につきまして、現段階

でのお答えをいただきたい。

また、都立病院の運営を民間医療介護サービス会社に委ねる方向で進んでいますが、

民間医療介護サービス会社におけるＬＤ等の専門性は確保されているのでしょうか。

（３）医療･保健・福祉機関に対する理解と啓発

臨床心理士・保健士･の方々への、ＬＤ等・軽度発達障害についての理解促進のため、

研修を充実させ、体系的な知識を学ぶように指導して下さい。

昨年の回答では「都としては、緊急に必要な課題について研修を実施している。今後

は、国の障害者施策の改革の動向を見て進めたい」とありました。具体的な研修内容･

実施時期･参加者を教えてください。

３．発達障害者支援センターの整備

（１）東京都自閉症･発達障害者支援センター

東京都自閉症･発達障害者支援センター発達障害者支援法の施行により、「自閉症・」

がはずれると聞いていますが、いまだそのままになっています。ホームページには

東京都内に住む、自閉症（知的障害をともなわない高機能自閉症)、アスペルガ―症候群、

及びＰＤＤ（広汎性発達障害）のご本人、またそのご家族、関係施設・機関からのご相

談をお受けします。と表示されています。ＬＤ／ＡＤＨＤ等を加え相談しやすいよう

に｢発達障害者支援センター｣と改めてください。

（２）発達障害者支援センターの職員は、現在１,２００万都民に対して４名という体制

となっています。これでは、発達障害者支援法にかかげられている業務を行うことは

不可能です。都内に、人口に比した複数の「発達障害者支援センター」の設置を希望

します。また、ＬＤ／ＡＤＨＤへの対応が可能となるよう、ＬＤ等の専門性を持った

職員を東京都として独自に増員してください。

４． 家族への支援

（１）発達障害者支援法に家族への支援が明言されました。児童相談所等では、増加す

る虐待の対応に追われ、ＬＤ及びその周辺児の家族への支援までは行われていないの

が現状です。わかりにくい障害であるＬＤ及びその周辺児を育てることは非常な困難

を有し、地域社会からも孤立しがちになります。家族への支援は、相談だけでなく、

放課後事業の充実･休日のデイサービスの整備など、具体的な施策を実行するよう要

望します。
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（２）家族への支援の一つとして、ペアレント･トレーニングが非常に有効であるといわ

れています。民間でもペアレント・トレーニングを行っている機関も少なく、一般に

認知されておりませんが、有効な手段であるペアレント・トレーニングを家族支援と

して実施してください。

（３）子ども虐待の防止

あいち小児保健医療総合センターでは、３４２名の被虐待児の５７％に何らかの発達

障害があると報告しています。３歳児検診で要観察となった幼児の家族支援を継続的

に行うことは、子ども虐待の防止に繋がるとの認識に立ち、継続的支援を行うよう要

望します。

５． 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）

これまでは、ＬＤ等に対する地域での支援は全く行われてきませんでした。発達障害者

支援法の制定された大きな理由の一つが、これらＬＤ等対する地域支援・生活支援にあ

ります。多くの軽度発達障害の人達が、能力がありながら地域での支援がないために自

立した生活を営むことができない状況に追い込まれている現状を見過ごすことなく、具

体的な施策の整備をお願いします。

（１）地域支援・生活支援の充実

生活そのものを支える支援としての通所施設・デイサービス・ショートステイや、地

域での生活の場の提供としてのグループホーム・通勤療・生活療などの支援を、ＬＤ

等も利用できるように、東京都独自の施策を講じてください。就労後の生活支援がな

ければ、就労の継続は困難です。地域での生活支援は重要であることから、地域支援・

生活支援の充実を要望します。

（２）生活スキルの学習の場の提供

多くのＬＤ等は、社会性やコミュニケーションの問題をかかえており、成人に達した

後の生活スキルを学習する場が求められています。成人に達したＬＤ等の生活スキル

の学習の場を提供してください。

（３）就労支援センター等との連携

自立した生活を営む上で、生涯にわたる支援が必要ですが、就労については、ハロー

ワーク・就労支援センター等との連携が不可欠です。これら諸機関との連携を密に取

るようにしてください。

（４）担当諸機関の職員の理解

東京都保健福祉局の職員を初め、地域の諸施設の職員、行政の窓口の方々、その他直

接ＬＤ及等に関わる方々の、ＬＤ等についての理解はどの程度進んでいるでしょうか。

発達障害者支援法の施行について国及び地方公共団体としての責務が定められたと

の認識を持っていただけるよう、指導・徹底をお願いします。
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【産業労働局関係】

発達障害者支援法の制定は、今まで必要性は認められながらも支援を受けられなかった

ＬＤ等の就業支援を保証していくための法律です。ＬＤ等の就業支援は、従来の枠組みの

中にはおさまりきれないものがあります。療育手帳の交付がされないこれらの人達の就業

支援を、新たな枠組みを作って行うのか、従来の障害者就労事業の枠組みの中で実施する

のか、従来の枠組みの中に組み込むとすれば、どのような形で組み込んでいくのか、基本

的なお考えをお示しください。発達障害者支援法に則り、東京都としての責務を果たして

いただくよう要望します。

１．職業教育の充実と求職活動への準備段階における支援

（１）教育機関との連携

高等教育におけるＬＤ等は、定時制高校・通信制高校・私立高校・フリースクール・

都立学校全日制･専門学校･養護学校・大学等多種の学校に通学しています。ＬＤ等を

考慮した就労についての情報をこれらの学校にも提供し、ＬＤ等の求職活動への支援

を行ってください。

２．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）公共職業安定所におけるきめ細かな相談と関係機関との連携

公共職業安定所は国の事業ですが、利用者は都民ですので、東京都として国に強く働

きかけてください。

（２）多様なニーズに対応した委託訓練の拡充

現在、（財）東京しごと財団が東京都から委託されていますが、ＬＤ等の障害特性に

合った訓練も取り入れるよう指導・助言してください。

（３）障害者委託訓練コーディネーター

昨年の回答で、（財）東京しごと財団心身障害者職能開発センターに配置されている

障害者委託訓練コーディネーターは、ハローワークとの連携調整し、個々の障害者に

最も効果的な委託先、委託訓練カリキュラムのコーディネートをして、マッチングす

るほか、訓練の進捗状況の評価、管理を行うとありますが、この方々は、ＬＤ等につ

いての専門的知識を持っている方々を配置するようお願いします。

３．雇用機会の拡大

（１）「障害者試行雇用事業」「若年者トライアル雇用」の拡充促進

国の事業ですが、東京都として独自の事業を実施してください。また、国へ拡充促進

及びＬＤ等のひとたちが利用しやすい内容への改善を働きかけてください。

（２）東京都障害者職業センターにおける職場適応援助者（ジョブコーチ）事業の充実

昨年の回答に、それぞれの機関に働きかけていくとありましたが、ジョブコーチの人

選に当たっては、ＬＤ等の専門的知識のある方をお願いするよう、働きかけてくださ

い。
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（３）（財）東京しごと財団心身障害者職能開発センターで実施されている障害者企業合

同説明会および職場体験実習の対象は、知的障害者となっております。対象者に軽度

発達障害者を加えてください。

４．就業・生活支援事業の拡充と整備

（１）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

昨年の回答で、「この事業は、国・都・区市の連携した事業で、障害者手帳の有無に

関係なく、就労支援や就労における生活支援を行っている」とありました。

この事業は国の事業で東京都では世田谷区「しごとネット」と板橋区「ワーキングト

ライ」の2箇所で実施されていますが2箇所とも対象は精神障害者となっております。

ＬＤ等を対象とする事業が実施できるよう、都として対策をとってください。

（２）区市町村障害者就労支援事業への取り組みについて

現在行われております、区市町村障害者就労支援事業につきましては、障害者にとっ

て大変に有効な事業であると、高く評価致しております。しかし、私ども親の会が調

査致しましたところ、各区によって、取り組みに大きな差が有ることが認められまし

た。また、軽度発達障害についても、理解のあるところと、ないところと差がありま

す。この事業をさらに有効に実施していくためにも、以下の事について昨年に引き続

き要望します。

①支援対象者に、軽度発達障害者を加えるよう各事業実施団体に指導してください。

➁区市によって、取り組みに差がないように、指導・助言を行ってください。

③支援機関の研修に軽度発達障害を取り上げてください。専門家による定期的な研

修・助言及び事例研究等、医療機関との連携も必要です。

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）障害者雇用ガイドブックへの掲載（軽度発達障害について）

昨年の回答では、「軽度発達障害の記述については、今後の検討とする」とありまし

たが、検討結果を示してください。

（２）雇用・就業関係機関職員に対する研修の充実

（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、民間の事業主・商店会などの方

に、軽度発達障害についての啓発（講演会・学習会など）を行ってください。

６．公的支援の実施

（１） 雇用率のカウント

軽度発達障害者を雇用率のカウントに加えるよう国に働きかけて下さい。また、障害

者職業センターによる知的判定の名称を職業リハビリテーション判定と改め対象を

ＬＤ等、職業的に支援が必要な人にまで拡大するよう働きかけてください。

（２） 各種助成金
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軽度発達障害者雇用に関する事業を実施している団体等に、助成金を配布して下さい。

昨年の回答では、「各種会議等を通じて国へ伝える」とのことでしたが、伝えた結果・

国の回答などをお示し下さい。また、東京都独自での助成を行ってください。

７．公的機関における雇用の促進

東京都・各区市町村の公共機関・財団における軽度発達障害者の雇用を促進するよう要

望します。

昨年の回答では、要望の趣旨は総務局へ伝えるとありました。発達障害者支援法の施行

に伴い、総務局より回答を頂くよう要望します。また、実習についても積極的に東京都

が受け入れるよう要望します。

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）

（１）広域特別支援連携協議会（仮称）の設置

特別支援教育推進計画においては、広域特別支援連携協議会（仮称）の設置が明記さ

れております。各機関との連携をとり、平成１８年度には設置してください。軽度発

達障害児･者は、障害特性から犯罪に巻き込まれる可能性が高いのではないかと危惧

しております。故に、この連携の中に、警察・検察・司法も含めてください

（２）生涯を通じた支援体制の確立

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てください。

「東京ＬＤ親の会連絡会」加盟４団体

全国ＬＤ（学習障害）親の会会員

ＬＤ（学習障害）親の会「けやき」

同

「にんじん村」

同

ＬＤ児・者を考える会「くじら」

同

青少年育成・自立支援の会「パルレ」
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質問

教育関係

１．区市町村に要望した所、都から何の指示もないので、特別支援教育については今まで

特殊教育の中で実行してきた事を中心にして、まとめているとの説明があった地域があ

ったが、それでは特別支援教育にする意味がありません。特別支援教育を推進するため

に都から区市町村に向けて新たに行われている通達、指導、措置等について具体的にお

聞かせください。また、取り組みの遅れている地域に対しての対策はどのように行われ

ているか示してください。

特別支援教育における国の仕事、都の仕事、区市町村の仕事の分けが不明であり、どこ

に行っても、たらいまわしになるような感があります。素人の住民にもわかるような、

説明がいただきたいです。サービスの量と質の問題は、どこが責任を持つのか教えてく

ださい。

２．「ＬＤ学会」が、「特別支援教育士名簿」を東京都教育委員会へ配布しているとの事で

すが、この名簿から各区市町村へ専門家の情報を提供するなど、活用しているのでしょ

うか。

福祉･就労関係

１．就労支援、福祉、生活支援における国の仕事、都の仕事、区市町村の仕事の分けが不

明であり、どこに行っても、たらいまわしになるような感があります。素人の住民にも

わかるような、説明がいただきたいです。サービスの量と質の問題は、どこが責任を持

つのか教えてください。


