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障害者自書とは

障害者白書は､障害者基本法し昭和4詞二5月21日法曹第甘冒1第11菜に基づき､

障害者のために購 じた施策の概況について､毎年国会に報告しているものであ

る｡

今回の自書は15回目に当たり､｢障害者基本計画｣の･.17jl野別施策の基本的方向

の柱立てに沿って､平成19年度を中心に障害者のために講じた施策を､｢禰宜の

理解と交流｣､｢社会参加へ向けた自立の基盤づくり｣､｢日々の暮 らしの基盤づ く

り｣､｢住みよい環境の基盤づ くr)｣のiつの視点に立ってまとめているL,
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Lq･J成ICl任麿を中心とト1:･=障害者権幕の取組

王 障害者施策の総合的取組

平成19年度は､15年度から24年度までを計画期間とする ｢障害者基本計画｣の5

年目の中間牢に当たるO｢障害者基本計画｣の前期5年間において､わが国の障害

者施策は､同計画等に基づき､｢養生社会｣の実現に和 ナて着実に推進され､各分

野での法制度の改正等が実施されたO

平成19年12月には､｢障害者基本計画｣の後期5年間における障害者施策の着実

な推進を図るための新たな ｢塵点施策実施5か年計画｣(以下 ｢新5か年計画｣と

いうO)が ｢障害者施策推進本部｣において決定されたO

今後は､自立と共生の理念の下に､｢共生社会｣の実現に向けて ｢障害者基本計

画｣及び新5か年計画に基づき､諸施策の着寛な推進を図ることとしているO

【許な施策等】
こ, 平成t9年5月には､｢障害者施策推進本部｣において､同年中を目途とLJ+=軒5

か年計画の策定等を決定Oこれを踏まえ､課長会議の下に啓発 e 交流､教育 ･育

成､雇用 ･就業､生活支持 ･保健医療､生活環境及び情報 ･コミュニケーションの

6分野の施策分野別検討チ-ムを設置O障害当事者､その家族等から意見聴取を寛

施.,これらを踏まえ､同率12月､｢障害者施策推進本部｣において､新5か年計画

を決定O

iil図表 l 障害者施策に係る主な関連法令の動向

_Ll撃墜l__6_聖4月_ __ル ー-一 撃成17年4月 平成18年4月

発達牌尊者
憲擾法の施
行 (4即 陣尊者自立重

複波の成立

(10月)

ユニパ-サルデザイ

障尊者雇用促進
法の一部改正法
の成立 (6月)

改正縛著者雇
用促進漣の一
帯施行 (io月)

叩 L) ¶

障害者 角立支

凍議の一部施

行 (4月)

平成19年4月 平成20皐4月 ,

改正障害者基本法

の施行 (4月)

(市町村経巻者

計画の轟掛 ヒ)

雑音馨自立 賓

漣法の施行
‖O届〕

高齢者､畔害者等
の移動等の円滑化
の促進に関する法
律の成立 (6郎

学校教育法等
の一部改正法
の成立 (6郎

改正陣著者雇
用促進法の施
行 (4月〉

高齢者､障尊者等
の移動等の円滑化
の促進に関する法
律の施行 (12郎

改正学校致
背旗等の施
行(4月)

液尊者雇用促進法
節-#改正法東

関謙決定 は削

賃料 :内閣府



○ 新5か年計画では､平成20年度からの5年間に憂慮的に取 り組むべき課題につい

て､旧計画の皆に相当する120の施常項目並びに新規逢2項目を含む57の数値 目標(旧

計画では34項目う及びその達成期間等を規定o

O ｢障害者施策推進本部｣の下の課長会議においてほ､意識啓発､公務部門におけ

る障害者雇用､障害者権利条約 (､仮称二.以下同じ)/＼の対応等について､｢課題別

推進チ-ム｣を設置 し､推進O

蘭図表望 障害番数

総 数 在 宅 者 J 施設見所者

与 身体障害児 .育 1 366万人 358万人 i 9万人

十 和的障害児 .普 55万人 4㌢万人 ! 13万人

資料 :厚生労働省 ｢身体障害児 ･昔実態調査｣(平成18年)
厚生労働省 ｢知的障害児 (者)基礎調査｣(平成17年)
厚生労働省 ｢社会福祉施設等調査｣(平成17年)等 (高齢者関係施設は除く)
厚生労働省 ｢患者調査｣(平成17年)

gS図表3 重点施策実施5か年計画(平成2C～24年度)(平成19年12月25B障害者施策推進本部決定)の構成
F
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0経書者施策は､雑著者基本
計宵及び現行生虚施療実施
Sか年71jFrこ暮づきf丈に
推進

☆辞書着並本渡の改正
☆発逓草書著者貰嫌法の触感
や壮者着雇用促速旗の改正
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*専横教育法等の改正
☆バリアフリー新法の判定
弁棒著者雅聯勉めの採択一署名
☆びわこ プラス 字の嬢釈

O今後とも､白土と共生の
理念の下に､共生社会の
兼現は寄与するよう施策
汲涌

☆鳩城での烏鼓生活を益射こ､
終審の締性に応じ.椎春着の
ライフサイクルの全株穂を並
じた地合的な利用者寿健4)支
津
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0佳乳 建築軌 公共交通機牌等の

ハード面及びバリアフリー教室等の

ソフト面に煉るバリアフlj-化の推進

- 妙市公勝率に係る7項目の新たな

敬礼目横を禁澄

0称昔者雇用率顧慮を桂とした降嘗者

雇用の-層の促進

0増産施設等のエ度水盤引上げtニよる
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サ-ビス等の計画的な整備
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たな艶鹿目線を穀定4

-3-
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資料 二内閣府



C) 平成19年10月､内閣総理大臣､内閣官房長官及び内閣㈲特命担当弓大臣 (障害者施

策)等の出席の 上 中粂障害者施策推進協議会第3回会合を開催 し､新5か年計画

の策定に隣る取組み状況等について審議 (障害当事者等延べ120の個人 や団体から

意見聴取を行い､8分野tlT項E]の課題として取 :I)まとめ､報告1二

〇平成20年 3月には､｢バリアフリ-に関する関係閣僚会議｣においてもこれまで

の ｢パリアプリ-化推進要綱｣を改定 し､｢バ リアブ リ- .ユニバーサルデザイン

推進要綱｣を決定O 新 しい要綱では､｢バリアプリ-｣と併せて新 しい施設の整備

や製品の開発に際 して rlニパ-サルデザイン｣を推進することの重要性を明確に

位置付け､鋸 ホモ｢バリア7日一 ･ユニ′1-サJLデザ 1'ン推進要綱｣に変更丁ま,+=､

｢子育てバ リアフリ-｣や ｢防災｣など国民の関心の高い分野を盛 り込んだ,J

二､ 平成19年度には､5年ごとに実施される ｢身体障害児 ･者実態調査｣の18年の結

果が取 りまとめられ､新たな身体障害児 ･音数の推計値が明らかとなったo

O 平成16年 6月の ｢障害者基本法｣改正により､これまで努力義務であった市町村

における障害者計画の策定が19年4月から義務化_,1甘辛3日末時点で､障害者計画

を策定している市町村は､i.667団体 し全体の91.Ot)｡tlと前年度の1.1相同休 し全体

の63.9%)を上回っているところO 調査時点で障害者計画を策定していない摘5拷

休のうち､20年3月までに葦毛した団体はTl団体となってお E)､これにより､同局

末時点で計画を策定 している団体は､1,736団体 (全体の96.50/o)｡

覇 図表4 障害者基本計画及び障害者計画の法的位置づけ
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図表5 障害者計画に盛り込まれた施策分野
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雇用 ･就業

保健 ｡医療
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鼠際協力
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怯宅､建築物のバリアブリ-化の推造

公共交通機関の伸 )アプリ-化の推進等

安全な交通の確保

防災

防犯

その他

7 両 Ot0早 15 ←10

7 日00.0%) 15 (10

7 細コ0一0%) 15 日0

7 日00.0㌔) 15 (用

7 日00.0%) 15 日O

7 (100.0%) 15 (10

7 (用0.0%)15 日0

7 (36.2%) 5 (3

8 日710㌔) 2 (1

｢ 77to-:O融 13 は

都市 博 T市耶 寸 1,667

5 日0OEO%) 1,583 (賂 0%)

5 (1OO.0畑 1,624 月7.4帰

5 日00EO%) 1,62て (97.2%)

5 (用OpO%) 17607 (96.4%)

5 日00.0%3 1,630 (97.8%)

5 (†oo.0㌔十 17614 (96一8%)

5 日00.0%) 19471 (88.2%)

5 (33.3%) 716 (7.0%)

2 (は 3%) 99 (5.9%)

3 摘6.7%3 1,553 (93.2%)

5 日00.0%) 1,462 は7.7%)47 (10C用%)

45 (95.7%)

･昭 拍7.9%)

39 は3.0%)

5 (10t6%)
1Ll (66.7畑

2 (13.3%)

i.090 ,二65.1%■1

51 は 1㌔)

描 ( )内は全体に対する割合 資料 :内閣府

○ 障害のある人が社会参加をしてい く上で障壁 (バリア) となっている課蓬を明確

化するため実施 している ｢障害者施策総合調査｣においては､平成19年度に､｢生

活支援｣及び ｢保健 ･医療｣の両分野を対象に調査を実施O

- 5-



障害福相サ-ヒス等に関する陸軍のある人の評価

内閣碑では､障害者基本計画U)｢舘当確
進体制等｣において､｢障害者関係団体

との意見交換やニー-ズ調査の業施等を通

じて施策 ･事業の有効性について検証を

行い｣とされていることを踏まえ､障賓

のある人が社会活動をしていく上で障壁

(バ リア)になっている事項を抽出し､

その解消に向けた課題 を明確化するた

め､平成17年度から､財団法人FT本障害

者リハビリテ-ション協会等瑚毒力を得

て､障害のある人を対象としたアンケ-

卜調査を実施 しています,J

平成19年度は､｢生活支援｣及び ｢保

健 書医療｣分野についてe)調度を20年2
ljか ら3月にかけて全国5.124人を対象

に郵送により実施し､その結果､50%に

当たる諾.563人から回答がありました,J

まず､障害福祉サ-ビスについては､

過 去 3か 月 間 に 利 用 して い る 人が

50.2%､利周 していない人が4且9%でし

た｡利用 している九のサ-ビスに肘する

満足度は､｢満足 している｣イやや満足

している｣が62.2%､｢不満である｣イや

や不満である｣が32｡7%でしたOサ-ど

ス別にみると､｢居住支援｣が満足度が

高 くなっています (阿東r::lI鵜 ｢満足｣の

理由については､｢磯貝や介護者等の接

し方が良い｣が最も多くなっています潤F

教師 O-方､｢不満｣の理由については

｢費用負担ム ｢サ-ビス内容上 ｢サ←ビ

ス量｣に関する項目が多くなっています

潤l表(卦)｡｢満足｣している理由及び｢不

満｣の理由のサ-ビス別状況は参考 tの

とお りですO

次に､サ- ビスを利用 している人に

サービスの欝や擬に閉じ3年前との比瞳
を尋ねていますが､いずれも ｢変わらな

い｣が鼠も多くなっています′､障音別で

は､身体に障害のある人について ｢悪 く

なった｣との回答が比較的多い-.万で､

精神障害のある人につ いては､｢良 く

なった｣との回答が比圃場多くを-3てい

ill:J射 9佃空r鵜iH招良策総合L削餌堀 米 で越師 から

ます(図表li)のロ ト (2日(,また､サ-

ビスを利用 している人に別 O-)普-ビスを

必要としたか､又は利用駿を増や したい

と思-)たことがあるかを尋ねてい ます

が､楓 4%の人が ｢ある｣と回答してお

り､サ-ビスへの潜在的なニ-ズがある

ことがうかがえます,vl

保健 ｡医痩サ-ビスについては､過去

3か日間に利用している人が49.6%､利

用 していない人が42.逢%でした,j利用 し

ている人のサ-ビスに好する満足度は､

｢満足 している_巨｢やや満足している｣
が67.9r'/01｢不溝である十｢やや不満で

ある｣が25.0%でした｡サ-ビス別にみ

ると､自立支援医療 (更生医療)の満足

度がやや高 くなっています (図表く意カ｡

｢満足｣の理由については､｢職員等の

接しプ三滴首よい｣や｢費隅負担｣が多 くなっ

ています 脂憤(鋸 ｡-:方､｢不満｣の理

由については､｢費用負担｣が歴 も多 く

なっています (回教苦汁3｢満足｣ してい

る理由及び ｢不満｣の理由のサ-ビス別

状況は参考2のとおりです｡

次に､サービスを利用 している人の

サ-ビスの祭や藍についての3年前との

比較では､｢変わらない｣が鷹 も多くなっ

ています′⊃障害別にみると､精細障害U)

ある人について､｢良 くなった｣とのむf

答が比較的多くなっています 〔図表((5)

ロ ト (2日t,また､サ-ビスを利昭し

ている人に別のサ-ビスを必菜 とした

か,叉は利用最を増や したいと思ったこ

とがあるかを尋ねていますが､26.那[購

入が ｢ある｣と回答してお り､サ-ビス

への潜在的なニーズがあることが分かり

ます｡

なお､詳しい調査結果については､内

聞府のホ-ムペ-ジに公衆､掲載するこ

ととしています(｡(抽 p://wwwS.C之もO脚 .

jp/sh()ugat/index血Il棚
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鼠牽(jlj

:全 体

居宅･適所宗
達1

:日 中 活 動
tLi2

景 †主 モ 溝
注3

図表②

利用している障 害福祉 サ-ビスの満 足度

｢満足｣623% ｢不満｣32.7%

t3 20 40 60 80 10(日%)

障害福 祉 サーヒスに満 足している理 由

徽農や介護者等の接し方がよい

職員や介護者等の人権意識が高い

利網の手続きが寄島

費用負担に満足L,ている

職員や介護者等が専門的である､介護技術が高い

関係機関との連携がよい

サ-ビスの内容が窯業しており満足している

サ-ビスの量に満足している

梅吉如 †バリアブリ-になっている

施設の防災等の危擢管理が徹底している
希望のデザイン､色彩等の補装具などが利潤できる

その他

E]満足 している

□ やや満足 している

ロ やや不満である

□ 不満である

⊂〕不明 ･無回言

00 10.0 2CL0 30.0 40.0 50.0 60,0 700
掬う

r不明･無回答｣は5.1鶴

淫1:居宅介護､重度訪問介護､行動援護､児童デイサ-ビス､短期入所｡重度障蜜者等包桔支援
法2:療養介護､生活介護､自立訓練､就鴬移行支援､就労継続玄接

注3:施貢貨入所支援.共同生痛介護､共同生活援助

-7-



問責③

障害福祉サ-ビスに満足していない理由

資屑負担に満足していない

サ-ビス内容が制隈されていて満足していない

サ-ビスの量に満足してい叡′㌔

職鼻や介護者等が専門的でない､介護嶺術が低い

職員や介護者等の接し方がよく凱 ＼

利用の手続きが煩雑

観農や介護者等の人権意識か低い

関係機関との連携かよくない

施設の防災等の危機管玉勤 十ヾ分でない

施設がバリアフリーになっていない
希望のデザイン､色彩等の補装具が利潤できない

その他

OO

参考1

+jイ満足｣している理由のサービス別状況

00 20n 38.0 40.0 50.0 60.0 70.0
極)

｢不明･無回答｣は5.5%

琴の接 し方 織農等の人権意識 利用手痛 牽屑負担

79.2 25.2 22.0 20,2

63.8 3十丁 19.9 1乱7

こイ不満｣である理由のサービス別状況

費用負担

居宅 .適所系 33.2

喜 日中活動l 43.7

普-ビス内容

-(q-

サーーヒエ量

百%)

職員等の専門性

璽璽TIiiA

=宇
｣｢｣

｣

-



図表耳 し1)

全 体

身体障害

知的障害

精神笹等

全 体

身1■‡憧害

知的随喜

精神障害

毘表蓬)

障害福祉サ-ビスの質の3年前との比較

障害福祉サ-ビスの畳の3年前との比較

20 40 60 80 1DO掬)

利用している保健･医療サ-ビスの満足度

全 体

自立支礁医療(更生医療う

畠立憲標医療
磯神通院医膚)

□ 廉くなった

□ 変わら軌 ､

□ 悪くなった

コ 3年前はサ-ビスを
利用していない

E3 不明機 尾筈

□ 良くなった

に 変わらない

E3 悪くなった

ロ 3年前はサ-ビスを
利用してい軌 ､

□ 不明確 国賓

ロ 満足している

C]やや満足してい る

ロ やや不満である

□ 不満である

ロ 下]月.軍司芸

2〔皇 40 60 80 100(鶴)

自立支援医療席成医療H=ついては等体が少ないことから省略している

- 9 -



図表⑥

保健･医療サ-ビスに満足している理由

職員等の接し方がよい
費頗負担に満足している

職員等が嘗門的であさ､技術が高 い

穐輿等の人権意談が高い

利用の手続きが容易

関係機関との遮梢がよい

サービスの内容が発案Lであり満足している

早賞削二治槽やリハヒリが受けられる体紬こある

施設桝iEjアプリ-になっている

サービスの塵に満足している

施設の防災等の危機管理が徹底している
巡回での相談研所Ejで利用しやすい

その他

図表⑦

0.0 1･11〕 :I:二I.0

保健L医療サ-ビスに満足していない理由

舞踊負担に満足していない

サ-ビスの量に満足していない

サ-ビス内容が制限されていて満足していない

利屑の手続きが煩雑

職員等が専門的でない､技術研臥､

礁農等の接し筈がよくない

関係機関との連接がよくない

職農等の人権意識が低い

早熟 こ治療やリハピJが蔓けちれる体制にない

施設がハリアフリーになっていない

施設の防災等の鹿機管理が十分でない
巡回での相談が十分でなく利用しにくい

その他

30B 40EO

｢不明･無画貰｣は613%

00 10,0 200

-一汗 -

30.0 400

｢不日針無画筈｣は4.9%



参考2
°｢満足｣している理由のサービス別状況

(鶴)

二1｢不満｣である理由のサービス別状況

｢ 費周負担

自立支援医療(更生医療) 66.7

自立玄樟医療(精神通院医療) 60.0

図泰せ＼(i)

全 体

身体障音

邦的障害

精神障害

保健･医療サ-ビスの質の3年前との比較

0 20 40

図表...す･(2)

全 体

身体障害

知的障害

精神障害

□ 轟くなった

ロ 変わらない

□ 悪くなった

コ 3年前はサービスを
利用していない

ロ 不明･無回答

60 80 1.00(鶴)

保健や医廃サ-ビスの量の3年前との比較

60 80 100(鶴)

- 1i-

□ 点くなった

□ 変わらない

□ 悪くなった

□ 3年前はサ-ビスを
利矧Jていない

Ej 不明健回答



Ⅱ 相互の理解と交流

L '.''t発 ･I.;､川一:I;

｢障害者基本計画｣の掲げる ｢共生社会｣の実現を図るためには､その理念の普

及を図るとともに､障害及び障害のある人に関する国民の理解を促進 し､併せて､

障害のある人への配慮等について園民の協力を得るため一幅広い国民の参加による

啓発 ･広報活動を強力に推進することが重要である｡

｢障害者基本法｣等を踏まえ､障害や障害のある人に対する国民の関心､理解を

深めるとともに､障害のある人の社会参加意識の高揚を図るため､｢障害者週間｣

月2月3日から9日)の期間を中心に､全国で了富民にわたって多彩な行事を集中

的に開催するなとや､積極的に啓発 ◆広報活動を実施しているO

学校教育における福祉についての理解を深める指導や､障害のある子どもと障害

のない子どもの ｢受流及び共同学習｣の推進､地域住民への啓覚 り去報､公共サ-

ビス従事者等に財する障害者理解の促進､及びボランティア活動の推進等を通 じ､

障害のある人に対する国民の理解促進を図っている｡

E童な施策等l
O 新5か年計画では､将来を担う若者-の啓発 ･広報が重要であることから､ヨo代

の若者の共生社会の周知度を世代全体に係る周知度 (50%)と同様に設定o

O 全国の/i- 中学生等から､障害のある人とのふれあい体験をつづった ｢心の輪を

広げる体験作文｣及び ｢障害者週間のボスタ-｣の募集 ｡表彰を行う ｢心の輪を広

げる障害者理解促進事業｣を実施｡作文､ボスタ-の入賞作品集を作成し､全E:xjの

小 ･中 4高等学校等に配布する等して､障害のある人-の閲民の理解促進を図った

ところ,.

0 平成i9年度における ｢障害者週間｣行事においてほ､東京では～12月6日に皇太

子殿下の御臨席の下に ｢アジア太平洋障害者の十年 (,2003-20i2年)｣中 間牛を記

念した ｢障害者週間の集い｣を開催｡障害者関係功労者 ･団体の内閣総理大臣表彰

等を実施(,アジア太平洋における日華の障害者支援活動についてのシンポジウム～

障害者に関する様々なテ--マについて関係団体等が交替で連続 して行う ｢障害者週

間連続セミナ-｣等を開催の

- l l ) -



皇太子殿下御隣席のもと挨拶 を行う福田内閣総理東臣 内闇総理大臣黍孝JSの授与

･Lr-大阪では､内閣府､経済界､民間同体との共催により､｢共生社会をめざして-･

障害者と社会､地域のつなが りを深めよう｣をテ-マにシンポジウムを開催,J障害

の有無にかかわらず誰もが地域で等しく暮らしていくための課題について､1)つの

分科会で意見交換を実施o

O 宮城では､障害のある人も共に楽しめるユニ′トーサルなスポーツの紹lr等を行う

｢ユニバーサル ･スポーツ7ェスタ20OTJを開催ごまた､｢障害者週間のボス･?-｣

等を展示するバネプレ展等を全国6か所 (寓鼠 宮城､長野､京都､広島､福間)管

開催｡

O ｢障害者雇用支援月間｣(9月1日から30日工 ｢精神保健福祉普及運動｣(10月22

日から28日)～｢人権週間｣(12月4日から10日)において､障害のある人への理解

を深めるための啓発 ･広報活動を展開D

O (財)国際障害者年記念ナイスハ- 卜基金の協力を得て開設された ｢平成19年度

障害者週間キャンペ-ン事業｣ホ-ムペ-ジには､｢障害者週間｣の全国の行革が

一元的に登録され､その数は380件を超えたところ.二

〇 障害のある人を含むすべての人が安全で快適を社会生活を送ることができるよ

う､社会全体Lf)バT)アブ77-化を推進する観点から､バリアフT)一化の推進につい

て顕著な功績等のあった個人 V団体に対し､内閣総理大臣表彰等を実施o

O 平成19年度においてほ､｢共生社会｣を築いていくための社会活動の中心的担い

手となるリ-質-を養成するための ｢青年社会活動コアリ-ダー育成プログラム｣

を寛施｡障害者関連分野において､日本青年9名をニュ-ジ-ランドへ派遣すると

ともに､スウェ-ヂン王臥 ニュ-ジ-ランド及び英国から青年リ-ダー計13名を

招へいL,

-1 13 -



望 国際協力

政府開発授助の基本方針の-つとして､障害のある人への配慮を含めた公平性の

確保を掲げ､障害のある人のためのリハビリテ-ション施設や職業訓練施設整備等

の無償資金協力､研修員の受入れや専門家及び青年海外協力隊の派選等の幅広い技

術協力を実施しているO

平成18年12月に国連総会において採択された障害者権利条約については､わが国

は19年9月に署名しているO

【主な施策等】

○ 無償資金協力では､障害のある人のためのリハビリテーション施設や職業訓練施

設整備､移動周 ミニバスの供与等の協力を実施O平成19年度においてほ､草の根 や

人間の安全保障無償資金協力により､48件の障害者関連援助をNGO.教育機関 ･

地方公共団体等に射し実施o

O 技術協力では､独立行政法人国際協力機構を通 じて研修員の受入れや専門家の派

遣等幅広い協力を実施O技術協力プロジェクトでは､平成19年度にキルギス ｢障害

者の社会進出促進｣及びタイ ｢アジア太平洋障害者センタ-プロジェクト (フェ-

ズ2)｣を新たに開始｡

IL二･NGOへの支接については､平成19年度に日本NGO連携無償資金協力により､

後棒の障害者関連事業に射し支援を実施o

O 国連障害者基金に対 して継続的な拠出を行ってお り､平成19年度には約5万 ドル

を拠出Oアジア太平洋地域への協力としては､国連アジア太平洋経済社会費頗会

(ESCAP)に対し､日本エスカップ協力基金 (JECF)を通 じた活動支援を窯施し

ており､19年は､約18万 ドルを支援o

O 障害者権利条約は､平成18年12月､第61回国連総会本会議においてコンセンサス

採択O我が国は､1粥三9月に署名O条約は､20年5月3Elに発効O今後は可能な限

り早期の締結を目指して必要な国内法令の整備を図ることとしているところO
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.て図表6 障害者の権利に関する条約 条文構成

圧i三:見出しは仮訳であさま､今後びMJ､憶 様相- 向けた作業において変更のIF摘雛摘;ある)

前文

第 1条 昌的

第2粂 定義

第3条 -般原則

第4条 -巌的義務

第5条 平等選び差別されないこと

第6条 障害のある女子

第7条 障害のある児童

第8粂 意識の向上

策9条 施設選びサ-ビスの利周可能性

第相姦 生命に対する権利

第11条 危険な状況及び人道上の緊急事態

第12条 法棟の前にひとしく認められる権利

第13条 司法事績の利用

第14桑 身体の自由及び安全

策15条 拷問晃は残虐を､非人道的な若 しくは

品位 を傷つける取扱い若 しくは刑罰か

らの自由

第16条 搾取､暴力及び虐待からの自由

第17条 個人が健全であること(桝呆護

第18条 移動の自由及び国籍についての権利

第19条 自立 した生活義び地域社会に受け入れ

られること

第20桑 個人的な移動を容易にすること

第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用

第22条 プライバシーの尊重

第23条 家庭及び家族の尊重

第24条 教育

第25条 健康

蕪ご6条 リハビリテーション

第27条 労働及び覆屑

第28条 相当な生活水準及び社会的な保障

第29条 政治的及び公的清勤への参加

第30条 文化的な生活､レフリエーショ:,-､余

暇及びスポ-ツへの参加

第31条 統計及び資料の収集

策32条 国際協力

第33条 国内における案施及び監視

第34条 障害者の権利に関する委員会

第35条 締約国による報告

第36条 報告の棉討

第37条 締約国 と委員会との間の協力

第38条 委員会と他の機関との関係

第39条 委員会の報告

第40条 締約国会議

第41条 寄託

第42条 署名

第43条 拘薫さhることについての同意

第44条 地域的な統合のための機関

第45条 効力発生

第46条 留保

第47条 改正

第48条 廃棄

第49条 利用可能な様式

第50条 正文

末文

○ 平成19年 9月に､ ダイのバ ンコクにおいて ｢アジア太平洋障害者の十年 (2003-
2012)の中間評価に関するハイレベル政府間会合｣が開催 され､｢びわこミレニア

ム ･フレ-ムワ-ク｣を補完 し､20年から24年までの実施を促進するための行動指

針 となる ｢びわニブラスファイブ｣が採択O

I 1:) -



憶 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

l 障害のある予どもの教暫 6脅威

障害のある幼児児童生徒がその能力や可能性を牽大隈に伸ばし､自立し社会参加

するために必要な力を養うため､-九一人の障害の状態に応 じて､特別支援学校や

小 ･中学校の特別支援学級､あるいは通級による指導においてきめ細やか離 旨導を

実施O

7Jう
｢学校教育法等の-都を改正する法律｣が平成19年4月から施行され､嘗 ･聾 S

養護学校の制度から特別支援学校制度への転換や､小 中中学校等においでも発達障

害を含む障害のある児童生徒等への適切な教育を行うことを明確に規定C これらに

よi)､19年度は､教育関係者の問で ｢特別支桟教育元年｣とされているところLp

【主な施策等l
O 発達障害のある子どもへの支援については､教育､医療､福祉､保健､労働関係

機関等の連携が重要であることにかんがみ､関係者相互のネ?′卜r7- ケを構築し､

情報交換や各種課題について意見交換を行うため､｢特別支援教育ネットワ-ク推

進委員会｣を開催J

O 文部科学省では､厚生労働省の発達障害者支援関係事業等と連携協働して ｢特別

支援教育体制推進事業｣(平成20年度においでは､｢発達障害等支援 ･特別支援教育

総合推進事業｣)を実施O校内委員会の設置や特別支援教育コーディネータ-の指

名等の校内体制の整備､巡回相談の実施､専門家の派遣､｢個別の指導計画｣及び

｢個別の教育支援計画｣の作成､艶歌員等に対する研修の充実等､乳幼児期から就

労に至るまでの-質 した支援体制を整備｡

○ 平成19年度より/i- 中学校に在籍する障害のある児童生徒をサボ- トする外部人

材を ｢特別支援教育支援農｣としてその配置に必要となる経費について地方財政措

置二.

0 発達障害のある幼児児童の早期発見と適切な支援のため､先進的な地域をモデル

として指窟し､支援方法等について実践研究を行う ｢発達障害早期総合支援モデル

事業上 モデルとなる高等学校において関係機関と連携 し､支援の在 り方の研究を

行う ｢高等学校における発達障害支援モデル事業｣の実施｡
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図表7 特別支援教育の対象の概念図 〔義務教育段階〕

義持教育段階(T)全児童生徒数 1082万人

重

障
害
の
程
度

檀

特別 支 援 学 校

視覚障害

聴覚障害
知的障害

小学校 4中学校

-一手手車 幸三
視覚障害
聴覚障害
集掴勺障害

肢体不自由
｣__.I..-_._..____-_..･.._､ー_-._._

一-一一一一一日"~1-I---､
I::h通常の学級::/I､-----___▲.N------･-

肢体不自由
病弱 ･身体虚弱

病弱 ･身体虚弱

言語障害
情緒障害

通級による指導
視覚障害 自閉症
聴覚障害 情緒障害

2.000,
(約22万人)

0.53ゥも
(約5万8千人)

0.41%
(約4万5千人)

肢体不自由 学習障害 (LD)
病弱 ･身体虚弱 注意欠陥多動性障害 (ADHD)

言語障害

･1:jl

LD･ADHD･高機能自閉症等

6.3%程度の在籍率城2
(約68万人)

削 LCH L母arni咽 ロISabfl触 S)I-学習障害

糸口HEHA鵬ntion.Deficit榊ypefaCtivZtyDisoyderき 漣患究碗多動他陣啓
礎2 この拝借 は､平成14年に文窪馬科学智が行った調査において､学績担任 を含む音隻数の数異により判断 された回答に基

づくものであ り,医師の診断によるものではないQ

t平成19等5伺1日現在)

資料 :文部科学省
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国表8 発達障害等支援 ･特別支援教育総合推進事業
平成20年度予算練 503.052千円

発達陸寧軍費含むすべての隅署のある幼児児蛋笠薩の重機のため､各椅教桑研修､外部専門家の巡回t派通､厚生矧動/&との遵鵜に
よる-露しだ支援蜜行うモデルま創式の指定筏だ昏実施することにより､劉安〔幼小中高柳 の特別支援教育蚕紙貴約に推進する8

鷺料 :文部科挙嘗

⊂)公立の小 ･中学校における通常の学級に在籍する比較的軽度の障害のある児童生

徒を対象とした適級による指導のための教員配置を実施O平成19年度には､LD(学

習障害ラ及びADHD(注意欠陥多動性障害)の児童生徒への適級指導を充実する

ための定数改善を実施o

O 障害の早期発見､早期療育に至る診断等の療育体刑を総合的に整備するため､地

域における中心的な療育機関として ｢心身障害児総合通園センタ-｣の整備等を実

施(,障害者自立支援法に基づ く居宅介護 (ホームヘルプ上 児童デイサ-ビス､短

期入所 (ショ- トステ再 等を実施lJ

O 独立行政法人国立特別志操教育総合研究所において､平成19年度に､｢特別支援

教育コ-デイネ-ダー指導者研究一協議会ム ｢LD･ADHDや高機能自閉症指導者研

修｣等を実施O20年度より､教育関係者が発達障害のある子どもに適切射 旨導 ･支

援を行うため､国内外の発達障害の教育に関する最新の情報を-ん措 して発倍する

｢発達障害教育情報センタ-｣を新設O

-1Li-



○ 障害のある人の就労を促進するためには､教育､医療､福祉関係機関が-体 と

なった施鴛を講じる必要があるため､平成19年度より ｢職業自立を推進するための

実践研究事業｣を実施｡

○ 文部科学省と厚生労働省が連携し､地域社会の中で､放課後等の子 どもたちの安

全で健やかな居場所づ くりを推進するため､平成19年度に､総合的な放課後好策と

して実施する ｢放課後子どもプラン｣を創設｡この中で､障害のある児童の受入れ

を促進L-.

0 平成19年7月に従来の ｢盲学校､聾学校及び養護学校施設整備指針｣を全面改訂

し､｢特別支援学校施設整備指針｣を策定O また､学校施設のバリアブリ…化に関

する基本的な考え方や計画 ･設計上II)留意点を示した ｢L学校施設バリア7リー化推

進指針｣や奉指針を踏まえた事例集を作成 8配布O

-i9-



2 雇用 &就労の促進施策

ノ-マライゼ-ションの実現のためには､職業を通じての社会参加が基本となる

ものであり､障害のある人がその適性と能力に応じて可能な限り雇網の場に就くこ

とができるようにすることが重要であるとの考えの下､｢障害者の雇用の促進等に

関する法律｣に基づ く障害者雇用率制度を柱 とした施策を実施しているo

障害の種類及び棟度に応じたきめ細かな対策が重要であるため､保健福祉､教育

との連携を登祝した職業リハビリテ-ションの推進や､雇用への移行を進める支援

私 職業能力開発の充実を図る等級倉的な支援施策を実施 しているO

【寺な施帯等】
○ 平成19年8月にとりまとめられた ｢多様な雇摺形態等に相応する障害者雇用率制

度の在 り方に関する研究会ム ｢中小企業における障害者の雇欄の促進に関する研究

会｣及び ｢福祉､教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会｣
報告書を踏まえ､労働政策審議会で検討を行い､同年12月に同審議会の報告者がと

りまとめられたところO 当該報告書を踏まえ､①障害者雇用納付金剛度の中小企業

への適用範囲の拡充､②短時間労働者を雇用義務の対象に追加すること等を内容と

する ｢障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案｣を第169回国

会へ提出｡

○ 知的障害のある人等を各府省に非常勤職員として雇用 し､ 1-3準の業務の経験

を積んだ後､ハローr7-ク等を通 じて-一般企業等への就職の実現を回る ｢チャレン

ジ雇摘｣については､新5か年計画において平成20年度中に全席省において実施す

るとされたところ019年度は､厚生労簡省が各府省に先駆けてチャレンジ雇用に取

り組み､100名の雇用を達成020年4月現在､新たに内閣帝で3名のチャレンジ雇

用を実施｡

○事業主の経済的負担を軽減し､障害のある人の雇用の促進及び雇屑の継続を図る

ため､障害者雇用納付金に基づく助成金の支給を実施O平成19年度からほ健康相談

医師の委嘱助成金の対象に､緑内障等の視覚に障害のある人を追加o

O ハロ-り-クにおけるきめ細かな職業相談､職業紹介の実施､障害者職業セン

タ-弓こおける職業リハビリテ-ションの実施､就業面と生活面における-体的な支

援を行う ｢障害者就業 ･生活支援センタ-｣等の設置 o

- ごO -



○ 平成20年4月から､事業者が特例子会社等に対する発注額を前年度より増加 させ

/+=場 合に､取得等をした固定資産について割増償却を認める措置を創設L:

○ 福祉的就労から-般雇用への移行を図るため､ハロ-ワ-クが中心となって､関

係機関からなる傭々人に応 じた ｢障害者就労支援チ-ム｣を作 り､就職に向けた準

備から敬場定着までの-露 した支援を行う ｢ヂ-ム支援｣を平成19年度から全国展

開を実施o

O視覚障害のある人に対する的確な雇用支援の実施については､平成19年4月に各

.ハローワー クに通知したところであり､眼科医､視覚障害者支持機関等との連携を

図 りながら､求職視覚障害者の親耽支援､在職視覚障害者 (中途障害)の継続雇用

支援を的確に行うよう努めているところo

O 平成20年4月より精神障害の特性を踏まえ､週10時間程度から一定程度の期間を

かけて､段階的に就業時間を延長しながら常伺寝間を目指す､精神障害者ステ､ソプ

アップ雇周奨励金制度を創設O

ニーハローワークにおいて､発達障害等の要因によL')コミュニケーション能力に困雅

を抱えている求職者について､その希望や特性に応 じた専門支援機閏に誘導すると

ともに､障害者向け専門支桟を希望 しない者については､きめ棚やかな就職支援を

寛施する ｢若年コミュニケ-ション能力要支援者就職プログラム｣を平成19年度よ

り実施｡

○ 福祉施設等の官公需による仕事の確保に向けた取級を推進o

O平成19年度から､都道府県立の一般公共職業能力開発施設において発達障害のあ

る人を対象とした訓練コ-スを設置O 今後も職業訓練の受講機会を拡大｡

○ 雇用 ･就業を希望する障害のある人の増大に対応 し､身近な地域で職業訓練が受

講できるよう民間を活用した障害者委託訓練を実施O平成19年度は､さらに訓練定

員を増やし､個々の障害特性や企業の人材二-ズに産こじた多様な職業訓練を推進o
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I::.図表9 障害者の法定雇用率と実雇用率の状況 (平成19年6月l日現在)

｢民間- i- 業 仁 定琶78芸 実雇用率

1.55㌔

日.52%)

特殊活人等 2.1% L 一.97%

(1.56%)

国及び地方公共団体 国の機関 2.1% 2.17%

(2.17%)

都道府県の機関 2一42%

I ■ ■ 一一一一一一l- ■ - (2.37%)
市町村の機関 2.28%

(2.23%)

都道府県等の教育機関 2.0% 1.55%

注 l: tl )内は平成18年6月1日現在 資料 二厚生労働省
注2こ-塵の民間企業とは､常用労働者56人以上規模の企業O

注3:特殊法人等とは､常用労働者48人以上規懐の特殊法人丑7j独立行政法人ニ

○ 国際アピuンピックは､昭和56年の ｢国際障害者年｣を記念して､障害のある人

の職業的自立意欲の増進と職業技能の向上を図るとともに､事業主及び社会-椴の

理解と認識を深め､更に国際親善を回ることを臥的として､昭和56年以降､概ね4

年に1度開催C平成i9年11月には､日本 (静岡県)で開催され､｢2007年ユニバ-

サル技能五輪国際大会｣として､第39回技能五輪国際大会と史上初めて同時開催｡

我が国からほ80名の選手が出場O

一 二 i2 -



Ⅳ 日々の暮らしの基盤づくり

l 生活安定のための施策

障害のある人が､その有する能力及び適性に応 じ､自立した日常生活叉は社会生

活を営むことができるよう､必要な障害福祉サービスに関する紹イ寸その他の支持を

行う ｢障害者自立支援法｣が平成18年4月から一部施行され､10月から全面的に施

行されたO

｢障害者自立支援法｣の施行に当たってほ､障害福祉計画に基づく計画的なサ-

ビス基盤の整備等を推進 し､身近な相談支援体制の構築､権利擁護の推進等を通じ

て､利用者本位の生活支桟体制の整備を回るとともに､在宅サ-ビス等の充実､精

神保健福祉施策の見直 し､発達障害児 ･者をはじめとする各種障害への対応を推進

している.二.

E主な施策等】

O ｢障害者自立支援法｣の施行に当たって､法の定着に万全を期すため､平成20年

度までの3年間を対象に､障害者自立支援法円滑施行特別対審を実施 O18年度補正

予算960億円を含め､総額1書200億円の施策を実施o

O平成19年12月には､与党障害者自立支援に関するプロジェクトチ-ムが障害者自

立支援法の見直しに関する報告書を取 りまとめ､法施行3年後の見直しに向けた基

本的な課題とその方向性 を明示｡これを受けて､政府において､20年度予算におい

て､利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化など ｢特別対策｣で造成した基金

和 音用を含め確率慶べ-スで総額310億円の緊急措置を実施o

O 障害のある人が地域で経済的にも自立して生活するためには､福祉施設等におけ

る工鷺水準の向上を図ることが重要O平成19年度には ｢工賃倍増計画支援事業｣を

創設O都道府県ごとに工賃の倍増を図るための具体的な方策を定めた ｢工賃倍増計

画｣を策定023年度までに現状工賃の倍増を目指すo

O 都道府県及び市町村は､障害福祉計画の策定に当たり､地域生活や一般就労への

移行を進める観点から､平成23年度における数値目標及びこれに係る必要なサ-ど

ス見込量を設定｡

- 23 -



国表10 障害者自立支援法の特別対策等

＼平碇18年12月:1
特別対策の概要 (3年間で国費圭200億鞘

く平成19年12郎障害者自立支横法の抜本的な見直しに向けた緊急措置

O ｢障害者自立安雄法の抜本的な見直 し｣に向けて､当事者や事業者の置かれている状況を露悪

え､特に必要な事項について緊急措置を講ずるo

【緊急措置】
｢特別対策｣ で 造 成 した董 金 の 活 用 を含 め 満 年 度 ベ ー ス で総 辞310億円 *

〔20年度予算〕 130億円

Il 利用者負担の見直 L.:(20年7吊葦箱l･- - - - - - I.- -70億円

･低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減 E障害者 .障害則 (満年度ペ-スで100億鞘 *

マ軽減対象となる課税世帯の範盛の拡大 障 害児】
･個人単位 を基本とした所得綬髄区分への見直し 障 害者】

② 事業者の経営基盤の強化 (20年4月実施ト - - - - - ･- - -30億円
胴 幕別対策｣の基金の漬用 を含め180億円う*

③ グループホーム等の整備促進 (20年度実施い - - - ｡ - - 〟- 30億円*
･ゲル桝プホ-ム等の施設整備に対する助成

資料 :厚生労働省
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同乗11 サ-ビス利用者の将来見通し等

工 ノ施言貨入所者の地域生酒への移行については､平成23年度 霊で
に磯在の施設入所者 (.146万人)の うち､19万人 は勺13%)

‡ か地域生活へ移行するとともに.入所待機者の動向等を勘案
した結果､現在の,%設入所者の うち11万人 (約78%)か削
漉 されること#見込窯れている

E平成17年10月硯夜I E平成23年席末】

∈数値目標】 福祉施設から-般就労への移行等
lJ-毅就常への移行については､平成23年度中に-般就労へ移

行する者の祭れ 平成17蚤贋の-般就労移行案鰻の約3.9億
になることが見込まれる.｡また､就労鱒続玄嬢事業全体の 見

込豊にあいて､その約15%が就労縦続富強A型である｡

…平成17畢鹿現在】 搾 成23年度刺

Å竪43万人El分室て5%)
平成23寄居における,ii貸越績富硝

奉尊全体のサ-ビス見込愚

277万人ヨ偉 く100%ll

B型
234万人日分 場5%)

障害福祉サ-ビス見込畳の推移 凋中濃動素サ-ビ封

寮児童ティ･短節入所 ･厚東Jj71芸葦は含んでい恋いっ

滋｢入日削 謡T月間の利周人数.lxト 人-月当たりの平均利用
日数｣

緋 7年度14積･

I:,'': ･､･二 一:I/

【数値E3剰入院中の退院可能精神障害者の減少緋宗値
･退院可能播神障嘗者については､愛け入れ条件わL整えば通院 .:
可茶邑な絹押棒嘗曹 脳 下 退院可緒鳩神幡著者J)49万人の ‡

うち､平成23畢鷹宋霊でに3.7万人を退院 させることが見込 :

まれでいる3

E平成19年度現在】 t平鹿23年唐常】

障害措祉サ-ビス見込畳の推移 (訪問系サ-ビス)

障害福祉サービス見込量の推移 (居住系サ-ビ封

-了い ‥∴ ~.I-･I. ･1.:一
資料 :厚生労働省

- 25 -



○ 平成19年度に ｢身体障害者補助大法の-部を改正する法律｣が成立し､20年4月

か ら､都道府県等に苦情の申し出等の窓口を設置することが明確化くつ同年1〔用 か

ら､-走規模以上の事業所や事務所において､勤務する身体障害者が補助太を使用

することの拒否が禁止o

O 平成19年度においても､｢発達障害者支援体制整備事業｣を ｢特別支援教育体制

推進事業｣との連携協働の下に実施D都道府県等に､発達障害のある人の乳幼児期

から成人期 までの一 貫 した支援体制整備について関係者により検討する ｢落選障害

者支援体別整備検討委員会｣を設置1,圏域において､保健 d医療 ･福祉 ･教育 ･就

労等の各領域の支援のネットワ-夕及び発達障害のある人に紳する支援チ-ムを形

成し､発達障害のある人に射する憾別支援計画の作成等を行い､乳幼児期から成人

期まで一貫 した支援を実施｡

○ 発達障害の早期発見､早期の支援等を図るなど､発達障害のある人やその家族に

柑する支援 を総合的に行うため ｢発達障害者支援センタ-｣を整う嵐｡平成19年度ま

でに6摘 所ゝの整備｡

○ 平成19年度に､発達障害のある人やその家族､関係者等に対する支援方策をモデ

ル事業として実施し､有効な支援手法の開発を行 う ｢発達障害者支援開発事業｣を

実施O発達障害に関する知見を集積 し､全国-瑚 膏報提供､普及 ･啓発を行う ｢発

達障害情報センタ-｣を開設o

O 障害のある人のスポ-ツについては､平成19年度において､｢2007スペシャルオ

リンピックス夏季世界大会 中上海｣に82名の選手が出場,〕ロ奉においても､電動車

椅子サッカ-の世界太会 ｢第1回FIPFAワ-1レドかノブ2007上 知的障害のある

人の卓球の世界来会 ｢第5回tNAS-FⅠD健界知的障害者単球選手極太会2007｣が

開催o

O障害のある人の生活を豊かにするとともに､国民の障害-の理解と認識を深め､

障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として､平成19年11月

30日-12月2日に､長崎県において ｢解7回障害者芸術 や文化祭｣が開催こ)

O｢福祉用具法｣に基づ く福祉用具実用化開発推進事業の下､障害のある人や高齢

者､介護者の生活の質の向上を目的として優れた技術や創意工夫のある福祉用具の

実用化開発を行う民間企業等に対し､独立行政法人新エネル′ギ- ･産業技術総合開

発御 降(NET)0)を通 じて研究開発費用を助成O

- I:Li-



○ 国際的な標準化動向を踏まえた日本工業規格 購S)等を清岡した福祉用具の標

準化を准 濃 く｡平成19年度は､新たに電動上 り補助いす 肌ST9255)の制定等を実

施｡

○ 認知症ケア等の身体介護にとどまらない介護やサ-ビスの利用支援､権利擁護等

の新しい相談援助など介護 ･福祉サ-ビスの多様化 ･高度化に的確に相応できる人

材の確保 ･資質の向上を回るため､平成19年に ｢社会福祉士及び介護福祉士法｣を

改正Oより質の高い社会福祉士及び介護福祉士の養成 .確保を実施｡
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望 保健 ･医療施策

健康診査等による障害の原因となる疾病等の予防 や早期発見 や治療､学校安全の

充実､労働鉱害防止対策の推進のほか､障害のある人に対する医療 書医学的リハピ

りテ-ション等を実施しているL二

心の健康づ くり､精神疾患の早期発見 書治療等精神保健 ･医療施策を推進すると

ともに ｢自殺対策基本法｣に基づき､自殺対策の基本的かつ給食的な指針として

の ｢自殺総合貯策大綱｣を決志 したO

【主な施帯等】

○ 平成19年4月に ｢健康日本21｣中間評価報告書を公表 したほか､メタポリ､ブタ

シンドロ-ム対策の-層の推進などを盛 り込んだ ｢新健康フロンティア戦略｣(19

年4月18日新健康フロンティア戦略賢人会議)をまとめるなど､生活習慣病貯策を

推進o

O 平成19年度においでも､都道府県に高次脳機能障害者への支援を行うための支援

拠点機関を置き､①相談支援コ-デイネ-夕-による高次脳機能障害者に対する専

門的な相談支援､遭う関係機関との地域ネットワ-クの充実､③高次脳機能障害の支

援手法等に関する研修等を行う ｢高次脳機能障害支援普及事業｣を実施o

O ｢自殺対策基本法｣に基づき政府が推進すべき自殺対策の基本的かつ総合的な指

針として､｢自殺総合対策大網｣を閣議決定O大網では､当面重点的に取 り組むべ

き施策として､9項目46施筆を設定｡これらの施策を着実に実施することにより､

平成28年までに基準年の17年の自殺死亡率を20%以上減少させることを目標｡ 大綱

に基づ く施第の実施状況の評価等を行うに当たり､様々な分野の専門家の意見を聴

取するため､｢自殺対策推進会議｣を開催O
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図表12 高調 述機能障害支援普及事業 (イメージ国)

医療機関
就労貴様機関

椙観サ-ビス畢尊者

｢･､

尊 門的相 談

患者団体

憲接拠点機関
(リハ ビリテ-ションセンタ-､病院等)

相談支援コ-ディネ-ター
I:ナースワーか- ソ-シャルワ-カーOT.心埋取掛

･%1 0T-心理職等を必要に応じて配達

･紫2 OTとは､作業棟藩士を指している

支援体制整備
･関係機関との違強 く連絡車義金の開催等‡
･関係機関､自治体職責に射する研鰻
･関係機関への指導､助言

亘丁:-'､
･寺門的なアセスメント ケアプランの作成
一ケアプランに基づくサ-ビスの謹供

- I_1() -

[璽 夏至準 蔓]

モデル事蛍にあける成果

(rマニュアル等)の寺是示
精薄助言

風立身体像害者
リハビリテ-ションセンタ-

･各種支援プログラムの棉証と改正
t研優聾築､普選啓発活動

梁料 二厚生労働省



V 住みよい環境の基盤づくり

呈 障害のある人の住み よいまちづ くりのための施策

誰もが了快適で生活 しやすい ｢ユニバ-サルデザイン｣に配慮 した生活環境の整

備を図るため､住宅､建築物､公共交通機関､歩行空間等の生活空間のパリアプ

リ-化を推進し､-定の地域軸 こおけるこれら施設等及びその間の経路の一体約 〇

連続的なバリアブ リ-化を促進 している O

防災知識の普及､鉱害時の情報提供､遊擬誘導等防艶の様々な場面において災害

時栗援護者に配慮したきめ細かな防災対策を推進している,,

障害のある人の気持ちに配慮した防犯対第を推進するとともに､警察へアクセス

する際の困難を取 り除 くための施策､障害のある人の犯罪や事故被害の防止のため

の施策を推進 しているO

は な栖帯等】
○ 平成19年7月制定の ｢住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律｣を踏まえ､公的賃貸住宅の供給及び民間鷺貸住宅瑚 舌周等を寛施｡

⊂) 平成19年度に､公営住宅制度を補完する公的貨貸住宅 (特定優良賃貸住宅 .高齢

者向け優良賃貸住宅)制度を再編､地域優良賃貸住宅制度を創設O民間事業者等に

対 し､整備費及び家賃減額のための助成を行い､障害者世帯､高齢者世帯等を対象

とした良質な賃貸住宅の供給を促進o

O 平成19年度税制改正において､高齢者 ｡障害者等が居住する住宅において一定の

バ リアブリ-改修工事を行った場合に､所得税や国宝資産税を軽減する特別措置を

講 じている.二

〇 平成19年度から､高齢者属性支援センダ-においで､従来の家賃債務に加え､原

状回複や訴訟に繋する費用も保証の対象に追紬｡これにより大家の不安を解消する

ことによって､障害のある人の民間貨貸住宅への円滑な入居を支援｡

(コ 平成19年7月に ｢公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライ

ン｣及び｢公共交通機関U)車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン｣を策定tT,

同年Sj射こ｢旅客船バリアブリ-ガイドライン｣を策定,3
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t図表13 旅客施設におけるバリアフリー化の推移 (移動等円滑化実績等報告書による)

]

H12 H13 日14 H15 H16 H17 H18 H19 日20 H21 日22

叶-=_巳蚕豆肖■

資料 :国土交通省

童図表14 車両等におけるバリアフリー化の推移 (移動等円滑化実績等報告書による)

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H19 H19 H20 H21 H22 H27

一斗一軍･主は帖耳_一一鯛.,号F.鼻-Vl･-1L.i..iJ､7 ,-I:･t,マフ.､･:t∴ト鵬誰･.敵gL#i

賛料 :国土交通省

○ 国民-人-人が､高齢者や障害のある人の困難を自らの閉篭として認識し､その

社会参加に積極的に協力する ｢心のバリアブリ-｣社会を実現するため､国土交通

省では､小中学校の総合学習の時間等とも連携 しながらバリアフt)-教室を開催o

O 警察庁及び国土交通省では､バスの有する社会的意義が最大限に発揮されたまち

づくりを目指す市町村及び関係者の取組を支援するオムニバスタウン構想を推進O

障害のある人等交通弱者に配慮したノンステップパス､リフト付きパス等の導入の

促進やバス停の整備等バスの利便性の向上を推進O平成19年度末現在14番をオムニ

バスダウンに指定｡
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○ 平成2が巨l月に､バリアブリ-化のための整備の具体的な指針として､｢都市公

園の移動等円滑化整備ガイドライン｣を策定O20卑魔より ｢都市公園パリアプリ-

化緊急支援事業｣を創設し､都市公園のパリアプリ-化を推進｡

ご= これまで運転免許を受けることのできなかった聴覚に障害のある人について､17

イドミラーの装着を条件に､聴覚障害者標識を表示して普通自動車の運転を認める

こと等とした｢道路交通法の-郭を改正する法律｣が平成20年6月1日に施行予定｡

○ 災害時要援護者対策については､平成19年12月に ｢自然艶害の ｢犠牲者ゼロ｣を

目指すために早急に取 り組むべき施策｣をとりまとめ｡ 国として､モデル′計画の活

屑促進などにより､21年度までを目途に､市町村における艶害暗雲援護者の避薙支

援対策の取組方針を明らかにした ｢避難支援プランの全体計画｣などが策定される

よう促進o

O 平成19年6月に消防法施行令及び消防法施行規則の一部を改正し､火災発生時に

自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等について､防尭管

理者J')選任及びスプりンクラー設備等の設置を行わなければならない施設の範囲を

拡大.二.当該施設について､スプ1)ン?ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基

準を整備O
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望 障害のある太の情報 83蔑見ニケ-ションを確保するための施策

障害のある人の情報通信技術の利用機会の格差是正を図るため､障害のある人の

利屑に配慮 した情報通信機器 ･システムの研究開発を推進するとともに､アクセシ

ピリティ指針の策定､J王S及び国際標準化の推進を通 じて､これらシステムの普及

を図 !,)､また､ホームページ等のバT)アプリ-化を推進 しているL,

テレワ-クの推進了情報ネットワ-タの整備､字幕付きビデオの作成等による情

報捷供体制の整備や字幕放送等の推進を通 じて､障害のある人への情報揺供の充実

を図るとともに､手話､点訳等による支援やコミュニケ-ション支援絵記号の規格

化等によるコミュニケーション支持体削,I)充実を推進 している,

【主な恥策等】

○ 障害のある人の･情報通信技術の利活周の機会の拡充を図るための王で関連施策の

総合サービス拠点と,なる ｢障害者 ITサボ- トセンター｣の運営等.:

○ 国内の規格開発と並行し､国際的な情報アタセシピリティのガイ ドライン共通化

を図るため､JISX83姐シリーズのうち､｢共通指針｣､｢情報処理装置｣及び ｢事務

機器｣について､ISO(国際標準化機構)へ提案を行い､国際標準化に向けた作業o

C-･ 電気通信アクセシビ1)テ ィについては､平成16年1持=二ITuT L国際電気通信

連合の電気通信標準化部門)に射 し電気通信アクセシピリティガイ ドラインの策定

について提案を行い､審議を経て､19年 1月にITUITの勧告として承認し､総務省

では､国内に向けた周知 ･普及活動の一環 として､情報通信アクセス協議会と連携

し､19年3月にシンポジ巾ムを開催するなど､電気通信機器 ･サービスのアクセシ

ピTjティ向上を促進するための取組を推進o

O 平成19年7月に ｢IT戦略本部｣が決定 した ｢重点計画-2007上 19年8月に各府

省情報化統括費任者 (CIO)連絡会議が改憲 した ｢電子政府推進計画｣において､

各府省は､高齢者や障害のある人を含めてすべての人々の利用しやす さなどに配慮

しつつ､ホームページなどにおける行政情報の電子的提供の充実に努めることが明

記｡

○ 平成22年までにテレワ-力-を就業者人口の2割とする目標の実現に向けて､19

年5月に ｢テレワ-ク人口倍増アクションプラン｣を筆意O政府-体 となってテレ

ワ-タの普及を推進O
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○ 犯罪被害者やその家族､さらに-舵の芳郎 二対 し､検察庁における犯罪被害者の

保 護 ｡支援のための制度について分か りやす く説明 した DVD｢もしも ･- あな

たが犯罪被害に遭遇 したら｣を作成 し､平成i9年3月に､全国の検察庁に配布｡

二､ 平成14年から､視覚障害のある人が自ら投票用紙の種類を識別できるように､投

票用紙に産字で選挙の種類を表示する取観が行われており､19年の参議院議員通常

選挙においでは､46都道府県で実施,J

O ｢身体障害者の利便の増進に資する通信 ･放送身体障害者利周円滑化事業の推進

に関する法律｣に基づ き､独立行政法人情報通信研究機構が､字幕番線等の制作費

に対する助成金を交付O平成20年度予算では4.0億円を確保 し､助成を実施o

O 平成19年3月の ｢デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する研究会｣報

告書の提言を踏 まえ､同年10月に､コ0年度か ら29年度までの字幕放送 と解説放送の

普及目標 を覚めた ｢視聴覚障害者向け放送普及行政の指針｣を策定｡字幕放送につ

いては､ 9年に策定した行政指針の字幕付与可能な放送番組の範囲を拡大して､そ

の全てに字幕が付与されることを自県丁解説放送については､対象の放送番組につ

いて､NHK総合及び民放キー5局等は10Ll･O､NHK教育は15OoL,こ解説が付与され

ることを目標｡

.･li:図表15 字幕付与可能な総放送時間に占める字幕放送時間の割合の推移
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注 1:ヱ週闇のサンプル週を常盤したもの｡

注2:この国表における ｢寧兼付与可能夜鷹放送時間｣とは次 に掲げる放送巻繊を隙く7時から24時までの新たに放送する放送

番組の時間数

LtTL)技術的に字幕を付すことができrJ:い放送番組(例 現在のところのニユ-ス､スポtJy中継等の生番織 ､身オ-プンキャ

プション､事話等により菅声を説明している放送番組脚 字幕付き吸乳 手話ニユ-ス)､魯外題書等の替租､碩)東部分が歌唱 8

簿轟演番の音楽番組､⑨権利処理上の理由等により字幕を付すことができない放送番組

注3:系列属が制作する番組を含むら

資料 :総務省

ー3-I-



○ 聴覚障害者周の録画物等聴覚障害のある人が利用するものを製作 し､若しくはこ

れらを聴覚障害g)ある人の利用に供するための聴覚障害者情報提供施設について､

全都道府県での設置を目指 し､その整備を促進｡
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