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平成１８年８月９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）等の発達障害児・者の親の会（「け

やき」、「にんじん村」、「パルレ」、「くじら」）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。

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を

深めてまいりました。また、平成１６年より都知事宛に要望書を提出し、ＬＤ等の人達の自

立支援のための種々の施策について要望をしてきました。

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

組みをされていることに感謝申し上げます。しかし、親の会に届く保護者の方々の声は、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、自立できずに福祉の援助を受ける側に廻るのか、それとも

自立した生活を営んで納税者になるのか、長期的な視野に立った行政判断が求められるとこ

ろです。

私ども親の会の目指すものは、子どもたちが自立した生活を送り、納税などの社会的責任

を果たせ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いても、的確な支援を必要としております。

私ども「東京ＬＤ親の会連絡会」は、ＬＤ等の人達への自立支援のため、以下の項目につ

き要望します。

【教育関係】

１．就学前･幼児教育について

ＬＤ等の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、個性の範ちゅう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） ＬＤ等発達障害の専門家の養成

（２） ＬＤ等発達障害についての研修の実施

（３） ＬＤ等発達障害についての情報提供・理解・啓発の促進

（４） 就学相談に関するガイドラインの作成について

① 作成に関して保護者の意見も採り入れる

② ガイドラインは公開するものとする
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２．小学校･中学校における児童・生徒への支援

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

画の実施に向けて鋭意努力されております。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為に以下の件を要望します。

（１） 療育・ソーシャルトレーニングの実施

支援の必要な小・中学校の児童・生徒で、何らの教育的支援を受けていない児童･生

徒が相当数いると思われます。将来の社会的な自立にも関わる重要な時期であり、こ

の時期のソーシャルスキルトレーニングは、重要な課題と捕らえ、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にしてください。

（２） 特別支援教育コーディネーター

特別支援教育コーディネーターは、教員が任命されるとなっていますが、コーディネ

ーターとしての専門性を持った人も就任できるようにしてください。

（３） 校長・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

職員への研修

これらの人たちが、全てＬＤ等についての知識を持っているとは言いがたい状況にあ

り、専門性を高めるための研修を実施してください。

特に校長は、権限を持って校内支援体制を進める立場にあり、特別支援教育の理念へ

の理解は必要欠くべからざるものであると思われます。校長試験には必ず特別支援教

育の項目を入れるなど、校長の理解を促進するための施策を講じてください。

（４） 巡回相談の充実

巡回相談を希望する学級全てに、巡回相談が実施できるよう、東京都として専門家の

派遣など、各区市町村への支援をお願いします。

（５） 学習支援員制の導入

港区で実施されている学習支援員の制度は有効であると思われます。他の区市でも実

施できるよう、東京都として支援をお願いします。

（＊学習支援員とは、一定の専門研修を受けた人が、要請のあるクラスに入り、発達

障害の子どもへの学習支援を行うこと）

（６） 特別支援教育への取り組みの区市町村での格差を是正する

各区市町村でどのような取り組みを実施しているか、東京都がまとめて情報公開し、

取り組みの遅れている区市町村への指導・支援をお願いします。

（７）現在、各区市町村で立ち上がりつつある｢特別支援教育検討委員会｣の委員に保護者

を加えるなど、区市町村レベルでも特別支援教育に保護者の意向が反映されるように

してください。

（８） 個別の教育支援計画の作成

東京都の作成したソフトを、一般の保護者も活用できるようにしてください。

（９） 一般の保護者への啓発

ＰＴＡの家庭教育講演などを通して、ＬＤ等への理解と支援のための啓発を行ってく

ださい。
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（１０） いじめの解消

ＬＤ等の児童・生徒は、いじめにあうことが多く、二次障害などが懸念されます。小・

中学校においては、いじめを決して許さないという方針を徹底してください。

（１１） 中学校での試験への支援

中学校での試験では、ＬＤ等の特質に応じて、別室で行う・時間を延長する・問題を

読み上げる・パソコンを使用するなどの支援ができるように配慮してください。

３．義務教育終了後の教育について

ＬＤ等の生徒の義務教育終了後の教育については、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為に高等教育を

断念せざるを得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いて、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等の生徒の義務教育終了後の場の確保

ＬＤ等の生徒のための高等教育の場の確保のために、都立高校においてＬＤ等の生徒

への理解・支援を行うように指導してください。

（２） 大学教育について

ＬＤ等の生徒にはＩＱは高いのに、読み・書きが困難な生徒もいます。彼らは、高い

能力を持ちながら、教育を受ける機会を奪われてしまうことになります。大学教育に

おいて各試験など、読み・書きなどの困難を有する生徒には、何らかの補足する支援

（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．職業教育への移行について

（１） 職業的自立に向けた職業教育の充実

ＬＤ等の生徒は都立の定時制高校（チャレンジスクール）・普通高校等にも多く在

籍しているため、職業教育の機会を得ることが困難な状況にあります。

これらの高校などにおいて、職業的自立に向けた職業教育を行って頂けるよう検討し

てください。

５．ＬＤ等の発達障害者の生涯学習の充実

（１）学習機会・場の提供

学校卒業後の自立支援の一環として、ＬＤ等の発達障害者への生涯学習の機会の提

供をお願いします。知的障害者・身体障害者のための青年学級は各区に整備されてお

りますが、発達障害者のための生涯学習の場の確保は整備されておりません。学校卒

業後の、学習を継続するためにも、生涯学習の機会を確保できるようにしてください。

６．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
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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着

実に整備されており、各分野をリードする立場にあると認識しております。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。

（１） 広域特別支援連携協議会の更なる充実

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の設置が明記されてお

ります。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）地域の他の施設などと学校との連携

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。

７．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・生徒の理解と支援なしには、特別支援教育を進めることはできま

せん。社会教育との連携を図り、家庭教育委託学級には、特別支援教育についてのプログ

ラムを入れるよう、助言・指導してください。チラシ・パンフレットの作成・配布のみで

なく、地域資源を活用しての講演会・講座などを実施してください。

【保健衛生関係要望項目】

１．早期発見

早期発見は、子育てに困難をきたしやすいＬＤ等発達障害児について、その発達促進と

二次障害の防止のために重要な課題です。早急に適切な対策をお願いします。

（１）母子手帳の項目の見直し

発達障害の発見に重要な、コミュニケーションの質や、視覚・聴覚等の認知、平衡感

覚等がチェックできる項目を増やすよう厚生労働省に働きかけをお願いします。

（２）経過観察について

乳幼児健診においては、チェックのあった乳幼児の事後の経過観察を丁寧に行うと共

に、保護者に対する発達障害等への正しい知識と育児指導・学習会等を同時に行い、

保護者が安心して子育てができるような環境を提供してください。

（３）5 歳児健診の実施

１歳半健診、３歳児健診で、発見できない場合も、集団生活のはじまる５歳ころには

症状が顕在化することが多く、発見しやすいといわれています。小学校入学前後の大

切な時期を無理なく過ごせるためにも５歳児健診の実施を希望します。
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２．医療機関の増設

（１）都立病院に発達障害外来を設け、ＬＤ等の困難をもつ児・者への診察、リハビリテ

ーション、相談等が行えるようにしてください。

（２）幼児期に地域で専門の医師に見てもらえる体制づくり

小児科医の減少により、地域における発達についての知識のある医療機関がなく、遠

くの病院に通う例が多く見られます。また、専門の病院は初診まで何ヶ月も待つ場合

もあります。専門研修を経た小児科が増えるよう対策をお願いします。

（３）ＬＤ等は、心理検査のほかに特定な視覚機能検査などの身体機能の検査を行う必要

のある場合があります。都立病院にそれらの検査機能を備えて、治療トレーニングが

できるようにしてください。

（４）感覚統合訓練のできる病院、療育機関を増やし、義務教育期間中は継続的に利用で

きるようにしてください。

（５）専門病院（小児精神科・神経科）の増設をしてください。

（６）各都立病院に発達障害について詳しい心理士の配置をしてください。

３．医療機関・療育機関・相談機関と保護者のコミュニケーションの改善

（１）医師からの、インフォームド・コンセントは重要な患者の権利ですが、ＬＤ等の告

知に関しては、説明する医師のコミュニケーション力が問われます。その後の子育て

を左右する説明については時間をかけ正しく理解できるように、その伝え方、告知方

法を向上するよう研修をしてください。

（２）心理検査結果の保護者への開示

心理士等から行われるＬＤ等発達障害児の保護者への子育てへのアドバイスをする力

を向上させ、都立病院で行われた心理検査の結果の開示を要望いたします。また、検

診で発達に問題が発見され、保険所等から民間医療機関や、児童相談所を紹介された

場合でも、紹介先での検査結果について、開示が行われるように指導してください。

４．早期支援の充実

ＬＤ等については、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ので適切な

療育の場を設けてください。

５．研 修

以下の研修、周知を要望します。

（１）保健士・保育士へＬＤ等の発達障害研修

（２）小児科医・小児精神科医・一般の医師・看護士への最近の発達障害支援法施行の周

知と研修

（３）幼児教育を業務とする民間企業に対する周知
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６．相談の場の確保

（１）移動相談、定期相談、専門相談の実施

ＬＤ等の特定な障害の専門相談が受けられるような、相談日を設けてください。

（２）子ども家庭支援センター、保健所等での発達相談充実と各専門機関との連携を図っ

てくたさい。

７．保護者・一般都民への周知

（１）東京都広報誌、リーフレット、ホームページ等により一般への周知を図ってくたさ

い。

（２）母親学級またはパパママ学級での講座に発達障害等の項目を追加してください。

（３）子育てのグループ等への周知を図ってください。

８．ライフステージに沿った一貫した支援

（１）周産期から成人期に至るまでの、支援体制を実現するため、医療機関、療育機関、

教育機関の連携を進めてください。

（２）個別計画と経過等個人情報の次のステージ（支援機関）への伝達を保護者を介して

行えるような体制を整えてください。

９．連 携

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・親の会との連携を進めてください。

【福祉関係要望項目】

１．発達障害者支援センターの整備

（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の職員は、現在１２００万都民に対して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。東京都城北地域、ならびに多摩地区にも発達障害者支援センターを開設し、

主な発達障害の専門家を配置してください。

（２）学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、広汎性発達障害などの発達障

害をもつ人達への対応が可能となるよう、それぞれの障害について専門的知識を持っ

た職員を東京都として独自に、東京都発達障害者支援センターへ増員してください。

２．一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等の発達障害児・者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等の発達障害児・

者に対する地域支援・生活支援にあります。数十万人にも及ぶといわれる発達障害の人達

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
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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

等の発達障害児・者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。地域での生活支援が重要であるこ

とから、地域支援・生活支援の充実を要望します。

（２）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用ですが、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。

（３）生活スキルの学習の場の提供

多くのＬＤ等の発達障害児・者は、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。

青年学級への参加を可能にすること、生涯学習の分野に位置づけること等を通して、

成人に達したＬＤ等の発達障害児・者の生活スキルの学習の場を提供してください。

（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、直接ＬＤ等の発

達障害児・者が関わる方々の、ＬＤ等についての理解は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ことへの

認識を持って頂けるよう、職員への指導の徹底をお願いします。

３．家族への支援

｢発達障害者支援法･第２章・９｣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等の発達障害児・者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等の発達障害児・者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。

【産業労働局・福祉局関係】

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Ｌ

Ｄ等の就労支援を保証していくための法律です。ＬＤ等の就労支援は、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。療育手帳の交付を受けられない、これらの人達の就労

支援を、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．障害者の雇用の促進等に関する法律に規定されております対象に発達障害を加える

よう、国に働きかけてください。
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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

（１） 教育機関との連携

中等教育に在籍しております LD 等の生徒に対して、職業リハビリテーションサービス

等の情報を提供し、求職活動への支援を行ってください。

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） 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）東京しごと財団心身障害者職能開発センター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

（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

ーディネーターへＬＤ等の障害特性および有効な支援についての研修を行ってくださ

い。また、専門的知識を持っている方を配置するようお願いします。

（４）東京都障害者職業能力開発校等において、LD 等の受け入れ・能力開発を行ってくだ

さい。

４．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 等の人達が利用しやすい内容への改善を働きかけてください。

（２）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

職場適応援助者の研修に LD 等に関する項目を加えるよう、また、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、障害者職業総合センタ

ーおよび東京障害者職業センター（池袋・立川）へ働きかけてください。

５．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

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 箇所で実施されており、国立市「ピアス」が新たに実施されますが 3 箇所と

も専門は精神障害者となっております。昨年度までの LD 等の相談・就労支援実績をお

知らせください。また、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
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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、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、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。

② 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を実施してください。

６．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） 障害者雇用促進ガイドブックにいて

昨年の要望に応え、発達障害について掲載していだいたことに感謝しております。

このハンドブックの配布先をお知らせください。

今後も内容の更なる充実をお願いいたします。

（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、法人会や商工会等に、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。

７．公的支援の実施

（１） 雇用率のカウント

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

東京都独自の施策として、発達障害者の実習の受け入れ、または雇用をしている事業所

等に、助成を行ってください。

８．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・財団における発達障害者の職場実習を促進するよう要

望します。保健福祉局で実施される知的障害者を対象とした実習に発達障害者も加えてく

ださい。

９．一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）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。


