


2

国

連

等

主
な
国
内
関
連
事
項

～

障害者対策に関する長期計画
（昭和58～平成4年）

障害者プラン
～ノーマライゼーション
７か年戦略～
（平成8～14年）

障害者基本計画
（平成15～24年）

「障害者対策に
関する長期計画」
後期重点施策
(昭和62～
             平成4年）

重点施策
実施５か年
計画
（平成15～
　　　19年）

新たな重点
施策実施
５か年計画
（平成20～
　　24年度）

国連障害者の十年
（1983～1992年）

ESCAPアジア太平洋障害者
の十年　（1993～2002年）

ESCAPアジア太平洋障害者の
十年　　　（2003～2012年）

心身障害者対策基本法
成立 昭和45年

障害者の
権利宣言
1975年

障害者に関する
世界行動計画

1982年

障害者基本法成立
（心身障害者対策基本法
の全面改正）平成5年

障害者基本法の改正
　　　平成16年

国際障
害者年

国連総会において
障害者権利条約を
採択　　2006年12月
障害者権利条約の
署名　　　2007年９月

障害者対策に関する新長期計
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資料：内閣府

第
章1第 章1
第１節

障害者施策の動向

我が国の障害者施策は、昭和５６年の「国
際障害者年」を契機として、その推進が図
られてきた。昭和５８年、「国際障害者年」
を受けて、「国連障害者の十年」が宣言さ
れたことを踏まえ、我が国初の障害者施策
に関する長期計画が策定された。以来、我
が国では、１０年間という長期的視点をもっ
て、障害のある人の自立と社会参加に関す
る施策について計画を策定し、これに基づ
きその総合的かつ計画的な実現を図るとい
う取組が進められている。
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
目の中間年に当たり、１９年１２月には同基本
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「重点施策実
施５か年計画」（以下「新５か年計画」と
いう。）が「障害者施策推進本部」におい

て決定された。
同基本計画は、我が国が目指すべき社会

を障害の有無にかかわらず、国民誰もが相
互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社
会」とすることを掲げ、そのための課題、
分野別施策の基本的方向等を規定してい
る。
同基本計画の前期５年間において、我が

国の障害者施策は、同計画等に基づき、
「共生社会」の実現に向けて着実に推進さ
れ、各分野での法制度の改正等が行われて
きた。
平成１６年５月には、「障害者基本法の一

部を改正する法律」が成立し、同年６月よ
り一部施行され、１９年４月から全面的に施
行された。この改正により、基本的理念に
障害を理由とする差別等の禁止が明示され
たほか、「障害者週間（１２月３日～９日）」
の設置、都道府県及び市町村における障害
者計画の策定義務化、同基本計画の策定に
かかわる「中央障害者施策推進協議会」の
内閣府への設置等が規定された。

■図表１―１ 障害者施策の動向
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生活支援の分野においては、障害があっ
ても地域で安心して暮らせる社会を構築す
るため、就労支援の強化や地域移行の推進
を図ることを目指して、平成１７年１０月に
「障害者自立支援法」が成立し、１８年４月
から一部施行され、同年１０月から全面的に
施行された。
同法においては、身体障害、知的障害、

精神障害の障害種別ごとに提供されていた
福祉サービスについて、一元的に市町村が
提供する仕組みに改められるとともに、利
用者負担の見直しや国の財政責任の強化を
通じて安定的な制度の構築が図られた。
同法の施行に当たっては、新サービス体

系の円滑な施行のための措置や障害のある
児童を養育する世帯に配慮するための施設
利用者の負担軽減措置など５つの対策が実
施された。その後、同法による新たなサー
ビス提供の仕組みがこれまでにない抜本的
な見直しを行うものであったことから、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
施行特別対策を実施することとし、総額
１，２００億円にのぼる施策の実施が打ち出さ
れた。さらに、２０年度予算においては、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」で造成した基金の活用を
含め満年度ベースで総額３１０億円の緊急措
置を講ずることとされた。
また、従来、身体障害、知的障害、精神

障害という３つの枠組みでは的確な支援が
難しかった発達障害のある人に対して、そ
の障害の定義を明らかにするとともに、保
健、医療、福祉、教育、雇用等の分野を超
えて一体的な支援を行う体制整備を行うた
め、「発達障害者支援法」が平成１６年１２月
に成立し、１７年４月から施行された。
次に、生活環境の分野においては、平成

１８年６月、「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律」（バリアフ
リー新法）が成立し、同年１２月から施行さ
れた。これにより、当事者の参画による基
本構想の策定や、公共交通機関、道路、建
築物のみならず、都市公園、路外駐車場を
含め、障害のある人等が日常生活等におい
て利用する施設や経路を一体的にとらえた
総合的なバリアフリー化の推進等が図られ
ることとなった。
教育・育成の分野においては、障害のあ

る児童生徒等の一人一人の教育的ニーズに
柔軟に対応し、適切な指導及び支援を行う
ため、平成１７年１２月の中央教育審議会答申

ろう

を踏まえ、従来の盲・聾・養護学校の制度
を特別支援学校の制度に転換すること等を
内容とする「学校教育法等の一部を改正す
る法律」が１８年６月に成立し、１９年４月か
ら施行された。このほか、同答申を踏まえ
た制度改正として、１８年４月から新たに
LD（学習障害）やADHD（注意欠陥多動
性障害）の児童生徒も通級による指導の対
象に位置づけた。
また、平成１８年１２月には、「教育基本法」

が全面的に改正され、同月から施行され
た。障害のある児童生徒等についても、そ
の障害の状態に応じ、十分な教育を受けら
れるよう、必要な支援を国及び地方公共団
体が講じなければならない旨が、「教育の
機会均等」に関する規定に新たに明記され
た。
雇用・就業の分野においては、障害のあ

る人の社会参加に伴いその就業に対する
ニーズが高まっており、障害のある人の就
業機会の拡大による職業的自立を図ること
が必要なことから、平成１７年６月に、精神
障害のある人に対する雇用対策の強化、在
宅就業者に対する支援、障害者福祉施策と
の有機的な連携による就業支援等を内容と
する「障害者の雇用の促進等に関する法律
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資料：内閣府

平成16年４月

障害者
基本法
の改正
（５月）

全体的
枠組み

生　活
支　援

生　活
環　境

教育・
　育成

雇用・
　就業

改正障害
者基本法
の施行
（６月）

改正障害者基本法
の施行（４月）
（市町村障害者

計画の義務化）

障害者雇用促進
法の一部改正法
の成立（６月）

発達障害者
支援法の成
立（12月） 障害者自立支

援法の成立
（10月）

ユニバーサルデザイ
ン政策大綱の公表
（７月）

障害者自立支
援法の一部施
行（４月）

障害者自立支
援法の施行
（10月）

高齢者、障害者等
の移動等の円滑化
の促進に関する法
律の成立（６月）

高齢者、障害者等
の移動等の円滑化
の促進に関する法
律の施行（12月）

発達障害者
支援法の施
行（４月）

改正障害者雇
用促進法の一
部施行（10月）

中 央 教 育 審 議 会
「特別支援教育を推進

するための制度の在り

方について（答申）」

（12月）

改正障害者雇
用促進法の施
行（４月）

障害者雇用促進法
の一部改正法案
閣議決定（３月）

学校教育法等
の一部改正法
の成立（６月）

改正学校教
育法等の施
行（４月）

教育基
本法の
改正
（12月）

平成17年４月 平成18年４月 平成19年４月 平成20年４月

の一部を改正する法律」が成立し、１８年４
月から全面施行された。
また、国連においては、障害者の権利及

び尊厳を保護し、及び促進するための包括
的かつ総合的な国際条約である障害者権利
条約（仮称。以下同じ）が、平成１４年７月
以降、８回にわたる交渉による条約案の検
討を経て、１８年１２月、第６１回国連総会本会
議において採択され、１９年３月３０日に署名
のために開放された。我が国は、同年９
月、この条約に署名した。
さらに、同月には、「アジア太平洋障害

者の十年」（２００３～２０１２年）の行動計画で
ある「びわこミレニアム・フレームワーク
（BMF）」に係る後期５年間の行動指針と

して、「びわこプラスファイブ」が国連ア
ジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）に
おいて採択された。
また、平成１９年度においては、５年ごと

に実施される「身体障害児・者実態調査」
の１８年における結果が取りまとめられ、身
体に障害のある人の数（推計値）等が明ら
かとなった。
今後は、これら法制度の改正の施行状況

等を踏まえ、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
策の着実な推進を図っていくこととしてい
る。

■図表１―３ 障害者数

■図表１―２ 障害者施策に係る主な関連法令の動向

総 数 在 宅 者 施設入所者
身体障害児・者 ３６６万人 ３５８万人 ９万人
知的障害児・者 ５５万人 ４２万人 １３万人
精神障害者 ３０３万人 ２６８万人 ３５万人

資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（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・１８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）
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第２節

障害者施策の推進体制

障害者施策の推進に当たっては、平成１３
年１月の中央省庁再編を機に、関係行政機
関相互間の緊密な連絡を確保するととも
に、総合的かつ効果的な推進を図るため、
内閣に内閣総理大臣を本部長、内閣官房長
官を副本部長、他のすべての国務大臣を本
部員とする「障害者施策推進本部」が設置
されている。なお、１７年１２月からは、内閣
府に障害者施策を担当する特命担当大臣が
置かれたことに伴い、副本部長に同特命担
当大臣が追加されている。
平成１６年３月からは、連携体制を強化す

るため、同本部の下に「障害者施策推進課
長会議」が設置されるとともに、同年６月
からは、総合的に対応すべき重点課題を効
果的に推進するため、同課長会議の下に、
内閣府及び当該課題の主要関係省庁の職員
等により構成される「課題別推進チーム」
が設置されている。これまで、意識啓発、
公共サービスにおける適切な対応、公務部
門における障害者雇用、障害者権利条約へ
の対応、国家資格取得試験等における配
慮、地方障害者計画の策定支援の６つの課
題についてチームが置かれ、その推進が図
られてきている。
平成１９年度においては、５月に、同本部

において、同年中を目途とした新５か年計
画の策定等を決定し、これを踏まえ、同課
長会議の下に啓発・交流、教育・育成、雇
用・就業、生活支援・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
施策分野別検討チームを設置し、障害当事
者等からの意見聴取及び検討を経て、同年
１２月に、同本部において新５か年計画を決
定した。
平成１６年の「障害者基本法」の改正によ

り、「障害者基本計画」の策定及び変更に
関し内閣総理大臣に意見を述べるため、
「中央障害者施策推進協議会」が内閣府に
設置されている。
同協議会は、障害者、障害者の福祉に関

する事業に従事する者及び学識経験のある
者の中から内閣総理大臣が任命する３０人以
内の委員で構成されるが、様々な障害のあ
る人の意見を聴きその実情を踏まえた議論
を行うことができるよう、委員の半数は、
障害のある人本人又はその家族の代表が選
ばれており、発達障害のある人が加わる
等、障害の多様性も反映した構成となって
いる。委員名簿は、内閣府ホームページに
掲載している。
平成１９年度においては、１０月に、内閣総

理大臣、内閣官房長官及び内閣府特命担当
大臣（障害者施策）等の出席の下、第３回
会合が開催され、新５か年計画の策定に係
る取組状況等に関し審議が行われた。

中央障害者施策推進協議会（平成１９年１０月２９日）
（内閣広報室提供）

障害者施策推進本部（平成１９年１２月２５日）
（内閣広報室提供）
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資料：内閣府

内閣府特命担当大臣（障害者施策）

他のすべての国務大臣

内閣官房長官

平成２０年３月には、「バリアフリーに関
する関係閣僚会議」において、「バリアフ
リー化推進要綱」を改定し、「バリアフ
リー・ユニバーサルデザイン推進要綱」を
決定した。
バリアフリー・ユニバーサルデザインの

推進に関する政府の基本的な方針である新
しい要綱においては、「バリアフリー」と
併せて新しい施設の整備や製品の開発に際
しては「ユニバーサルデザイン」を推進す
ることの重要性を明確に位置付け、名称を
「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推
進要綱」に変更した。

さらに、今後の取組方針として、生活
者・利用者の視点に立った施策の展開を明
記し、「子育てバリアフリー」や「防災」
といった国民の関心の高い分野を盛り込ん
でいる。また、分野別の基本的取組とし
て、新たに「心のバリアフリー」の推進を
項目立てするとともに、各分野において、
施策を効果的に推進しその進ちょく状況を
明らかにするため、おおむね５年間を対象
とした目標を設定している。

■図表１―４ 障害者施策の推進体制
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第３節

障害者基本計画、重点施策
実施５か年計画の策定

「障害者基本法」第９条に基づき、国は、
障害者の福祉に関する施策及び障害の予防
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
図るため、障害者のための施策に関する基
本的な計画を策定することを義務づけられ
ており、平成１４年１２月、現行の「障害者基
本計画」が閣議決定されている。
同基本計画は、平成１５年度から２４年度ま

での１０年間を計画期間としており、「ノー
マライゼーション」や「リハビリテーショ
ン」といった前長期計画の理念を継承する
とともに、国民誰もが相互に人格と個性を
尊重し支え合う「共生社会」の理念の下に、
障害のある人が、社会の対等な構成員とし
て人権を尊重され、自己選択と自己決定の
下にあらゆる活動に参加・参画できる社会
の実現を目指し、計画期間中に講ずべき障
害者施策の基本的方向について定めてい
る。
また、同基本計画の「Ⅳ推進体制等」に

おいて、「基本計画に基づく諸施策の着実
な推進を図るため、具体的な目標及びその
達成期間を定めた重点施策実施計画を策定
し実施する」こととされており、これを踏
まえ、「重点施策実施５か年計画」が「障
害者施策推進本部」において決定されてい
る。同基本計画の前期に当たる平成１５年度
から１９年度までの５年間を計画期間とする
「重点施策実施５か年計画」（１４年１２月２４
日障害者施策推進本部決定。以下「旧５か
年計画」という。）については、各府省間
の緊密な連携の下に着実な推進が図られて
おり、これまでの進ちょく状況について
は、１８年度末までの実績が取りまとめら

れ、内閣府ホームページ等において公表さ
れている。
同基本計画の後期に当たる平成２０年度か

ら２４年度までを計画期間とする新５か年計
画については、前述のとおり、１９年に同本
部の課長会議の下に設置した６つの施策分
野別検討チームにおいて、障害当事者、そ
の家族、関係団体、学識経験者等延べ１２０
の団体・個人から意見聴取を行い、意見の
内容を各検討チームにおいて整理し、これ
を新５か年計画策定の検討に係る課題（８
分野９７項目）として取りまとめ、同年１０月
の「中央障害者施策推進協議会」に報告し、
審議が行われたところである（内閣府ホー
ムページ参照）。
これらの過程等を経て、新５か年計画は

平成１９年１２月に同本部において決定された
ところである。
新５か年計画は、旧５か年計画の期間に

おいて行われた法制度改正の施行状況等を
踏まえ、自立と共生の理念の下に、「共生
社会」の実現に真に寄与するようにするた
め、
①地域での自立生活を基本に、身体障
害、知的障害、精神障害、発達障害等
の障害の特性に応じ、障害者のライフ
サイクルの全段階を通じた切れ目のな
い総合的な利用者本位の支援を行うこ
と

②障害者の地域における自立や社会参加
に係る障壁を除くための誰もが快適で
利用しやすいユニバーサルデザインに
配慮した生活環境の整備や、IT（情
報通信技術）の活用等による障害者へ
の情報提供の充実等を図ること

③「障害者自立支援法」の抜本的な見直
しの検討とその結果を踏まえた計画の
必要な見直しを行うこと

④障害者権利条約の可能な限り早期の締
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■図表１―５ 障害者基本計画及び重点施策実施５か年計画について

資料：内閣府
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■図表１―６ 障害者基本計画の枠組み

■図表１―７ 重点施策実施５か年計画（平成２０～２４年度）（平成１９年１２月２５日障害者施策推進本部決定）の構成

資料：内閣府
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結を目指しての必要な国内法令の整備
を図ること

の４点に重点を置いて施策展開を図ること
としている。
また、新５か年計画では、平成２０年度か

らの５年間に重点的に取り組むべき課題に
ついて、旧５か年計画の倍に相当する１２０
の施策項目並びに新規４２項目を含む５７の数
値目標（旧５か年計画では３４項目）及びそ
の達成期間等を定めている。新５か年計画
においては、個々の障害に係るニーズや社
会・経済の状況等に適切に対応するととも
に、必要に応じ計画の見直しを行うことと
しているほか、計画の着実かつ効果的な推
進を図るため、その進ちょく状況を毎年
度、「中央障害者施策推進協議会」に報告
することとしている。

第４節

地方障害者計画の策定状況

平成１６年６月の「障害者基本法」の改正
により、これまで努力義務であった都道府
県及び市町村における障害者計画の策定
が、都道府県については改正法の公布の日
から、市町村については１９年４月から義務
化されることとなった。
平成１８年度末の地方障害者計画（以下「計

画」という。）の策定状況をみると、都道
府県及び指定都市においては、すべての団
体で計画が策定されている。
計画の策定体制及び推進体制についてみ

ると、都道府県及び指定都市の場合、約
８～９割の団体において関係部局からなる
横断的な検討体制がとられており、推進体
制においても約７割の団体において同様の
対応がとられている。また、計画策定時に
おいては、当事者からのヒアリングや住民
参加が都道府県の場合、９割近くの団体で

実施されており、指定都市の場合、すべて
の団体で実施されている。また、「地方障
害者施策推進協議会」についてはすべての
団体において活用されている。
計画の内容をみると、国の「障害者基本

計画」に盛り込まれた８分野のうち、「啓
発・広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教
育・育成」、「雇用・就業」、「保健・医療」
及び「情報・コミュニケーション」はすべ
ての団体の計画に盛り込まれているが、
「国際協力」は４割弱となっている。
市町村（指定都市を除き、特別区を含む。

以下この節において同じ。）においては、
調査時点で計画を策定している団体は
１，６６７団体（全体の９２．０％）と前年度の１，１６９
団体（全体の６３．９％）を大きく上回ってい
る。調査時点で計画を策定していない団体
は、１４５団体となっているが、このうち、
平成２０年３月末までに計画を策定した団体
は７１団体となっている。これにより同月末
時点で計画を策定している団体は、１，７３６
団体（１，６６７団体に、７１団体のうち指定都
市への移行２団体を除いた数を加えたも
の）（全体の９６．５％）となっている。
次に、市町村における計画の策定体制及

び推進体制についてみると、計画策定時に
おいては約６割の団体が、推進時において
は約３割の団体が関係部局による横断的な
取組を行っているが、都道府県及び指定都
市と比べるとその割合は下回っており、特
に推進体制の割合が低くなっている。ま
た、計画策定時における当事者からのヒア
リングや住民参加は、７割前後の団体で実
施されているが、「地方障害者施策推進協
議会」については、市町村には設置が義務
づけられていないこともあり、その活用は
約３割の団体にとどまっている。
計画の内容については、国の「障害者基

本計画」に盛り込まれた８分野のうち、「啓
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国連「長期的国
家計画」策定勧
告（昭和54年）

障害者基本法成
立（心身障害者対
策基本法の全面
改正）（平成５年）

障害者基本法
改正
（平成16年）

中央心身障害者
対策協議会意見
具申（昭和57年）

障害者対策に
関する長期計画
（昭58～平４）

障害者対策に関
する新長期計画
（平５～平14）

障害者基本計画
（平15～平24）

都道府県障害者計画
（平成16年6月～）

市町村障害者計画
（平成19年４月～）

国

都道府県

市町村
（含指定都市）

義務化

義務化

義務化

努力義務

努力義務

国の「障害者基本計画」の枠組み

Ⅰ　基本的な方針

Ⅱ　重点的に取り組むべき課題

Ⅲ　分野別施策の基本的方向
　１　啓発・広報
　２　生活支援
　３　生活環境
　４　教育・育成
　５　雇用・就業
　６　保健・医療
　７　情報・コミュニケーション
　８　国際協力

Ⅳ　推進体制等

啓発・広報

障害者基本法に
基づく障害者計画

（注）基本計画及び実施計画の項目立ては、国にならった場合。

障害者自立支援法に
基づく障害福祉計画

生活
支援

障害者自立支援法に
基づく障害福祉計画

生活
支援

生活環境

教育・育成

雇用・就業

保健・医療

情報・コミュニケーション

国際協力

例①
障害者計画の生活支援に関する部分と
一体的にその実施計画と位置づけて障
害福祉計画が策定される場合

○ 障害者計画は、「障害者基本法」に基づく障害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期の計画。
○ 障害福祉計画は、障害者計画の中の「生活支援」に関わる事項中、障害福祉サービスに関する３年間の実施計画的な位置づけ。

啓発・広報

障害者基本法に
基づく障害者計画

障害者自立支援法に
基づく障害福祉計画生活支援

生活環境

教育・育成

雇用・就業

保健・医療

情報・コミュニケーション

国際協力

例②
障害者計画とは別途に障害者計画の生活
支援に関する部分の実施計画と位置づけ
て障害福祉計画が策定される場合

啓発・広報

障害者基本法に
基づく障害者計画

生活支援

生活環境

教育・育成

雇用・就業

保健・医療

情報・コミュニケーション

国際協力

啓発・広報

実施計画

生活環境

教育・育成

雇用・就業

保健・医療

情報・コミュニケーション

国際協力

例③
障害者計画の実施計画の一部と位置づ
けて障害福祉計画が策定される場合

■図表１―８ 障害者基本計画及び障害者計画の法的位置づけ

■図表１―９ 障害者計画と障害福祉計画の関係

資料：内閣府

資料：内閣府
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発・広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教
育・育成」、「雇用・就業」及び「保健・医
療」は９割以上の団体で盛り込まれており、
「情報・コミュニケーション」は８割強の
団体で盛り込まれているが、「国際協力」
は約１割にとどまっている。
なお、「障害者自立支援法」においては、

都道府県及び市町村は障害福祉計画を策定
することが義務づけられ、障害福祉計画を
策定するときは、「障害者基本法」に規定
する地方障害者計画等の計画と調和が保た
れるよう策定することが義務づけられてい
るが、同基本法に基づく地方障害者計画と
障害福祉計画との関係は、図表１―９のとお
りである。
地方障害者計画は、「障害者基本法に基

づく障害者のための施策に関する基本的な
事項を定める中長期の計画」であって、障
害のある人に関する施策分野全般にわたる
ものであるのに対し、障害福祉計画は、３
年を１期として定める「障害者自立支援法
に基づく障害福祉サービス等の確保に関す
る計画」であって、主として、地方障害者
計画に盛り込まれた「生活支援」の事項の
うちの福祉サービスに関する実施計画的な
ものと位置づけられている。
新５か年計画においては、その推進に当

たり、地方公共団体と緊密な連携協力を図
るため、都道府県との会議を毎年開催する
とともに、市町村に対し、障害者計画に係
る技術的協力を行うとしている。
内閣府では、地域における障害者施策が

障害当事者に着目した横断的視点と関連部
局等の連携の下に総合的に推進されるよ
う、国の関係機関も参加した地方公共団体
の障害者施策関係部局との意見交換の場と
して、「障害者施策総合推進地方会議」を
開催しており、平成２０年２月には全国２ブ
ロック（東京都、大阪府）において開催し

たところである。
また、地方における計画の策定を支援す

るため、希望する都道府県又は市町村に対
して計画策定に当たり適切な助言を与える
有識者等を派遣する「市町村障害者計画策
定アドバイザー派遣事業」を実施している
ところである。
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■図表１―１０ 障害者計画の策定体制及び推進体制

■図表１―１１ 障害者計画に盛り込まれた施策分野

都道府県 ４７ 指定都市 １５ 市町村 １，６６７

計
画
の
策
定
体
制

関係部局による検討チームの設置 ４２ （８９．４％） １２ （８０．０％） ９８９ （５９．３％）

ニーズ調査の実施 ３７ （７８．７％） １４ （９３．３％） １，３９９ （８３．９％）

当事者からのヒアリング ４１ （８７．２％） １５ （１００．０％） １，０７７ （６４．６％）

計画策定過程における住民参加 ４２ （８９．４％） １５ （１００．０％） １，２２７ （７３．６％）

地方障害者施策推進協議会の活用 ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） ５４３ （３２．６％）

その他 ５ （１０．６％） １ （６．７％） １０７ （６．４％）

計
画
の
推
進
体
制

計画の実施状況の把握 ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） １，２４６ （７４．７％）

計画に盛り込まれた施策等の有効性検証 ３９ （８３．０％） １２ （８０．０％） ９１４ （５４．８％）

部局横断的な組織（本部・チーム等）の設置 ３４ （７２．３％） １０ （６６．７％） ５１１ （３０．７％）

障害者関係団体との意見交換 ３９ （８３．０％） １２ （８０．０％） １，０３１ （６１．８％）

その他 ７ （１４．９％） １ （６．７％） ５８ （３．５％）

都道府県 ４７ 指定都市 １５ 市町村 １，６６７

計
画
に
盛
り
込
ん
だ
施
策
の
分
野

啓発・広報 ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） １，５８３ （９５．０％）

生活支援 ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） １，６２４ （９７．４％）

生活環境 ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） １，６２１ （９７．２％）

教育・育成 ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） １，６０７ （９６．４％）

雇用・就業 ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） １，６３０ （９７．８％）

保健・医療 ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） １，６１４ （９６．８％）

情報・コミュニケーション ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） １，４７１ （８８．２％）

国際協力 １７ （３６．２％） ５ （３３．３％） １１６ （７．０％）

その他 ８ （１７．０％） ２ （１３．３％） ９９ （５．９％）

「
生
活
環
境
」
の
内
訳

住宅、建築物のバリアフリー化の推進 ４７ （１００．０％） １３ （８６．７％） １，５５３ （９３．２％）

公共交通機関のバリアフリー化の推進等 ４７ （１００．０％） １５ （１００．０％） １，４６２ （８７．７％）

安全な交通の確保 ４５ （９５．７％） １４ （９３．３％） １，３２４ （７９．４％）

防災 ４６ （９７．９％） １５ （１００．０％） １，４８７ （８９．２％）

防犯 ３９ （８３．０％） １０ （６６．７％） １，０９０ （６５．４％）

その他 ５ （１０．６％） ２ （１３．３％） ５１ （３．１％）

※（ ）内は全体に対する割合

資料：内閣府

※（ ）内は全体に対する割合

資料：内閣府
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障害福祉サービス等に関する障害のある人の評価

平成１９年度障害者施策総合調査の結果（速報）から

内閣府では、障害者基本計画の「Ⅳ推
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実施等を通
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、障害
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、財団法人日本障害
者リハビリテーション協会等の協力を得
て、障害のある人を対象としたアンケー
ト調査を実施しています。
平成１９年度は、「生活支援」及び「保

健・医療」分野についての調査を２０年２
月から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２，５６３人から回答がありました。
まず、障害福祉サービスについては、

過去３か月間に利用している人が
５０．２％、利用していない人が４４．９％でし
た。利用している人のサービスに対する
満足度は、「満足している」・「やや満足
している」が６２．２％、「不満である」・「や
や不満である」が３２．７％でした。サービ
ス別にみると、「居住支援」の満足度が
高くなっています（図表①）。「満足」の
理由については、「職員や介護者等の接
し方が良い」が最も多くなっています（図
表②）。一方、「不満」の理由については
「費用負担」、「サービス内容」、「サービ
ス量」に関する項目が多くなっています
（図表③）。「満足」している理由及び「不
満」の理由のサービス別状況は参考１の
とおりです。
次に、サービスを利用している人に

サービスの質や量に関し３年前との比較
を尋ねていますが、いずれも「変わらな
い」が最も多くなっています。障害別で
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一方で、
精神障害のある人については、「良く
なった」との回答が比較的多くなってい

ます（図表④の（１）・（２））。また、サー
ビスを利用している人に別のサービスを
必要としたか、又は利用量を増やしたい
と思ったことがあるかを尋ねています
が、４８．４％の人が「ある」と回答してお
り、サービスへの潜在的なニーズがある
ことがうかがえます。
保健・医療サービスについては、過去

３か月間に利用している人が４９．６％、利
用していない人が４２．４％でした。利用し
ている人のサービスに対する満足度は、
「満足している」・「やや満足している」
が６７．９％、「不満である」・「やや不満で
ある」が２５．０％でした。サービス別にみ
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⑤）。
「満足」の理由については、「職員等の
接し方がよい」や「費用負担」が多くなっ
ています（図表⑥）。一方、「不満」の理
由については、「費用負担」が最も多く
なっています（図表⑦）。「満足」してい
る理由及び「不満」の理由のサービス別
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

サービスの質や量についての３年前との
比較では、「変わらない」が最も多くなっ
ています。障害別にみると、精神障害の
ある人について、「良くなった」との回
答が比較的多くなっています（図表⑧
（１）・（２））。また、サービスを利用し
ている人に別のサービスを必要とした
か、又は利用量を増やしたいと思ったこ
とがあるかを尋ねていますが、２６．９％の
人が「ある」と回答しており、サービス
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
閣府のホームページに公表、掲載するこ
ととしています。（http://www８．cao.go.
jp/shougai/index.html）
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職員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

利用の手続きが容易

費用負担に満足している

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

サービスの内容が充実しており満足している

サービスの量に満足している

施設がバリアフリーになっている

施設の防災等の危機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用できる

その他

障害福祉サービスに満足している理由

（％）
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

62.8

24.324.3

24.024.0

22.4

20.9

20.3

17.517.5

17.017.0

10.5

6.86.8

2.3

3.0

「不明・無回答」は5.1％

32.2

31.0

36.6

34.2

30.0

31.6

30.6

40.0

20.5

21.9

18.9

14.2

12.2

12.8

9.3

9.7

5.1

2.6

4.6

1.9

0 20 40 60 80 100

注１

注2

注3

「満足」62.2％ 「不満」32.7％

利用している障害福祉サービスの満足度

満足している
やや満足している
やや不満である
不満である
不明・無回答

（％）

全 体

居宅・通所系

日 中 活 動

居 住 支 援

■図表①

■図表②

注１：居宅介護、重度訪問介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援
注２：療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
注３：施設入所支援、共同生活介護、共同生活援助
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費用負担に満足していない

サービス内容が制限されていて満足していない

サービスの量に満足していない

職員や介護者等が専門的でない、介護技術が低い

職員や介護者等の接し方がよくない

利用の手続きが煩雑

職員や介護者等の人権意識が低い

関係機関との連携がよくない

施設の防災等の危機管理が十分でない

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用できない

その他

障害福祉サービスに満足していない理由

（％）
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

37.637.6

36.836.8

33.033.0

22.6

16.016.0

15.615.6

15.115.1

12.3

3.7

3.3

2.9

15.615.6

「不明・無回答」は5.5％

■図表③

■参考１
○「満足」している理由のサービス別状況 （％）

○「不満」である理由のサービス別状況 （％）

職員等の接し方 職員等の人権意識 利用手続 費用負担

居宅・通所系 ７９．２ ２５．２ ２２．０ ２０．２

日中活動 ６３．８ ３１．７ １９．９ １８．７

居住支援 ６８．７ １９．１ ９．６ １９．１

費用負担 サービス内容 サービス量 職員等の専門性

居宅・通所系 ３３．２ ３８．５ ４７．１ ３１．６

日中活動 ４３．７ ２１．４ ２７．２ ３０．１

居住支援 ３７．８ ４０．５ ３５．１ ３２．４
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障害福祉サービスの質の３年前との比較

（％）

全 体

身体障害

知的障害

精神障害

16.5

11.9

22.2

30.1

37.9

42.2

33.2

30.1

16.1

21.6

11.1

4.6

14.0

9.8

16.1

17.6

15.5

14.5

17.4

17.6

0 20 40 60 80 100

良くなった

変わらない

悪くなった

３年前はサービスを
利用していない

不明・無回答

障害福祉サービスの量の３年前との比較

（％）

全 体

身体障害

知的障害

精神障害

13.7

11.2

14.6

24.0

39.7

42.8

37.0

32.7

15.0

19.3

12.6

5.9

13.7

9.6

15.6

17.1

17.9

17.1

20.2

20.4

0 20 40 60 80 100

良くなった

変わらない

悪くなった

３年前はサービスを
利用していない

不明・無回答

利用している保健・医療サービスの満足度

（％）

41.0

52.9

40.5

26.9

23.0

26.9

13.4

9.2

13.1

11.6

11.5

15.3

7.2

3.4

4.2

0 20 40 60 80 100

満足している

やや満足している

やや不満である

不満である

不明・無回答

自立支援医療（育成医療）については客体が少ないことから省略している

「満足」67.9％ 「不満」25.0％

全 体

　
自立支援医療
（ 更 生 医 療 ）

　
自立支援医療
（精神通院医療）

■図表④（１）

■図表④（２）

■図表⑤
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職員等の接し方がよい

費用負担に満足している

職員等が専門的である、技術が高い

職員等の人権意識が高い

利用の手続きが容易

関係機関との連携がよい

サービスの内容が充実しており満足している

早期に治療やリハビリが受けられる体制にある

施設がバリアフリーになっている

サービスの量に満足している

施設の防災等の危機管理が徹底している

巡回での相談が便利で利用しやすい

その他

保健・医療サービスに満足している理由

（％）

45.3
39.0

24.2
18.718.7

15.1
13.9

11.0
10.9

9.09.0
8.08.0

4.8
1.1

2.2

「不明・無回答」は6.0％

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

費用負担に満足していない

サービスの量に満足していない

サービス内容が制限されていて満足していない

利用の手続きが煩雑

職員等が専門的でない、技術が低い

職員等の接し方がよくない

関係機関との連携がよくない

職員等の人権意識が低い

早期に治療やリハビリが受けられる体制にない

施設がバリアフリーになっていない

施設の防災等の危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

保健・医療サービスに満足していない理由

（％）

45.7
22.0

19.4
19.219.2
18.718.7

17.317.3
14.5

12.4
12.2

6.86.8
5.4

1.6
16.616.6

「不明・無回答」は4.9％

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

■図表⑥

■図表⑦
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保健・医療サービスの質の３年前との比較

（％）

全 体

身体障害

知的障害

精神障害

14.3

9.9

7.7

22.1

47.3

53.7

59.2

38.7

13.3

13.3

14.6

12.8

8.9

6.7

3.1

9.8

16.2

16.3

15.4

16.6

0 20 40 60 80 100

良くなった

変わらない

悪くなった

３年前はサービスを
利用していない

不明・無回答

保健・医療サービスの量の３年前との比較

（％）

全 体

身体障害

知的障害

精神障害

10.1

6.4

3.8

17.0

51.0

56.6

54.6

43.8

11.3

11.5

13.1

11.2

9.1

7.5

3.8

9.9

18.4

17.9

24.6

18.1

0 20 40 60 80 100

良くなった

変わらない

悪くなった

３年前はサービスを
利用していない

不明・無回答

■参考２
○「満足」している理由のサービス別状況 （％）

○「不満」である理由のサービス別状況 （％）

■図表⑧（１）

■図表⑧（２）

職員等の接し方 費用負担 職員等の専門性 職員等の人権意識

自立支援医療
（更生医療）

４８．５ ４２．４ ２１．２ １９．７

自立支援医療
（精神通院医療）

５７．５ ３３．０ ２７．８ ２５．６

費用負担 サービス量 サービス内容 利用手続

自立支援医療
（更生医療）

６６．７ ２２．２ ２２．２ ３３．３

自立支援医療
（精神通院医療）

６０．０ １８．３ １５．７ ２２．６



20

第
章２

第
章２
第１節

障害のある人に対する理解を
深めるための啓発広報等に係る施策

１ 啓発・広報活動の推進

（１）啓発・広報の基本的な方針
平成１９年における内閣府の「障害者に関

する世論調査」においては、「障害のある
人に対して、障害を理由とする差別や偏見
があるか」について尋ねているが、その結
果、「少しはあると思う」と回答した人を
含め、「あると思う」と回答した人は８２．９％
を占めている。また、差別や偏見が「ある
と思う」と回答した人のうち、「５年前と
比べて改善されている」と回答した人は
５７．２％であったが、なお、３５．３％の人は
「改善されていない」と回答している。
また、同調査においては、「共生社会」

の考え方の周知度についても尋ねている
が、その結果、「共生社会」という考え方
を「知っている」と回答した人は４０．２％と
なっている一方で、「知らない」と回答し
た人も３８．６％となっている。この結果を世
代別に見ると、２０代において「知っている」
と回答した人が２６．７％と低く、一方、「知
らない」と回答した人が４６．７％となってい
る。
「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国民の協力を得
るため、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となっ
ている。特に、将来を担う若者への啓発・
広報活動の一層の推進が重要である。

旧５か年計画では、「共生社会」の周知
度について、世代全体に係る周知度を５０％
とする数値目標を掲げてきたところである
が、新５か年計画においては、２０代の若者
についても５０％とすることを明記したとこ
ろである。

（２）障害者週間
国では、「障害者基本法」を踏まえ、障

害者施策推進本部決定「『障害者週間』の
実施について」に基づいて、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、毎年１２月３日から９日ま
での１週間を「障害者週間」とし、前後の
期間も含め、全国で、官民にわたって多彩
な行事を集中的に実施するなど、積極的な
啓発・広報活動を実施している。

ア 心の輪を広げる障害者理解促進事業

内閣府では、各都道府県・指定都市との
共催により、将来を担う若者への啓発・広
報活動の一環として、全国の小・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
害者週間のポスター」の募集を「心の輪を
広げる障害者理解促進事業」として実施し
ている。平成１９年度は、作文５，０８９編、ポ
スター１，９４７点の応募があり、この中から
内閣総理大臣賞として作文３編及びポス
ター２点等が選ばれ、表彰された。本事業
では、ポスター部門の最優秀作品を原画と
した「障害者週間のポスター」を作成し、
全国の駅等に掲示するとともに、作文、ポ
スターの入賞作品集を作成し、全国の小・
中・高等学校等に配布する等して、障害の
ある人への理解促進を図っている。

相相相相相相相相相相相相相相相相互互互互互互互互互互互互互互互互のののののののののののののののの理理理理理理理理理理理理理理理理解解解解解解解解解解解解解解解解とととととととととととととととと交交交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流流流流
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資料：内閣府「障害者に関する世論調査」(平成19年２月)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

総 数

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（該当者数）

（ 1,815人）

（　 165人）

（ 　273人）

（ 　288人）

（ 　368人）

（ 　403人）

（ 　318人）

知っている 言葉だけは聞いた
ことがある

知らない

40.2 21.2 38.6

42.9

46.7

38.5

33.2

32.0

45.6

19.8

26.7

20.1

21.2

23.6

17.3

37.4

26.7

41.3

45.7

44.4

37.1

資料：内閣府「障害者に関する世論調査」(平成19年２月)

総 数

（該当者数）

（ 1,815人）

あると思う
８２．９

あると思う 少しはあると思う
わからない

（％）

ないと思う

５２．０ 31.0 １５．１
２．０

総 数

（該当者数）

（ 1,505人）

改善されている
５７．２

どちらとも
いえない

かなり改善
されている

少しずつ
改善されている

あまり
改善され
ていない

改善され
ていない

わからない 改善されていない
３５．３

8.8 48.4 26.1 9.2
3.3 4.2

資料：内閣府「障害者に関する世論調査」（平成19年２月）

総 数

（該当者数）

（ 1,505人）

改善されている
５７．２

どちらとも
いえない

かなり改善
されている

少しずつ
改善されている

あまり
改善され
ていない

改善され
ていない

わからない 改善されていない
３５．３

8.8 48.4 26.1 9.2
3.3 4.2

（％）

■図表１―１２ 「障害者に関する世論調査」結果の抜粋
差別や偏見の有無（世の中には障害のある人に対して、障害を理由とする差別や偏見があると思うか）

差別や偏見の改善状況（５年前と比べて障害のある人に対する差別や偏見は改善されたと思うか）

「共生社会」の周知度（障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員として尊重し、支え合って暮らす「共生
社会」という考え方を知っているか）



22

■図表１―１３ 平成１９年度「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」入賞者
「心の輪を広げる体験作文」入賞者

「障害者週間のポスター」入賞者

都道府県指定都市 学 校 名 氏 名 作 品 名

最優秀賞 京 都 府 木津川市立相楽小学校 ２年 南渕 拓人 ありがとう、弟

鹿 児 島 県 神村学園初等部 １年 新田 龍生 おはなし したいな

優 秀 賞 兵 庫 県 洲本市立堺小学校 ６年 福井 康 やっちゃん、おんぶして

島 根 県 斐川町立中部小学校 ６年 藤井 貴之 やさしいクラス

都道府県指定都市 学 校 名 氏 名 作 品 名

最優秀賞 静 岡 市 静岡市立末広中学校 ２年 仙石 菜月 「出会い」から生まれた「心の輪」

宮 城 県 名取市立第一中学校 ３年 佐藤 宇 理解から始まる絆

優 秀 賞 青 森 県 むつ市立大湊中学校 １年 惣角 亮佑 障害に負けない勇気

山 形 県 南陽市立赤湯中学校 ２年 尾形 恵 恵みの母

都道府県指定都市 学 校 名 等 氏 名 作 品 名

最優秀賞 鹿 児 島 県 鹿児島県立市来農芸高等学校 １年 新名 耕介 私の生きる証

福 岡 県 一般 渡邊 洋 気づかせてくれてありがとう…

優 秀 賞 大 阪 市 一般 菅野 芳亘 本当に人生を強く生きるとは…

千 葉 県 一般 滝本 淳子 心の和を求めて

都道府県指定都市 学 校 名 氏 名

最優秀賞 大 阪 府 貝塚市立二色小学校 ４年 中筋 優希

優 秀 賞 大 分 県 宇佐市立高家小学校 １年 塚本 怜

都道府県指定都市 学 校 名 氏 名

最優秀賞 埼 玉 県 所沢市立南陵中学校 ２年 鈴木久美子

優 秀 賞 京 都 府 与謝野町立加悦中学校 ３年 大木 美佳

１．小学生部門

２．中学生部門

３．高校生・一般部門

１．小学生部門

２．中学生部門
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イ 平成１９年度における「障害者週間」行事

平成１９年度の「障害者週間」行事につい
ては、内閣府を中心に、法務省、文部科学
省、厚生労働省、国土交通省等の関係省
庁、障害者関係団体、企業等の協力の下、
「障害者週間」の期間を通じて東京を中心
に各地において、多彩な行事を実施した。
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
～２０１２年）」中間年を記念した「障害者週
間の集い」を開催し、障害者関係功労者・
団体の内閣総理大臣表彰を行うとともに、
「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者
週間のポスター」の最優秀作品の内閣総理
大臣表彰等を行った。また、アジア太平洋
における日本の障害者支援活動についての
シンポジウムを開催したほか、障害のある
人に関する様々なテーマについて関係団体
等が交替で連続してセミナー等を行う「障
害者週間連続セミナー」を開催した。平成
１９年度のセミナーにおいては、障害者権利
条約、身体障害者補助犬、精神障害のある
人や知的障害のある人の雇用や地域活動、
発達障害のある児童への理解と支援等につ
いて、講演や座談会、ビデオ上映を実施し
た。
大阪では、内閣府と（社）関西経済連合

会、関西経営者協会等の関西経済４団体並
びに障害者支援に取り組む地元民間団体と
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」
をテーマにシンポジウムを開催し、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、障害のある
人の雇用や共生と自立についての２つの分
科会で意見交換を行った。
また、宮城においては、障害のある人も

共に楽しめるユニバーサルなスポーツの紹
介等を行う「ユニバーサル・スポーツフェ

スタ２００７」を開催したほか、「障害者週間
のポスター」等を展示するパネル展等を全
国６箇所（東京、宮城、長野、京都、広島、
福岡）で開催した。
このほか、国、地方公共団体、民間の関

係団体等において、第７回全国障害者芸
術・文化祭ながさき大会、NHKハート
展、地方運輸局等におけるバリアフリー教
室等をはじめとして、それぞれ独自の行事
や啓発・広報活動が積極的に行われた。
（財）国際障害者年記念ナイスハート基

金の協力を得て開設された「平成１９年度障
害者週間キャンペーン事業」ホームページ
には、事業の広報効果を高めるため、「障
害者週間」の期間中、これら全国の行事が
一元的に登録され、その総数は３８０件を超
えた。

（３）その他の週間・月間等
このほか各種の週間・月間等の活動の中

でも、障害のある人への理解を深めるため
の啓発・広報活動が展開された。
９月１日から３０日までの「障害者雇用支

援月間」においては、障害のある人の雇用
の促進と職業の安定を図ることを目的とし
て、障害のある人から募集した絵画や写真
を原画とした啓発用ポスターが作成され、
全国に掲示されたほか、障害者雇用優良事
業所等表彰、障害者雇用支援月間ポスター
原画表彰及び障害者雇用職場改善好事例表
彰を始め、各都道府県においても、障害者
雇用促進のための啓発活動が実施された。
１０月２２日から２８日までの「精神保健福祉
普及運動」の期間においては、精神障害の
ある人に対する早期かつ適切な医療の提供
及び社会復帰の促進等について、国民の理
解を深めることを目的として、精神保健福
祉全国大会をはじめとする諸行事等が実施
された。
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平成１９年度障害者週間中央行事

１．アジア太平洋障害者の十年（２００３～２０１２年）中間年記念障害者週間の集い

日 時：平成１９年１２月６日（木）
１３時より１６時３０分

会 場：有楽町朝日ホール（東京都千代田区）

（１）「障害者関係功労者」並びに「心の輪
を広げる体験作文」及び「障害者週間のポ
スター」最優秀賞受賞者の表彰式
アジア太平洋障害者の十年（２００３～２０１２年）

中間年を記念しての障害者関係功労者・団体
の内閣総理大臣表彰を行うとともに、障害の

ある人に対する理解を促進するため、全国か
ら募集した「心の輪を広げる体験作文」及び
「障害者週間のポスター」最優秀賞受賞者の
表彰式と受賞者による作文の朗読。

（２）わたぼうしコンサート
障害のある人たちが日々感じたことや思い
をつづった「詩」をメロディーにのせて歌う
「わたぼうしコンサート」及び障害を個性と
して生かした語り部による「語り芸」。

２．アジア太平洋障害者の十年（２００３～２０１２年）中間年記念シンポジウム
アジア太平洋における日本の障害者支援活動
～現場での経験から得たこと～

アジア太平洋地域において、長年にわた
り、障害のある人に対して様々な支援活動を
展開している団体から現地の障害のある人の
地域生活、就労への取組等の現状を紹介。現
地の実情にあった支援活動の在り方について
討議等。

日 時：平成１９年１２月３日（月）
１３時３０分より１７時３０分

会 場：有楽町朝日スクエア（東京都千代田
区）

主 催：内閣府
（財）日本障害者リハビリテーショ
ン協会

講 演：沼田千妤子氏
日本発達障害福祉連盟事務局長

講 師：加藤美千代氏 難民を助ける会
田中徹二氏 日本点字図書館理事長

中村信太郎氏 厚生労働省社会・援
護局総務課災害救
助・救援対策室長

秦 辰也氏 （社）シャンティ国
際ボランティア会専
務理事

ベンジャミン・ゴビン氏
ハンディキャップ・インターナ
ショナル東京事務所代表

皇太子殿下御臨席のもと挨拶を行う福田内閣総理大臣 内閣総理大臣表彰の授与
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平成１９年度障害者週間中央行事

３．障害者週間連続セミナー
日 程：平成１９年１２月３日（月）～５日（水）
会 場：有楽町朝日スクエア（東京都千代田区）
障害のある人に関する様々なテーマを取り

上げ、民間団体等が３日間にわたって、講演
会や座談会を開催。

１２月３日（月）
①講演会
「障害者権利条約とわが国へのインパクト」
主 催：（財）人権教育啓発推進センター
講 師：松井亮輔氏

法政大学現代福祉学部現代福祉学科
教授

②ビデオ上映「桃色（ももいろ）のクレヨン」
（アニメーション）

主 催：（財）人権教育啓発推進センター

１２月４日（火）
①見て、聞いて、体験して、よくわかる補助犬
～身体障害者補助犬を知っていますか？～

主 催：厚生労働省
協 力：NPO法人日本介助犬アカデミー

（財）日本盲導犬協会
NPO法人聴導犬普及協会
（福）日本介助犬協会

②障害者雇用啓発誌「働く広場」公開座談会
精神障害者雇用は、今！
～雇用事例から見る雇用のポイントと課題～
主 催：（独）高齢・障害者雇用支援機構
座 長：松井亮輔氏（法政大学現代福祉学部

現代福祉学科教授）
佐藤壽雄氏（富士ソフト企画株式会
社カウンセラー）
西谷久美子氏（社会就労センターパ
イ焼き窯統括管理者）
菅原誠氏（都立中部総合精神保健福
祉センター保健福祉部生活訓練科長）
東均氏（東京労働局職業安定部職業
対策課課長補佐）
佐藤伸司氏（栃木障害者職業セン
ター所長）
障害当事者

③NISE 障害者週間２００７体験学習会
発達障害児ってどんな子ども？
～疑似体験からさぐる理解と支援～
主 催：（独）国立特別支援教育総合研究所
講 師：渥美義賢氏

（独）国立特別支援教育総合研究所
教育支援研究部上席総括研究員

１２月５日（水）
①座談会 暮らしを豊かにする街作り
～障がい者も働く食事サービスのお店の活動
主 催：（福）豊芯会
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平成１９年度障害者週間中央行事

事例紹介：障害当事者等からの発表等
精神障害者共同作業所「ハートラ
ンドひだまり」
精神障害者共同作業所「かれん」

レストラン＆バー「パレット」
精神障害者小規模通所授産施設
「食茶房 むうぷ」

４．みんなでつくる共生社会パネル展
「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者

週間のポスター」優秀作品の展示を実施。

①東京会場
日 程：平成１９年１２月３日（月）～６日（木）
会 場：東京メトロ日比谷線銀座コンコース

②宮城会場
日 程：平成１９年１２月３日（月）～７日（金）
会 場：宮城県庁舎１階ロビー

③長野会場
日 程：平成１９年１２月３日（月）～９日（日）
会 場：長野県障害者福祉センター サン

アップル

④京都会場
日 程：平成１９年１２月３日（月）～９日（日）
会 場：京都御池地下街ゼスト「市民広場」

⑤広島会場
日 程：平成１９年１２月３日（月）～１０日（月）
会 場：広島市まちづくり交流市民プラザ

⑥福岡会場
日 程：平成１９年１１月２９日（木）

～１２月１２日（水）
会 場：福岡空港国内線第３ターミナル２階

ロビー

５．シンポジウム（大阪会場）
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～
日 時：平成１９年１２月４日（火）

１３時３０分より１６時５０分
会 場：梅田スカイビルタワーイーストスカ

イルーム（大阪府大阪市北区）
主 催：内閣府／障害者週間協賛行事大阪実

行委員会（大阪経済４団体などで構
成）

①基調講演：
関 宏之氏 NPO法人 大阪障害者雇用

支援ネットワーク代表理事

②分科会：
（１）「障害者雇用機会拡大のために」
コーディネーター：関 宏之氏
パネリスト：
馬郡 繁氏 シャープ特選工業㈱取締役社長
松永正昭氏 （福）C・ネットふくい専務

理事
白兼俊貴氏 厚生労働省職業安定局障害者

雇用対策課主任障害者雇用専
門官
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挨拶する西村内閣府大臣政務官

（２）「地域発・共生と自立への挑戦」
コーディネーター：
早瀬 昇氏 （福）大阪ボランティア協会

常務理事・事務局長
パネリスト：

大谷 強氏 関西学院大学経済学部教授
牧 文彦氏 NPO法人DEEP PEOPLE理

事長
亀井 勝氏 （福）ひびき福祉会理事長

６．ユニバーサル・スポーツフェスタ２００７
障害のある人もない人も共に楽しむことの

できるユニバーサルなスポーツを通じて、障
害のある人や障害に対する理解を深める。

日 時：平成１９年１２月９日（日）
１０時より１５時３０分

会 場：東北福祉大学国見キャンパス体育館
（宮城県仙台市青葉区）

主 催：内閣府／東北福祉大学

７．障害者週間の広報
内閣府では、啓発・広報事業として、全国

の小中学生から募集した「障害者週間のポス
ター」の中から最優秀作品を図案化した啓発
ポスターを作成、配布しており、平成１９年度
は、小、中学校、駅等に９０，０００枚を掲示した。
また、政府広報（テレビ番組）等により「障

害者週間」の周知を図るとともに、障害及び
障害のある人に対する理解の促進を図った。
さらに「障害者週間」において、政府広報

等を活用して、障害のある人の団体等が作成
する各種障害を対象とした啓発、周知等のた
めのマークについて国民への情報提供を行っ
た（内閣府ホームページ参照）。

平成１９年度障害者週間中央行事
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バリアフリー化推進功労者表彰を行う岸田内閣府特命担当大臣

１２月４日から１０日までの「人権週間」に
おいては、障害のある人に対する偏見や差
別を解消するため、「障害のある人の完全
参加と平等を実現しよう」を強調事項とし
て掲げ、法務省の人権擁護機関である法務
局・地方法務局及び人権擁護委員等を通じ
て、全国各地で講演会や座談会の開催、ポ
スター・パンフレットの作成・配布等の啓
発・広報活動が実施された。

（４）バリアフリー化推進功労者の表彰
障害のある人や高齢者を含むすべての人

が安全で快適な社会生活を送ることができ
るよう、社会全体のバリアフリー化を推進
する観点から、バリアフリー化の推進につ
いて顕著な功績又は功労のあった個人・団
体に対して、内閣総理大臣表彰等を行うこ
とを通じて、バリアフリー化に関する優れ
た取組の普及に努めている。表彰は、平成
１４年度から５年間の期限を決めて実施して
きたが、１９年６月にはさらに５年間延長す
るとともに、ユニバーサルデザインの推進
も対象にするなど表彰の範囲を拡大した。
平成１９年度においては、１５団体の取組に対
して表彰を行った。

（５）障害者施策に関する情報提供
政府等が実施している各種障害者施策の

状況について積極的に情報提供していくこ

とは、国民の理解と協力を得ながら施策を
進める上で欠くことのできないものであ
る。
このため、内閣府では、国会に報告する

「障害者白書」のほか、「障害者施策関係
予算の概要」、「障害者基本計画に基づく
『重点施策実施５か年計画』の進ちょく状
況」、「都道府県・指定都市における障害者
施策関係単独事業の実施状況」等について
毎年調査し、公表している。また、平成１９
年度においては、視覚障害のある人のため
の音声コードを付与した新５か年計画を作
成・配布するとともに、知的障害のある人
が「障害者基本計画」及び新５か年計画の
内容を理解しやすくするため、「わかりや
すい障害者計画」を作成し、配布したとこ
ろである。

２ 福祉教育等の推進

（１）学校教育における取組
－交流及び共同学習の推進

学校教育において、福祉についての正し
い理解を深めることは重要なことであり、
具体的には、児童生徒の発達の段階に応じ
て、社会科、家庭科、道徳等において、社
会福祉についての理解を深める指導を行う
とともに、思いやりの心、社会奉仕の精神
などの育成を図っている。
障害のある子どもと障害のない子どもや

地域の人々が活動を共にすることは、すべ
ての子どもの社会性や豊かな人間性を育成
する上で大きな意義があり、同じ社会に生
きる人間として、お互いを正しく理解し、
共に助け合い、支え合って生きていくこと
の大切さを学ぶ重要な機会であると考えら
れる。
このため、特別支援学校はもとより幼稚

園、小学校、中学校及び高等学校の学習指
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バリアフリー化推進功労者表彰を行う岸田内閣府特命担当大臣
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ての子どもの社会性や豊かな人間性を育成
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共に助け合い、支え合って生きていくこと
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■図表１―１４ 平成１９年度バリアフリー化推進功労者表彰

受 賞 者 名

内
閣
総
理
大
臣
表
彰
（
２
件
）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

みんなが使いやすい携帯電話（「らくらくホン」や「２画面ケータイ」）をユニバーサルデ
ザインの考え方に基づいて開発し、発売。また、「ドコモハーティスタイル」で多様な環
境にある人々へのサービス提供に取り組む。
※ユニバーサルデザイン：障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利
用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方

中部国際空港株式会社

基本設計段階から障害者団体と検討を積み重ねて建設した日本初の国際空港旅客ターミナ
ルビル施設。

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
表
彰
優
良
賞
（
８
件
）

岡山県立興陽高等学校

「バリアフリー庭園」を造園し、一般にも開放。学校全体でユニバーサルデザインに関す
る研究や実践活動を推進。

花王株式会社

キザミ付きシャンプーを日本で初めて商品化。誰もが安全・安心に使える家庭用製品の開
発に取り組む。

京都リップル

映画に日本語字幕や副音声をつけた「バリアフリー上映会」や障害者理解のための講演会
を実施。

特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会

インターネットを利用した日本最大の視覚障害者情報ネットワークを運営。多くの視覚障
害者が自分で必要な情報を得られるようになり、情報アクセスのバリアフリー化に貢献。

凸版印刷株式会社

包装や容器を使いやすく、表示をわかりやすくすることに加えて、「パッケージ ユニ
バーサルデザイン診断システム」を開発し、体系化。

はあとねっと輪っふる

埼玉トヨペット本社ビルを利用して、情報発信や活動の企画・実践を行い、様々な人々が
共に働き、暮らす社会の実現に向けて活動。

兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所

福祉のまちづくりを推進するための日本で唯一の県立の研究機関として、調査研究・製品
開発に加えて、研究者の育成にも取り組む。

ユニバーサルデザインリフォームプラザ静岡

ユニバーサルデザインの考え方に基づいた住宅の建築・改築の提案に加え、実際に体感す
ることによる啓発活動も実施。

（五十音順）
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導要領等においてもこのような機会を設け
ることを示すとともに、教員等を対象にし
た講習会を実施するなどして、障害のある
子どもと障害のない子どもの「交流及び共
同学習」の充実に努めてきたところである。
また、新５か年計画や、中央教育審議会

答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校
及び特別支援学校の学習指導要領等の改善
について」（平成２０年１月）においても、
交流及び共同学習の促進が明記されたとこ
ろであり、今後ともその一層の推進を図っ
ていくこととしている。

（２）地域住民への啓発・広報
障害のある子どもが、自立し、社会参加

するためには、広く社会一般の人々が、障
害のある子どもとその教育に対する正しい
知識と認識を深めることが不可欠である。
このため、文部科学省では、平成１８年度よ
り「特別支援教育全国フォーラム」を開催
し、広く社会一般の人々に対し、障害のあ
る子どもとその教育について理解啓発を
図っている。
また、社会教育施設における学級・講座

や大学公開講座等においては、障害のある
人に対する理解を深めることを重要な学習
課題の一つと位置付け、青少年の学校外活
動や成人一般、高齢者の学習活動が展開さ
れている。
このほか、福祉やボランティア等に関す

受 賞 者 名

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
表
彰
奨
励
賞
（
５
件
）

大洗サーフ・ライフセービング・クラブ

水陸両用の車いす、障害者用トイレ・更衣室の導入、段差の解消などのほか、ライフセー
バーによるサポートなど、ハード・ソフト両面の取組により、誰もが海水浴を楽しめる日
本初の「バリアフリービーチ」を運営。

大阪市交通局

平成１８年１２月に開業した地下鉄今里筋線において、大阪市の地下鉄で初めてとなる可動式
ホーム柵や全ての出入口へのエレベーター設置など、バリアフリー化に取り組み、快適で
便利な施設を整備。

大日本印刷株式会社

点字入りの容器や簡単に開封できる袋をメーカー側に提案するなど、生活者目線に立った
製品設計を行っており、より多くの人に使いやすいパッケージの開発・普及を推進。

トーワ株式会社

視覚障害者歩行誘導ソフトマット「歩導くん」は、屋内施設において線状ブロックの補完
的な役目を果たし、凹凸がなく高齢者や車椅子利用者も通行しやすく、すべての人が安心
して暮らせるまちづくりに貢献。

特定非営利活動法人 子育て支援の NPOまめっこ

商店街の空き店舗を活用して、子育て活動の拠点となる「遊モア」を開設し、「遊モア」
が所在する商店街及び周辺地域に関して子育て中の親と子の視点から見た人にやさしい街
つくりマップ（子育てバリアフリーマップ）を作成。

資料：内閣府
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る内容を扱った映画その他の映像作品及び
紙芝居について、教育上価値が高く、学校
教育又は社会教育に広く利用されることが
適当と認められるものを「文部科学省選定」
又は「文部科学省特別選定」とするととも
に、民間放送における優良な教育・教養番
組作りの推進・奨励を目的とした生涯学習
番組提供事業「いきいき！夢キラリ」にお
いても、福祉やボランティア等を題材とし
た番組の制作・放送を行っている。
また、精神保健福祉センターや保健所で

は、精神障害のある人に対する正しい理解
を促すため、住民に対する精神保健福祉知
識の普及・啓発を行っている。

３ 公共サービス従事者等に対する
障害者理解の促進

障害のある人が地域において安全に安心
して生活していく上では、公務員を始めと
する公共サービス従事者等が障害及び障害
のある人について理解していることが重要
である。
このため、平成１７年２月には、「障害者

施策推進課長会議」の下に設置された「公
共サービス適切対応推進チーム」において、
障害者団体からの意見聴取や国の窓口現場
の調査などを行い「公共サービス窓口にお
ける配慮マニュアル」を作成し、配布する
とともに、内閣府ホームページに掲載し、
その普及を図っているところである。
警察では、障害のある人からの相談等に

適切に対応するための手話講習会や障害の
ある人に対する応接、介護に関する講習会
の開催、有志による手話クラブの結成や職
員のボランティア活動への参加の支援など
を行っている。
刑務所等矯正施設に勤務する職員に対し

ては、矯正研修所及び全国８か所の矯正研
修所支所において、各種研修を行っている

が、その中では、人権擁護、手話、精神医
学などの科目を設けて適切な対応の仕方に
ついて講義しているほか、社会福祉施設に
おける介護等体験実習を実施するなどし、
障害のある人に対する理解を促進してい
る。
更生保護官署職員に対する各種研修にお

いては、障害のある人に対する理解を含む
人権全般に関する講義及び精神障害のある
人に関する知識を深める講義や、精神障害
のある人等が入所する施設の見学を実施す
る等、職員の経験や業務内容に応じた研修
を行うことにより、障害のある人に対する
理解の促進とその徹底を図っている。

４ ボランティア活動の推進

（１）学校におけるボランティア教育
学校教育においては、豊かな心をもち、

たくましく生きる人間の育成を図ることが
重要であり、そのためには、他人を思いや
る心や感謝の心、公共のために尽くす心を
育てることなどに配慮する必要がある。ま
た、生活体験の希薄化している児童生徒が
体験を通して勤労の尊さや社会に奉仕する
精神を養うことは極めて重要である。この
ような観点から、現行の学習指導要領にお
いては、総則等に「ボランティア活動」の
文言を盛り込むとともに、特別活動等の中
でボランティア活動などの体験活動を行う
こととするなど、学校教育におけるボラン
ティア活動を一層進める内容としている。
さらに、平成１９年６月の「学校教育法」の
改正において、学校内外における社会的活
動を促進し、公共の精神に基づき主体的に
社会の形成に参画し、その発展に寄与する
態度を養うことが義務教育の目標として規
定されたことからも、学校教育においてボ
ランティア活動を含む社会奉仕体験活動の



32

推進を図っていく必要がある。
また、高等学校及び特別支援学校高等部

では校長の判断により、ボランティア活動
など学校外での多様な活動を、３６単位を上
限に単位として認定することが可能となっ
ている。
平成１９年度は、「豊かな体験活動推進事

業」において、「体験活動推進地域・推進
校」等を指定し、他校のモデルとなる体験
活動に取り組むとともに、命の大切さを学
ばせる体験活動について調査研究を実施
し、その実践成果は、ブロックごとに開催
する交流会や事例集の作成等を通じて広く
全国に普及を図った。２０年度は本事業にお
いて新たに、「高校生の社会奉仕活動推進
校」を指定し、特に高校生の社会奉仕体験
活動を推進することとしている。

（２）生涯学習とボランティア活動
平成１９年度は、地域住民がボランティア

活動や、地域の様々な課題を解決する学習
や活動などに取り組むことを通じて、住民
同士のきずなづくりを推進する事業を実施
した。各地域では、安全なまちづくりを目
指したボランティア養成や環境保全に関す
る学習、清掃活動など、地域の実情に応じ
た多様な活動が行われている。

（３）地域福祉等ボランティア活動の促進
近年、高齢化の進展、家族形態・扶養意

識の変化、自由時間の増大、生活の質の重
視等を背景として、ボランティア活動は、
国民生活を豊かにする上で大きな可能性が
あるものとして注目されており、平成１７年
４月におけるボランティア総数は約７３８万
６，０００人、ボランティアグループ数は約１２
万４，０００グループに達している。
ボランティア活動の振興基盤を整備する

ため、全国社会福祉協議会に対し、「全国

ボランティア活動振興センター運営事業」
として、全国ボランティアフェスティバル
の開催やボランティア活動等に関する啓
発・広報活動、情報提供、研修事業等へ補
助を実施している。
また、地方公共団体や民間団体等に対し

ては、「地域福祉等推進特別支援事業」と
して支援を実施しており、既存の制度のみ
では充足できない問題や制度の狭間にある
問題など、地域社会における今日的課題の
解決を目指す先駆的・試行的取組への補助
を実施している。
その他、ボランティア活動の社会的評価

の向上を図るため、「全国ボランティア
フェスティバル」において、福祉分野等の
ボランティア活動を永年率先して行い、功
績が顕著な個人やグループ・団体、学校等
に対し、「ボランティア功労者に対する厚
生労働大臣表彰及び感謝状」の贈呈を行っ
ている。
このような取組により、地域において活

動したい人が、いつでも、どこでも、だれ
でも、気軽に、楽しくボランティア活動に
参加できるような枠組みづくりに努めてい
る。なお、少子・高齢化対策事業により、
NPO等の活動支援のための施設整備につ
いても支援している。
また、多様な個人が能力を発揮しつつ、

自立して共に社会に参加し、支え合う「共
生社会」を築いていくためには、地域住民
やNPO等による社会活動の充実が必要で
あることから、内閣府では、社会活動の中
心的担い手となるリーダーを養成するため
の「青年社会活動コアリーダー育成プログ
ラム」を実施している。
本プログラムは、障害者関連分野、高齢

者関連分野、青少年関連分野のそれぞれの
分野において社会活動の経験がある日本の
青年を海外へ派遣し、また、他国から上記
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３分野における社会活動の重要な役割を
担っている民間組織の青年リーダーを招へ
いすることによって、青年相互の交流を図
り、その交流を通じて、我が国の社会活動
の中核を担う青年リーダーの育成と青年相
互のネットワークの形成を目指すものであ
る。
このうち障害者関連分野については、平

成１９年度は、１１月に日本人青年９名を
ニュージーランドへ派遣し、２０年２月にス
ウェーデン王国、ニュージーランド及び英
国から青年リーダーを計１３名招へいした。
派遣プログラムでは、日本参加青年は、

「障害者の社会参加のための支援」をテー
マに、ニュージーランド政府を表敬訪問し
た後、障害問題局において障害者施策につ
いて説明を受けるとともに意見交換を行っ
た。また、障害者専門の雇用促進機関や知
的障害のある人の福祉支援活動を行うため
の権利擁護団体、障害のある人のための乗
馬学校などNPOの活動現場を視察し、す
べての人が共に生きるという視点とそのた
めに必要な配慮を推し進めている現状につ
いて学んだ。
招へいプログラムでは、外国青年は、東

京で日本人青年とともに「NPO運営研究
会議」を行った後、熊本県を訪問し、身体

に障害のある人や知的障害のある人のため
の就労支援施設の現場で意見交換を行った
ほか、高等養護学校では、より実践的な専
門教育を参観の後、在校生と一緒に給食を
取りながら交流を図った。また、熊本県内
の障害者関係施設の職員及びスタッフとの
間で、障害のある人の「就労」「教育」「生
きがい」をテーマにセミナーを実施した。

第２節

我が国の国際的地位に
ふさわしい国際協力に係る施策

１ 国際協力等の推進

（１）国際協力の基本的な方針
我が国は、国際社会の一員として、障害

のある人に対する各施策分野において、我
が国の国際的地位にふさわしい国際協力に
努める必要がある。障害者施策は、福祉、
保健・医療、教育、雇用等の広範な分野に
わたっているが、我が国がこれらの分野で
蓄積してきた技術・経験などを政府開発援
助（ODA）や民間援助団体（NGO）の活
動などを通じて開発途上国の障害者施策に
役立てることは、極めて有効であり、か

ニュージーランド（マヌカウ市役所）訪問 熊本県の養護学校における意見交換
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つ、重要である。平成１５年８月に改定され
た「政府開発援助大綱」においては、政府
開発援助の基本方針の一つとして公平性の
確保を掲げ、ODA政策の立案及び実施に
当たり、障害のある人を含めた社会的弱者
の状況に配慮することとしている。また、
１７年２月に策定された「政府開発援助に関
する中期政策」においても、社会的弱者へ
の配慮を含めた公平性の確保に言及してい
る。障害者施策の各分野においては、援助
を行うに当たり、援助対象国の実態や要請
内容を十分把握し、その国の文化を尊重し
ながら要請に柔軟に対応することが大切で
ある。このため、我が国は、密接な政策対
話を通じ、援助対象国と我が国の双方が納
得いく援助を行うよう努めている。また、
NGOとの連携強化や草の根・人間の安全
保障無償資金協力、日本NGO連携無償資
金協力等の活用、青年海外協力隊の派遣な
ど開発途上国の草の根レベルに直接届く協
力も行っており、様々な援助の要望にきめ
細かく対応している。

（２）無償資金協力
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
の整備、移動用ミニバスの供与等、毎年多
くの協力を行っている。平成１９年度におい
ては、草の根・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・地方公共団体等に対し
実施した。

（３）技術協力
技術協力の分野では、開発途上国の障害

者支援に携わる組織・人材の能力向上を目
的として、独立行政法人国際協力機構
（JICA）を通じて研修員の受入れや専門
家及び青年海外協力隊の派遣など幅広い協

力を行っている。平成１９年度には障害者
リーダー養成コースをはじめ８の集団研修
コースを本邦において実施し、研修員６７人
を受け入れた他、専門家３７人、養護教員・
理学療法士・作業療法士等の青年海外協力
隊員１００人の派遣などを行った。
技術協力プロジェクトでは、平成１３年度

から、中国において実施された技術協力プ
ロジェクト「中国リハビリテーション専門
職養成」が初期の目標をおおむね達成して

■図表１―１５ 平成１９年度草の根・人間の安全保障
無償資金協力実績表〈障害者案件〉

地域 国 件数 邦 貨
NIS アルメニア ２ ￥１９，４５９，１１６
NIS カザフスタン １ ￥５，４４２，２５６
NIS グルジア １ ￥８，４９６，４２０
アジア インド ３ ￥２７，２６０，６９６
アジア インドネシア ３ ￥２８，６２７，５２４
アジア スリランカ １ ￥４，０１８，００８
アジア タイ １ ￥５，５２４，１５８
アジア 中国 １ ￥９，７１７，２０４
アジア ネパール １ ￥９，６６８，１３６
アジア パキスタン ２ ￥１８，４２７，０６４
アジア バングラデシュ １ ￥９，８８３，６６４
アジア 東ティモール １ ￥９，９９６，８８０
アジア マレーシア ２ ￥４，８７６，０６０
アフリカ エチオピア １ ￥９，９９７，２２８
アフリカ マダガスカル １ ￥３，１６４，３２２
アフリカ 南アフリカ ２ ￥９，９７２，２８８
欧州 セルビア １ ￥９，８０４，４５９
欧州 ボスニア・ヘルツェゴビナ １ ￥６，４４４，１８６
中近東 イラン １ ￥８，１３９，３９０
中近東 シリア １ ￥９，７４６，３２０
中近東 チュニジア ２ ￥１０，９１５，３３８
中近東 パレスチナ １ ￥８，５８５，７４０
中南米 エクアドル ４ ￥３１，３１１，９９６
中南米 キューバ １ ￥６，２５３，２３３
中南米 チリ ２ ￥１９，０９８，２４０
中南米 ニカラグア １ ￥９，８８５，２８８
中南米 ブラジル ７ ￥６５，８８０，８０８
中南米 ベネズエラ １ ￥９，２５１，０００
中南米 ボリビア １ ￥８，９８３，６２０

総計 ４８ ￥３８８，８３０，６４２

資料：外務省
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いることが確認され、さらに成果の持続性
及び質を担保する観点から、引き続き支援
を行うことに双方が合意した。また、アジ
ア太平洋地域の障害者のエンパワーメント
とバリアフリー社会の促進を目的とする広
域プロジェクト「アジア太平洋障害者セン
ター」（APCD）（タイ・バンコク）を１４年
度より５年間実施し、引き続き１９年度より
同プロジェクトのフェーズ２を開始した。
同センターでは、域内の障害関連人材の育
成事業（障害者自立生活、障害当事者団体
の運営・強化、CBR（地域に根ざしたリ
ハビリテーション）、障害者のための情報
技術（ICT）等）、情報支援事業（情報集
積、ホームページ（http://www.apcdpro
ject.org）等による発信事業）、地域内の関
係機関の連携促進といった活動を実施して
いる。
そのほか、平成１７年度に開始したマレー

シア「障害者福祉プログラム強化のための
能力向上計画」プロジェクト、ルワンダ「障
害を持つ除隊兵士の社会復帰のための技能
訓練」プロジェクト、１８年度に開始したコ
スタリカ「ブルンカ地方における人間の安
全保障を重視した地域住民参加の総合リハ
ビリテーション強化」プロジェクトは、そ
れぞれ継続的に支援が行われている。
また、平成１９年度には、キルギス「障害

者の社会進出促進」プロジェクトを新たに
開始した。
平成１６年度より JICAからの委託により

事業を実施している（社）国際厚生事業団
（JICWELS）では、ASEAN諸国を中心
とした開発途上国の社会福祉関係の行政官
を研修生として受け入れ、これらの国の福
祉水準を高め、その社会開発に貢献するこ
とを主目的に、昭和５８年度から障害福祉行
政に関する実務的な研修を実施している。
１９年度には研修生１０人を受け入れ、これま

での参加者は２８５人を数える。
また、独立行政法人国立特別支援教育総

合研究所は、アジア・太平洋地域諸国の特
別支援教育専門家を対象とした「アジア・
太平洋特別支援教育国際セミナー」を昭和
５６年度から継続的に行ってきており、平成
１９年度は「地域の社会資源と連携した、特
別なニーズのある子どものための学校運営
～その工夫と課題～」を主題に開催した。
地方公共団体においても、スポーツ大会

を通じた障害者間の交流や障害者福祉関係
者への招へい等について自主的な取組がみ
られる。
開発途上国における我が国のNGOの活

動も近年活発化しており、NGOによる草
の根の援助はきめ細かい迅速な援助が可能
であることから、大きな効果を得ている。
政府は、NGOとの連携強化の重要性を認
識し、NGO支援として、平成１９年度には
日本NGO連携無償資金協力により、４件
の障害者関連事業に対し支援を実施した。
援助対象国に対する直接的援助のほか、我
が国では国連等国際機関を通じた協力も
行っている。昭和６３年度から国連障害者基
金に対して継続的な拠出を行っており、１９
年度には約５万ドルを拠出した。さらに、
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委員会（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実施しており、１９年に
は約１８万ドルの支援を行った。

２ 障害者問題に関する
国際的な取組への参加

（１）障害者権利条約
国連においては、平成１３年１２月、障害者

の権利及び尊厳を保護し、及び促進するた
めの包括的かつ総合的な国際条約を検討す
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■図表１―１６ 技術協力の状況（平成１８年度）

■図表１―１７ 日本NGO連携無償資金協力（平成１９年度）

２００６年度実施研修員受入れコース 人数
知的障害福祉Ⅱ ８
補装具製作技術 ２
職業リハビリテーションと障害者の就労 ７
障害者リーダー ７
障害者スポーツを通じた社会統合 ９
聾者のための指導者Ⅱ ８
医療技術スタッフ練成Ⅱ １

視覚障害者自立支援のためのマッサージ指導 １
アジア諸国高級事務レベル社会福祉行政研修 ９
CBRワーカー支援プログラム（マレーシア） ６
南部アフリカ地域障害者の地位向上 １０

専門家 ３
（派遣先：シリア、フィジー、ラオス）
青年海外協力隊 ２４６

養護 ９２
理学療法士 ５７
作業療法士 ４８

内訳 鍼灸マッサージ師 ６
ソーシャルワーカー ３７
義肢装具士 １
言語聴覚士 ５

シニア海外ボランティア ０

区 分
事業名

専門家派遣
（人）

研修員受入
（人）

機材供与
（百万円）

中 国
リハビリテーション専門職養成 １５ ２ ０

アジア太平洋障害者センター １１ ６ ０

マレーシア
障害者福祉プログラム強化のための能力向上計画 ６ ４ ０

ボスニア・ヘルツェゴビナ
地雷被災者支援 フェーズ２ １ ０ ０

ルワンダ
障害を持つ除隊兵士の社会復帰のための技能訓練 １ ０ ０

アフガニスタン
特殊教育強化 ２ １ ０．１

エジプト
地域開発活動としての障害者支援 ２ ０ ０

コスタリカ
ブルンカ地方における人間の安全保障を重視した地域住
民参加の総合リハビリテーション強化

１ ５ ６．２

対 象 国 契約金額 内 容
タジキスタン １２，２３４，６３６ ガルム郡、タビルダラ郡障害者団体能力強化プロジェクト
カンボジア ７，１４６，８７６ 地域市民による知的障害者支援事業
ベトナム １０，０７１，８１６ ベトナムの視覚障害者の為の職業創生と自立支援プロジェクト
フィリピン １０，７８４，１７２ セブ地域知的障害者自立支援事業

①個別技術協力 （単位：人）

（注）養護、理学療法士、作業療法士、針灸マッサージ
師、ソーシャルワーカー、義肢装具士、言語聴覚
士の７職種を障害者支援関連職種としている。②技術協力プロジェクト

資料：外務省

（単位：円）

資料：外務省
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障害者権利条約への署名（平成１９年９月２８日）
（C）UN Photo/Paul Weissleder

るためのアドホック委員会を設置する決議
が採択されるに至った。この決議を受け
て、１４年７月から８月にかけて、同委員会
第１回会合がニューヨーク国連本部におい
て開催され、その後、１８年８月の第８回会
合まで計８回の会合が行われた。
その結果、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
センサス採択され、１９年３月３０日から署名
のために開放された。我が国は１９年９月、
障害者権利条約に署名した。２０年４月２４日
現在、１２６か国と１の地域機関が署名して
いる。
この条約は、固有の尊厳、個人の自律及

び自立を尊重すること、差別されないこ
と、社会に完全かつ効果的に参加すること
等を一般原則とするとともに、障害を理由
とするいかなる差別もなしに、すべての障
害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全
に実現することを確保し、及び促進するこ
とを締約国の一般的義務としつつ、障害の
ある女子及び児童を含む障害者に保障され
るべき個々の人権及び基本的自由について
定めた上で、これらの人権及び基本的自由
を確保し、及び促進するための措置を締約
国がとること等を定めている。また、この
条約の効果的な実施を確保するために、締
約国が国内における実施及び監視のための
枠組みを維持し、強化し、指定し、又は設
置すること、締約国が選出する委員から構
成される障害者の権利に関する委員会を設
置すること等について定めている。我が国
は、本条約の作成過程に起草段階から積極
的に参加するとともに、国内NGOとの意
見交換の実施や障害者NGO代表の政府代
表団顧問としての参加を通じて、障害当事
者のための条約づくりを目指してきた。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。

なお、平成２０年４月３日において、条約
の批准国が２０か国（バングラデシュ、クロ
アチア、キューバ、エクアドル、エルサル
バドル、ガボン、ギニア、ハンガリー、イ
ンド、ジャマイカ、ヨルダン、メキシコ、
ナミビア、ニカラグア、パナマ、ペルー、
サンマリノ、南アフリカ、スペイン、チュ
ニジア）に達したことから、条約は同年５
月３日に発効している。

（２）アジア太平洋障害者の十年
（２００３―２０１２年）

「アジア太平洋障害者の十年」は、アジ
ア太平洋地域において障害のある人への認
識を高め、域内障害者施策の水準向上を目
指すために、「国連障害者の十年」に続く
ものとして、平成４年に我が国と中国が主
唱し、国連アジア太平洋経済社会委員会
（ESCAP）第４８回総会において決議され
た。その最終年となる１４年の ESCAP第５８
回総会において、我が国の主唱により「ア
ジア太平洋障害者の十年」が更に１０年延長
されるとともに、同年１０月２５日から２８日の
４日間、滋賀県大津市で開催された「アジ
ア太平洋障害者の十年を締めくくるハイレ
ベル政府間会合」において、アジア太平洋
地域における「十年」の行動計画である「ア
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ジア太平洋障害者のための、インクルーシ
ブで、バリアフリーな、かつ権利に基づく
社会に向けた行動のためのびわこミレニア
ム・フレームワーク」（以下「びわこミレ
ニアム・フレームワーク」という。）が採
択された。
「びわこミレニアム・フレームワーク」

では、優先的行動のための７つの分野とし
て、「障害者の自助団体及び家族、親の団
体」、「女性障害者」、「早期発見、早期対処
と教育」、「自営を含む職業訓練と雇用」、

「各種施設・公共交通機関へのアクセス」、
「情報通信技術及び支援技術を含む情報と
通信へのアクセス」、「能力構築、社会保障
と持続的生計プログラムによる貧困の緩
和」が挙げられており、それぞれの項目ご
とに、重要課題、目標及び求められる行動
が示されている。「びわこミレニアム・フ
レームワーク」の全文は内閣府のホーム
ページに掲載している。
また、「アジア太平洋障害者の十年」の

中間年に当たる平成１９年には、９月１９日か

前文
第１条 目的
第２条 定義
第３条 一般原則
第４条 一般的義務
第５条 平等及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条 意識の向上
第９条 施設及びサービスの利用可能性
第１０条 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 法律の前にひとしく認められる権利
第１３条 司法手続の利用
第１４条 身体の自由及び安全
第１５条 拷問又は残虐な、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の保護
第１８条 移動の自由及び国籍についての権利
第１９条 自立した生活及び地域社会に受け入れ

られること
第２０条 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

第２６条 リハビリテーション
第２７条 労働及び雇用
第２８条 相当な生活水準及び社会的な保障
第２９条 政治的及び公的活動への参加
第３０条 文化的な生活、レクリエーション、余

暇及びスポーツへの参加
第３１条 統計及び資料の収集
第３２条 国際協力
第３３条 国内における実施及び監視
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 報告の検討
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 拘束され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

障害者の権利に関する条約 条文構成
（注：見出しは仮訳であり、今後の国会提出へ向けた作業において変更の可能性がある）
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資料：内閣府

障害のある女性

ら２１日の３日間、タイのバンコクにおいて
「アジア太平洋障害者の十年の中間評価に
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・フレームワーク」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「びわこプラス
ファイブ」が採択された。「びわこプラス
ファイブ」の全文についても内閣府のホー
ムページに掲載している。

３ 情報の提供・収集
内閣府では、我が国の障害者施策に関す

る情報提供のために、基本的枠組みである
「障害者基本法」、「障害者基本計画」等の
英語版を作成し、内閣府ホームページ（英
語版）にこれらを掲載している。また、毎
年「障害者白書の概要」の英語版を作成し、
在日外国大使館に配布するとともに、内閣
府ホームページ（英語版）にもこれを掲載
している。

■図表１―１８ びわこミレニアム・フレームワークにおける優先領域

アジア太平洋障害者の十年の中間評価に関する
ハイレベル政府間会合（平成１９年９月１９～２１日）
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第
章3第 章3
第１節

障害のある子どもの教育・
育成に係る施策

１ 特別支援教育の推進を始めとす
る一貫した支援体制の整備

（１）特別支援教育の推進
障害のある子どもについては、その能力

や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参
加するために必要な力を培うため、一人一
人の障害の状態などに応じ、きめ細かな教
育を行う必要がある。このため、障害の状
態に応じ、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、特別の教育課程、少人数の学級
編制、特別な配慮の下に作成された教科
書、専門的な知識・経験のある教職員、障
害に配慮した施設・設備等により指導が行
われている。
平成１９年５月１日現在、特別支援学校及

び小・中学校の特別支援学級の在籍者並び
に通級による指導を受けている幼児児童生
徒の総数は約２６万７，０００人、このうち義務
教育段階の児童生徒は約２１万７，０００人であ
り、これは同じ年齢段階にある児童生徒全
体の約２．０％に当たる。
近年、特別支援学校に在籍する児童生徒

の障害の重度・重複化がみられること、
LD（学習障害）・ADHD（注意欠陥多動性

障害）・高機能自閉症等の発達障害のある
児童生徒への教育的対応が求められること
などの状況の変化を踏まえ、平成１５年３月
に文部科学省の調査研究協力者会議におい
て、障害の程度等に応じて特別の場で指導
を行う「特殊教育」から障害のある児童生
徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な
教育的支援を行う「特別支援教育」への転
換を図ることを基本として制度的見直し等
の提言を行う「今後の特別支援教育の在り
方について（最終報告）」が取りまとめら
れた。これを踏まえ、１７年１２月８日には中
央教育審議会において「特別支援教育を推
進するための制度の在り方について（答
申）」が取りまとめられ、この答申におけ
る提言等を踏まえ、文部科学省において
は、次の①、②の制度改正を行った。
①平成１８年４月より通級による指導の対
象に LD・ADHDを新たに追加（本節
１（２）ア参照）

②平成１８年６月に「学校教育法等の一部
を改正する法律」が成立（改正法は１９
年４月より施行）。この改正により特
別支援教育が新たな段階に入ったこと
から、１９年度は教育関係者の間で「特
別支援教育元年」と呼ばれている。

ろう

②の法改正により、従来の盲・聾・養護
学校の制度は、障害の重複化に対応するた
め、複数の障害種別を受け入れることがで
きる特別支援学校の制度に転換され（個々
の特別支援学校が対象とする障害種別は設
置者において判断することとなる。）、特別
支援学校については、その専門性を地域に
還元するための取組（これを「センター的
機能」という。）を一層促進するために、
幼稚園、小・中学校、高等学校等の要請に
基づき、これらの学校に在籍する障害のあ
る児童生徒の教育に関して助言・援助を行
うよう努めることとされた。

※通級による指導：小・中学校の通常の学級に
在籍し、比較的軽度の言語障害、情緒障害、
弱視、難聴などのある児童生徒を対象とし
て、主として各教科などの指導を通常の学級
で行いながら、障害に基づく種々の困難の改
善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行
う教育形態であり、平成５年度から行われて
いる。

社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加へへへへへへへへへへへへへへへへ向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけたたたたたたたたたたたたたたたた自自自自自自自自自自自自自自自自立立立立立立立立立立立立立立立立のののののののののののののののの基基基基基基基基基基基基基基基基盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤づづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりり
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障
害
の
程
度

重

ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等

6.3％程度の在籍率
（約68万人）

視覚障害　　　自閉症
聴覚障害　　　情緒障害
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

視覚障害　　　肢体不自由
聴覚障害　　　病弱・身体虚弱
知的障害

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数　１０８２万人

軽

0 .5 3 ％
（約５万８千人）

0 .4 1 ％

（約22万人）

※２

2 .0 0 ％

（約４万５千人）

※１

視覚障害　　　病弱・身体虚弱
聴覚障害  　言語障害
知的障害  　情緒障害
肢体不自由

1 .0 4 ％

小学校・中学校

特別支援学級

通常の学級

通級による指導

（約11万３千人）

※１　LD（Learning Disabilities）：学習障害
　　　ADHD（Attention-Defic it/ Hyperac tivity Disorder）：注意欠陥多動性障害
※２　この数値は、平成14年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員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。

（平成19年５月１日現在）

特別支援教育の対象の概念図〔義務教育段階〕
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また、小・中学校等においても発達障害
を含む障害のある児童生徒等に対する特別
支援教育を推進することが法律上明確に規
定されたことを踏まえ、文部科学省におい
ては学校における特別支援教育のより一層
の推進を図るため、「特別支援教育の推進
について」と題する初等中等教育局長通知
を発出し、特別支援教育の理念や校長の責
務、特別支援教育を行うための体制の整備
及び必要な取組等の基本的な考え方、留意
事項等を示している。さらに、この法改正
に伴う関係法令の整備においては、障害の
ある児童生徒の就学先の決定手続きについ
ても見直しが行われ、従来、障害のある児
童の就学先は市町村教育委員会が専門家の
意見を聴いて決定することとされていたと
ころ、これに加えて保護者の意見も聴くこ
とが法令上義務付けられた。

（２）地域・学校における支援体制の整備
ア 発達障害のある子どもの支援をめぐる

状況
発達障害のある子どもに対し、一人ひと

りの教育的ニーズに応じた支援を行うこと
は喫緊の課題である。
平成１７年４月には、「発達障害者支援法」

が施行されるとともに、１８年４月からは、
「学校教育法施行規則」の一部改正等によ
り、新たに LD及びADHDを対象とした
通級による指導を可能とし、併せて従来か
ら対象としていた自閉症についても情緒障
害から独立して実施できることとした。
平成１９年４月には、「学校教育法」の一

部改正により、幼稚園、小・中学校、高等
学校及び中等教育学校のいずれの学校にお
いても、発達障害を含む幼児児童生徒に対
する特別支援教育を推進することが法律上
明確に規定されたほか、新５か年計画や政
府としての重要課題に対する改革の基本方

針である「経済財政改革の基本方針２００７」
（１９年６月１９日閣議決定）等においても、
発達障害のある子どもへの支援について明
確に盛り込まれている。
また、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、関係者相互のネットワークを構築
し、情報交換や各種課題について意見交換
を行うため、文部科学省において年に１
回、「特別支援教育ネットワーク推進委員
会」を開催している。

イ 幼稚園から高等学校段階までの校内支
援体制整備

このような動向を踏まえ、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年度においては、「発達障害
等支援・特別支援教育総合推進事業」）を
実施している。本事業では、校内委員会の
設置や特別支援教育コーディネーターの指
名等の校内体制の整備、巡回相談の実施、
医師や大学教授等の専門家の派遣、個々の
障害の程度に応じたきめ細かな指導を行う
ための「個別の指導計画」及び「個別の教
育支援計画」の作成、教職員等に対する研
修を充実するなど、乳幼児期から就労に至
るまでの一貫した支援体制を、全都道府県
に整備することを目指している。
さらに、平成１９年度より小・中学校に在

籍する障害のある子どもをサポートする
「特別支援教育支援員」の配置に係る経費
が各市町村に対して地方財政措置されてお
り、全国的に支援員の配置増加が図られて
いる。
また、新５か年計画においては、特別支

援教育の更なる推進を図るため、平成２４年
度までにすべての小・中学校における個別



第
３
章

社
会
参
加
へ
向
け
た
自
立
の
基
盤
づ
く
り

43

0

20

40

60

80

100

国公私立計・幼稚園、小学校、中学校、高等学校別

公立小・中学校平均

（％）

（％）

校内委員会 実態把握 コーディ
ネーター

個別の
指導計画

個別の教育
支援計画

巡回相談 専門家
チーム

研修

校内委員会 実態把握 コーディ
ネーター

個別の
指導計画

個別の教育
支援計画

巡回相談 専門家
チーム

研修
0

20

40

60

80

100

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

H15
H16
H17
H18

H19

98.9

32.0

57.4

74.8

87.8

95.8
99.5

47.3

19.2

49.3

77.9
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72.2
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83.1

33.135.2

98.9 93.4

38.3

22.1

66.8

52.1

4.2

16.1

37.0
30.4

3.6

55.2

72.6

52.9

21.0

36.2
40.8

30.6

11.7

37.9

60.8

44.9

21.9

■図表１―１９ 学校における特別支援教育体制整備状況

文部科学省 平成１９年度特別支援教育体制整備状況調査（調査基準日：平成１９年９月１日）
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主な発達障害の定義について

発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発
達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症
状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
下記は、主な発達障害の定義です。

自閉症の定義〈Autis tic Disorder〉
（平成１５年３月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資料より
作成）

自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の
発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害
であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

高機能自閉症の定義〈High-Functioning Autism〉
（平成１５年３月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資料より
抜粋）

高機能自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、
②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行
動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。
また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

学習障害（LD）の定義〈Learning Disabilities〉
（平成１１年７月の「学習障害児に対する指導について（報告）」より抜粋）

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、
書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す
様々な状態を指すものである。
学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定される
が、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の
原因となるものではない。

注意欠陥多動性障害（ADHD）の定義〈Attention-Defic it/ Hyperac tivity Disorder〉
（平成１５年３月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資料より
抜粋）

注意欠陥多動性障害とは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝
動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたす
ものである。
また、７歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能
不全があると推定される。

※アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発
達の遅れを伴わないものである。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発
達障害に分類されるものである。
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の教育支援計画策定率を一人一人の教育的
ニーズに応じた支援を推進する観点から
５０％にすることや、現状の体制整備状況を
踏まえ、公立の幼稚園、高等学校における
校内委員会の設置率や特別支援教育コー
ディネーターの指名率を７０％にすることな
どを数値目標として盛り込んでいる。
（参考）平成１９年度の状況
〇個別の支援計画策定率
・すべての小・中学校 ３４．８％
〇校内委員会の設置率
・公立幼稚園 ５３．２％
・公立高等学校 ５０．２％
〇特別支援教育コーディネーターの指名率
・公立幼稚園 ５２．６％
・公立高等学校 ４６．８％

ウ モデル事業の実施
発達障害のある幼児児童については、で

きるだけ早期に発見し、適切な支援を行う
ことが重要であるため、幼児期の支援に関
して先進的な地域をモデルとして指定し、
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」を実施して
いる。
また、高等学校においては、進学や就労

等、将来の社会生活に影響を与えかねない
特有の事情もあるため、モデル校において
地域のハローワーク等の関係機関と連携
し、具体的な支援の在り方について研究を
行う「高等学校における発達障害支援モデ
ル事業」を実施している。
これらのモデル事業において得られた成

功事例について、今後は広く全国に情報提
供し、幼稚園・保育所、高等学校における
支援体制整備を図っていくこととしてい
る。

■図表１―２０ 発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業

資料：文部科学省
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■図表１―２１ 障害児保育の実施状況推移

小学校・中学校において障害のある児童生徒への支援を行う
「特別支援教育支援員」について

小・中学校の通常学級にも障害のある児童生徒が在籍しています。発達障害のある
児童生徒は、通常学級において、全児童生徒の約６％の割合で存在することが指摘さ
れています。また、特に平成１４年度からの認定就学制度（※）の開始や、１８年度より
通級による指導の対象に新たに LD・ADHDが加えられたことなどにより、その受入
れ機会は増加しています。
このような状況を踏まえ、平成１８年に行われた学校教育法等の一部改正における大

きなポイントとして、特別支援学校制度の創設等と並び、小・中学校等において教育
上特別の支援を必要とする児童生徒に対して、障害による学習上又は生活上の困難を
克服するための教育を行うことが新たに位置付けられました。
これまでも、通常の小・中学校に在籍する障害のある児童生徒に対しては、都道府

県や市町村の独自予算により、介助員、学習支援員などの名称で外部人材を活用し、
学校教育活動上の日常生活の介助（食事、排せつなどの補助、車椅子での教室移動補
助など）や、学習活動上の様々なサポート（LDの児童生徒に対する学習支援、ADHD
の児童生徒等に対する安全確保など）が行われてきました。
しかし、上のような状況を踏まえ、平成１９年度からはこのようなサポートを行う外

部人材について「特別支援教育支援員」として、その配置に必要となる経費について、
新たに地方財政措置されているところです。

※ 特別支援学校に就学しうる程度の障害がある児童について、小学校において学習できると市
町村が判断した場合には市町村立の小学校に就学することができる制度

資料：厚生労働省
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（３）障害児保育の推進
厚生労働省においては、障害の程度が中

程度である障害のある児童の受入れを促進
するため、昭和４９年度より障害児保育促進
事業において保育所に保育士を加配する事
業を実施してきた。当該事業については、
事業開始より相当の年数が経過し、保育所
における障害のある児童の受入れが全国的
に広く実施されるようになったため、平成
１５年度より一般財源化したところである
が、市町村においては引き続き積極的な受
入れが実施されている。
このほか、厚生労働省においては、障害

のある児童を受け入れるに当たりバリアフ
リーのための改修等を行う事業や、障害児
保育を担当する保育士の資質向上を図るた
めの研修を実施している。

（４）放課後児童クラブにおける障害
のある児童の受入推進

共働き家庭など留守家庭のおおむね１０歳
未満の児童に対して、放課後等に適切な遊
びや生活の場を与える放課後児童健全育成
事業（放課後児童クラブ）における障害の
ある児童の受入れを促進するため、厚生労
働省においては、平成１３年度より、障害の
ある児童を受け入れるクラブに対して、受
入れに必要な経費を運営費に上乗せ補助
し、支援を行っている。障害のある児童の
受入れ数の増加等に伴い、２０年度予算にお
いては、多様化する障害の種別や程度に適
切に対応できる指導員の確保とその資質向
上を図るため、市町村の責任の下に専門的
知識等を有する指導員を各クラブに配置す
る補助方式へと改め、更なる受入推進を図
ることとしている。

２ 専門機関の機能の充実と多様化

（１）特別支援学校における教育支援
体制の整備

ア 障害の重度・重複化への対応
近年、特別支援学校に在籍する子どもの

障害の重度・重複化が進んでおり、一層き
め細かな対応が求められている。
特別支援学校の学習指導要領等において

は、重複障害者等に応じた弾力的な教育課
程が編成できるよう、例えば重複障害者の
うち、学習が著しく困難な児童生徒につい
ては、自立活動を主として指導を行うこと
ができることなどの種々の特例が設けられ
ている。また、重複障害者の指導に当たっ
ては、個々の児童生徒の実態に応じた適切
かつ効果的な指導を進めるため、個別の指
導計画を作成することとしている。
障害のため通学して教育を受けることが

困難な児童生徒に対しては、教員を家庭、
児童福祉施設や医療機関等に派遣して教育
を行っている（訪問教育）。平成１９年５月
１日現在、小学部１，４２８人、中学部７３９人、
高等部９０６人の児童生徒が、この訪問教育
を受けている。
また、障害の重度・重複化に伴い、日常

的に医療的ケアを必要とする児童生徒への
対応が求められていることについて、文部
科学省では、厚生労働省との連携の下、養
護学校における関係者の連携、医療・福祉
等関係機関及び都道府県の関係部局間の連
携、並びに看護師と教員の連携の在り方に
ついて実践的な研究を行う「養護学校にお
ける医療的ケア体制整備事業」を実施して、
養護学校における医療的ケアの体制整備を
図ってきた。
一方、厚生労働省においても、平成１６年

１０月に、医政局長通知「盲・聾・養護学校
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におけるたんの吸引等の取扱いについて」
が発出され、医療安全の確保が確実となる
ような一定の条件の下であれば、教員が看
護師との連携・協力の下に、医療ニーズの
高い幼児児童生徒に対してたんの吸引、経

ろう

管栄養及び導尿を行うことを盲・聾・養護
学校全体に許容することはやむを得ないと
の整理が示された。これを受けて、文部科
学省としては、同通知の趣旨を踏まえ、指
導主事や教員を対象に「特別支援学校にお
ける医療的ケアに関する研修事業」を毎年
全国４ブロックに分けて実施している。

イ 学級編制及び教職員定数
特別支援学校及び小・中学校の特別支援

学級においては、障害の状態や能力・適性
等が多様な児童生徒が在籍し、一人ひとり
に応じた指導や配慮が特に必要であるた
め、学級編制や教職員定数について特別の
配慮がなされている。
１学級の児童生徒数の標準については、

数次の改善を経て、現在、公立特別支援学
校では、小・中学部６人、高等部８人（い
わゆる重複障害学級にあってはいずれも３
人）、公立小・中学校の特別支援学級では
８人となっている。
また、教職員定数について、公立特別支

援学校においては、近年、障害のある児童
生徒の割合の増加や障害が重度・重複化し
ていることにかんがみ、大規模校における
教頭あるいは養護教諭等の複数配置や、教
育相談担当・生徒指導担当・進路指導担当
及び自立活動担当教員の配置が可能な定数
措置を講じている。
このほか、公立小・中学校における通常

の学級に在籍する障害の軽い児童生徒を対
象とした通級による指導のための教員配置
や、聴覚障害のある児童及び生徒に対する
教育を行う公立特別支援学校の教員がその

専門性を生かして、公立の小・中学校の通
級による指導が効果的に行えるようにする
ための教員配置が可能な定数措置を講じて
いる。このうち特に、平成１８年度に引き続
き１９年度においても、公立小・中学校にお
ける、LD及びADHDの児童生徒への通
級指導を充実するための定数改善を行った。

ウ 特別支援学校の教科書
特別支援学校の児童生徒にとっては、そ

の障害の状態等によっては、一般に使用さ
れている検定教科書が必ずしも適切ではな
い場合があり、特別な配慮の下に作成され
た教科書が必要となってくる。このため、
文部科学省では、従来、視覚障害者用の点
字版の教科書、聴覚障害者用の国語（言語
指導用）及び音楽の教科書、知的障害者用
の国語、算数（数学）及び音楽の教科書を
作成してきた。なお、重複障害者等に対し
て特別の教育課程を編成する場合などに
は、他の適切な図書を教科書として使用す
ることができるようになっている。

エ 私学助成
特別支援教育における私立の特別支援学

校、特別支援学級を置く小・中学校及び障
害のある子どもが就園している幼稚園の果
たす役割の重要性にかんがみ、これらの学
校の教育条件の維持向上及び保護者の経済
的負担の軽減を図るため、「私立学校振興
助成法」に基づき国は、経常的経費につい
てその一部の補助等を行っている。

（２）療育体制の整備
ア 福祉施設における療育機能の強化
障害のある児童に対しては、できるだけ

早期に、特に発達期にある乳幼児期に必要
な治療と指導訓練を行うことによって、障
害の軽減や基本的な生活能力の向上を図
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り、将来の社会参加へとつなげていく必要
がある。このため、健康診査等により障害
の早期発見を図るとともに、適切な療育を
実施する体制の整備を図っているところで
ある。
障害のある児童の療育の場としては、専

門的な指導訓練を行う児童福祉施設等の整
備が進められている。これら施設の機能の
強化を図るとともに、施設が持っている専
門的技術や様々な機能を、施設の入所者だ
けでなく、地域で生活する障害のある児童
にも利用できるようにしている。
障害のある児童の療育を行う児童福祉施

設は、視覚、聴覚・言語、肢体不自由、知
的障害等の障害に対応する種別が設けられ、
それぞれ治療や専門的療育を行っている。
通園施設は原則として就学前幼児を対象

とすることになり、早期療育の場として位
置付けられている。
障害の早期発見、早期療育に至る診断等

の療育体制を総合的に整備するため、地域
における中心的な療育の機関として、検
査・判定等の機能と肢体不自由児通園施
設、知的障害児通園施設及び難聴幼児通園
施設のうち、２種類以上を設置した「心身
障害児総合通園センター」の整備を図って
いる。総合通園センターの設置主体は、都
道府県・指定都市・中核市又はおおむね人
口２０万人以上の市となっており、平成１９年
における設置箇所数は２１か所となっている。
養護学校卒業後、在宅で生活する重症心

身障害児（者）に対し、適切なリハビリテー
ションや療育を提供し、日中の活動の場を
確保するため、「重症心身障害児（者）通
園事業」を実施している。平成１９年度にお
いてはA型（標準型）を６０か所、B型（小
規模型、巡回方式によることも可能）を２１６
か所実施し、日常生活動作等の療育を行う
ほか、保護者等の家庭における療育技術の

習得を図っている。
なお、障害のある児童が利用する児童福

祉施設については、「障害者自立支援法」
の施行後３年を目途に、現在都道府県と
なっている実施主体や施設体系について所
要の見直しを行うこととされている。

イ 地域における療育体制の整備
地域で生活する障害のある児童の療育と

して、児童福祉施設における指導訓練のほ
か、居宅介護（ホームヘルプ）や児童デイ
サービスが行われている。このほか、児童
相談所等の相談や、短期入所（ショートス
テイ）等の施策により、障害のある児童と
その家族への支援を行っている。これら在
宅施策と施設施策を総合的に推進し、障害
のある児童が、できるだけ身近な環境で適
切な療育を受けられる体制の整備を図って
いる。
なお、障害のある児童に対する在宅施策

については、平成１８年４月より、「障害者
自立支援法」の障害福祉サービスに位置づ
けられ、財政的な基盤強化が図られている。

３ 指導力の向上と研究の推進

（１）教職員の専門性の確保
特別支援学校の教員になるには、幼稚

園、小・中学校又は高等学校の教諭の免許
状のほかに特別支援学校教諭免許状を取得
することが原則となっている。しかしなが
ら、特別支援学校教諭免許状を保有してい
なくても、特別支援学校の教員となること
ができる特例が設けられてきたことなどか
ら、特別支援学校の教員の特別支援学校教
諭等免許状の保有率は、全体で６８．３％（平
成１９年５月１日現在）であり、全体として
１８年と比べ７．２ポイント増加しているが、
依然として低い状況にある。このような状
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況に対し、各都道府県教育委員会等におい
て教員の採用、配置、現職教員の特別支援
学校教諭免許状取得等の措置を総合的に講
じていくことにより対処することが必要で
あり、新５か年計画においても、特別支援
学校教諭免許状の保有率向上をすべての都
道府県において中期計画等に位置づけるこ
とを目標として盛り込んでいる。
特別支援教育を担当する教員の養成は、

現在、主として大学・学部の特別支援教育
関係の課程等において行われている。ま
た、幼稚園、小・中学校及び高等学校の教
員養成においても、教職に関する科目のほ
か、特別支援教育に関する科目の履修が可
能な教育課程を編成している大学もある。
「介護等体験特例法」においては、小学

校又は中学校教諭の免許状の取得を希望す
る者には特別支援学校又は社会福祉施設そ
の他の施設での介護等の体験が義務付けら
れている。
また、研修を通じた資質向上を図るた

め、独立行政法人国立特別支援教育総合研
究所においては、特別支援教育関係の教職
員に対する研修を行っているほか、独立行
政法人教員研修センターにおいても、各地
域で学校教育において中心的な役割を担う
校長・教頭等の教職員に対する学校管理研
修において特別支援教育に関する内容を盛
り込んでいる。さらに、都道府県等におい
ては、小学校等の教員の初任者研修、幼稚
園の新規採用教員研修等においても、障害
のある子どもの理解のための研修が行われ
ている。このほか平成１４年度から放送大学
において、特別支援学校教諭免許状取得の
ための科目が開講されている。

（２）免許制度の改善
特別支援学校において、専ら知的障害の

ある子どもに自立教科以外の教科（国語、

数学等）の教授又は実習を担任する教員は、
知的障害のある子どもに係る学習指導要領
上の特例等による指導を円滑に行う観点か
ら、特別支援学校の教諭の普通免許状のほ
か、幼稚園、小・中学校又は高等学校のい
ずれかの学校の教諭の普通免許状を有する
者であれば、部及び教科の種類にかかわら
ず、指導することができることとされてい
る。
さらに、平成１８年６月に成立した「学校

教育法等の一部を改正する法律」において、
ろう

従来、盲学校・聾学校・養護学校ごとに分
けられていた教諭の免許状を、特別支援学
校の教諭の免許状に一本化し、その授与の
要件などを定めた。特別支援学校教諭免許
状の取得のためには、様々な障害について
の基礎的な知識・理解と同時に、特定の障
害についての専門性を確保することとし
た。また、大学などにおける特別支援教育
に関する科目の修得状況などに応じ、教授
可能な障害の種別（例えば「視覚障害者に
関する教育」の領域など）を定めて授与す
ることとした。

（３）特別支援教育の関係機関等
ア 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
独立行政法人国立特別支援教育総合研究

所は、我が国における特別支援教育のナ
ショナルセンターとして、自閉症児の教育
を行っている筑波大学附属久里浜特別支援
学校との連携を図りながら、特別支援教育
に関する政策的又は教育現場の喫緊の課題
について、実際的研究を総合的に行ってい
る。
また同研究所においては、各都道府県等

において指導的立場に立つ教員等を対象に
して研修事業を展開している。平成１９年度
には、「特別支援教育コーディネーター指
導者研究協議会」や「LD・ADHD・高機
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能自閉症指導者研修」等を実施している。
さらに、平成２０年度より、教育関係者が発
達障害のある子どもに適切な指導・支援を
行うための情報不足を解消するため、国内
外の発達障害の教育に関する最新の情報を
一括して発信する発達障害教育情報セン
ターを新設する。この他、特別支援教育に
関する情報及び資料の収集・提供等を行っ
ている。

イ 特別支援教育センター
都道府県の特別支援教育センターにおい

て、当該都道府県における特別支援教育関
係職員の研修、障害のある子どもに係る教
育相談、特別支援教育に係る研究・調査等
が行われている。

４ 社会的及び職業的自立の促進

（１）特別支援学校と関係機関等の連
携・協力による就労支援

障害のある人が、生涯にわたって自立
し、社会参加していくためには、企業等へ
の就労を支援し、職業的な自立を果たすこ
とが重要である。しかしながら、近年、特
別支援学校卒業者の進路を見ると、福祉施
設等へ入所する者の割合が年々増加し約６
割に達する一方で、企業等へ就職する者の
割合は約２割にとどまっているなど、障害
のある人の職業自立を図る上で厳しい状況
が続いている。
このような状況に対し、障害のある人の

就労を促進するためには、福祉から雇用に
向けた施策を進めると同時に、学校から雇
用に向けた施策を進めるなど、教育、医
療、福祉関係機関が一体となった施策を講
じる必要がある。このため、文部科学省で
は、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」を実施し、厚生労働

省との連携・協力の下に、特別支援学校に
おける職業教育や進路指導の改善を図り、
職域・職種を拡大するための方策などにつ
いて先進的な研究を行っている。
また、平成１９年４月には、「障害者福祉

施策、特別支援教育施策及び障害者雇用施
策の一層の連携の強化について」と題する
初等中等教育局長通知を発出、関係機関の
一層の連携強化を図っている。

（２）高等教育等への就学の支援
障害のある人がその能力・適性等に応じ

て高等教育へ進むための機会を拡充するた
めには、受験機会の確保、必要な施設・設
備の整備等につき一層の充実を図ることが
必要である。このため、従来から各国公私
立大学等に対し、大学入学者選抜実施要項
や各種会議を通じて、障害のある入学志願
者については、その能力・適性等に応じた
学部等への進学の機会を広げる観点から、
受験の機会を確保するよう障害の種類・程
度に応じ、点字による出題、試験時間、試
験場の整備等障害のある人に対する受験上
の特別な措置をとることなどの配慮を求め
ている。
なお、それらの趣旨を踏まえ、大学入試

センター試験や各大学の個別試験において
は、点字・拡大文字による出題、筆跡を
触って確認できるレーズライターによる解
答、チェック解答、試験時間の延長、代筆
解答などの特別な措置を講じている。
学校施設については、障害のある人の円

滑な利用に配慮するため、従来よりスロー
プ、エレベーター、手すり、障害者用トイ
レ等の整備を進めるとともに、障害のある
学生が快適な学生生活を送れるよう学習支
援体制の充実・強化を図るため、各大学等
において教育上の特別の配慮が行われている。
聴覚障害のある人及び視覚障害のある人
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のための高等教育機関である国立大学法人
筑波技術大学は、平成１８年４月から学生受
入を開始し、現在、①障害に適応した実践
的な職業人、率先して社会に貢献できる人
材の育成、②障害教育カリキュラム及び障
害補償システムの開発研究を行っている。
テレビ・ラジオを中心とする多様なメ

ディアを効果的に活用して、大学教育を
行っている放送大学は、自宅で授業を受け
ることができることなどから、障害のある
人も容易にアクセス可能である。平成１０年
３月に通信制の大学院が制度化されたこと
から、放送大学においても、１３年４月に高
度専門職業人養成等を目指した大学院文化
科学研究科を開設し、１４年４月から修士課
程の学生を受け入れている。１９年度第２学
期現在、学部（約８万３，０００人）、大学院（約
６，０００人）併せて約８万９，０００人の学生が在
籍している。
なお、障害のある在学生に対しては、放

送授業の字幕放送化の推進や単位認定試験
における点字出題や音声出題、試験時間の
延長等の配慮を行っているところである。

（３）地域における学習機会の提供
障害のある子どもの学校外活動や学校教

育終了後における体験活動等を支援するた
めには、地域における学習機会の確保・充
実を図るとともに、障害のある人が地域の
人々と共に、地域における学習活動に参加
しやすいように配慮を行う必要がある。文
部科学省と厚生労働省が連携し、地域社会
の中で、放課後等に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、総合的な放課後対策である「放
課後子どもプラン」を創設し、全国の小学
校区での実施を目指し推進を図っている。
この中で、障害のある子どもたちに対して
もこのような活動の場や機会が提供される

よう努めているところである。また、１７年
度から、青少年が自立した人間として成長
することを支援するため、青少年の主体
性・社会性を育む社会体験や自然体験等の
体験活動を推進している。
また、社会教育施設である博物館につい

ては、障害の有無にかかわらず、すべての
人々にとって利用しやすい施設となるよ
う、「公立博物館の設置及び運営上の望ま
しい基準」や調査研究の成果の普及等によ
りその促進を図っている。
さらに、国立青少年教育施設において

は、障害の有無にかかわらず、青少年が自
然体験活動等を通して交流を深める事業を
実施している。

（４）家庭への支援等
教育の機会均等の趣旨及び特別支援学校

等への就学の特殊事情にかんがみ、保護者
の経済的負担を軽減し、その就学を奨励す
るため、就学のため必要な諸経費のうち、
教科用図書購入費、学校給食費、交通費、
寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費、学用
品購入費等について、保護者の経済的負担
能力に応じて、その全部又は一部を助成す
る特別支援教育就学奨励費が保護者に支給
されている。
また、一人ひとりの親の身近な子育ての

ヒント集として「家庭教育手帳」を作成し、
乳幼児や小学生等を持つ全国の親へ配布す
るとともに、これを活用した学習を推進し
ている。
さらに、子育て中の親が、携帯電話やパ

ソコンを使って子育てについて気軽に相談
したり、情報を入手できるよう、ITを活
用した先進的な家庭教育支援の取組を試行
し、より効果的な支援手法を開発・普及し
ている。
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大学等における障害のある学生の修学支援について

日本学生支援機構（以下「機構」という）は、学生支援を総合的に展開する独立行政法人とし
て平成１６年４月に設置された法人で、「障害により修学に特別の支援を必要とする学生等に対す
る支援」に関する事業も担っています。
機構では、障害のある学生の修学支援に関して、全国の大学等を対象とする実態調査を平成１７

年度に初めて実施しました。１９年５月１日現在で実施した調査結果は現在取りまとめ中ですが、
最新のデータである１８年５月１日現在の大学等に在籍する障害のある学生の数は、４，９３７人（大学
院生、専攻科生含む。）であり、学生総数３，０７１，８４４人のおよそ０．１６％に当たります。
障害種別には、「視覚障害」が５１０人（障害学生総数の１０．３％）、「聴覚・言語障害」が１，２００人

（同２４．３％）、「肢体不自由」が１，７５１人（同３５．５％）、「病弱・虚弱」が８７７人（同１７．８％）、「発達
障害」が１２７人（同２．６％）などとなっています。※
また、障害のある学生が在籍している学校数は６７０校で、これは回答校全体の５７．４％に当たり

ます。
このような実態を踏まえ、大学等における障害のある学生に対する支援の取組を進めていくた

めには、各大学等間のネットワーク化を図り、支援環境の整備・充実を図っていくことが重要で
あることから、平成１８年１０月に「障害学生修学支援ネットワーク事業」を立ち上げました。本事
業では、先進的な取組を進めている大学を「拠点校」とし、全国の大学等の障害学生修学支援担
当者からの相談に応じる等の事業を行っています。現在、拠点校は、宮城教育大学、筑波大学、
日本福祉大学、同志社大学、関西学院大学、広島大学、福岡教育大学の７大学となっており、こ
の事業をサポートするため、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所及び筑波技術大学が「協
力機関」となって取組を進めています。これにより、各機関のネットワーク化を図り、大学等に
おける障害のある学生に対する支援環境の整備・充実を目指しています。
また、大学等の教職員を対象とした事業として、「障害学生修学支援セミナー」を平成１６年度

から開催しています。１９年度は、大学等においても急速に課題となっている「発達障害」をテー
マに、発達障害の基本的理解から、具体的な取組事例、初等中等教育における支援の現状と課
題、就労支援など幅広い観点からのアプローチにより、今後の課題解決の参考となる知識の形成
を図ることを目的として開催しました。なお、発達障害に関しては、独立行政法人国立特別支援
教育総合研究所との共同研究も行っています。
この他、厚生労働省が募集した「平成１９年度障害者保健福祉推進事業」において、機構の「諸

外国の高等教育機関における障害のある学生に対する修学支援状況・情報収集事業」が採択され、
先進的な取組を進めている各国及び近隣国における障害の定義、支援内容、奨学金の有無、国の
施策、法的根拠などを調査した報告書を取りまとめました。
また、聴覚障害のある学生に対する情報保障（聴覚障害ゆえに獲得することが困難な音声情報

を理解できるように伝えること。）や継続的な支援体制の在り方を検討する研究会や、ホームペー
ジ等による関連情報の提供など、様々な事業を進めています。
こうした取組を通じて、高等教育におけるユニバーサルアクセスの実現、障害のある人を含む

あらゆる学生の学習・学生生活環境の改善・充実を目指しています。
※注「病弱・虚弱」及び「発達障害」については、医師の診断書がある者を条件に調査。
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【参考】文部科学省ホームページ（学校施設整備指針に関する情報）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/main7_a12.htm

学校施設整備指針の改訂

◆盲学校、聾学校及び養護学校施設整備指針
　　全面改訂し「特別支援学校施設整備指針」を策定
　・重度・重複化に対応した施設計画（複数の障害に対応する場合の配慮等）
　・特別支援教育の「センター的機能」に対応した施設計画
　・自立活動や職業教育等の充実など学習指導要領等に対応した施設計画
　・バリアフリー化、耐震化、防犯対策、地域との連携等の今日的な課題に対応した施設計画　など

◆小学校及び中学校施設整備指針　　特別支援教育関連規定を一部改訂
　・発達障害を含めた教育上特別の支援を必要とする児童生徒に配慮した施設計画
　　・特別支援学級関係室：交流及び共同学習に対応した施設計画
　　・通級による指導のための関係室：来校する児童生徒及び保護者等の利便を考慮した施設計画
　　・普通教室：落ち着きを取り戻すための小規模な空間を普通教室に隣接又は近接して計画

◆幼稚園及び高等学校施設整備指針　　総則を一部改訂
　　・発達障害を含めた教育上特別の支援を必要とする幼児（又は生徒）に配慮した施設計画

５ 施設のバリアフリー化の促進
学校施設の整備については、障害のある

子どもが支障なく学校生活を送るために障
害の種類や程度に応じたきめ細かな配慮を
行うよう、学校種別の「学校施設整備指針」
において、施設の計画・設計上の留意点を
示している。平成１９年４月から従来の盲・
ろう

聾・養護学校を、障害種別を超えた特別支
援学校とすることなどを主な内容とする
「学校教育法」等の一部改正などを受け、
同年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」を策定するなど
見直しを図ったところである。また、学校
施設のバリアフリー化に関する基本的な考
え方や計画・設計上の留意点を示した「学
校施設バリアフリー化推進指針」や本指針
を踏まえた事例集を作成・配布している。
さらに公立学校についてはエレベーター

などのバリアフリー化に関する施設整備に
ついて国庫補助を行うなど、各地方公共団
体などによるバリアフリー化の取組を支援
している。
なお、公立特別支援学校に対する設備の

補助については平成１７年度から税源移譲さ

学校施設整備指針の改訂について

身体運動に関わる活動を行う自立活動室の整備事例 学校施設のバリアフリー化の事例（スロープの設置）
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れている。
また、私立の特別支援学校並びに小・中

学校の特別支援学級において、障害に適応
した教育を実施する上で必要とする設備の
整備を学校法人が行う場合に、国がその一
部を補助している。補助対象となる設備に
は、立体コピー設備、FM等補聴設備、
VOCA（音声表出コミュニケーション支
援装置）、携帯用防犯ベル、スクールバス
などがある。

第２節

雇用・就労の促進施策

障害のある人については、近年、その就
労意欲が着実な高まりを見せる中で、より
多くの就職希望を実現するとともに、一人
ひとりが活き活きとした職業生活を送るこ
とができるようにするため、就労支援につ
いて質・量ともに一層の強化を図ることが
必要である。

１ 障害のある人の雇用の場の拡大

（１）雇用率制度を柱とした施策の推進
ア 障害者雇用対策基本方針
障害者施策については、基本理念である

ノーマライゼーションの実現のため、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
て可能な限り雇用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方の
下に、各種の障害者雇用施策を推進してい
る。また、平成４年に批准した ILO第１５９
号条約（障害者の職業リハビリテーション
及び雇用に関する条約）を踏まえ、すべて
の障害の種類を対象として施策の推進に努
めている。
障害者雇用施策の推進に当たっては、障

害のある人の雇用の動向を踏まえた将来展
望及び各施策の展開の障害者雇用施策全般
における位置づけを明瞭にしつつ、総合的
かつ計画的・段階的に推進していくことが
重要である。そのため、「障害者の雇用の
促進等に関する法律」や「障害者雇用対策
基本方針」等を踏まえ、障害のある人、一
人ひとりがその能力を最大限発揮して働く
ことができるよう、障害の種類及び程度に
応じたきめ細かな対策を講じている。
また、新５か年計画の「雇用・就業」分

野においては、働くことを希望する障害の
ある人が、その能力を最大限に発揮し、就
労を通じた社会参加を実現し、職業的自立
を図ることができるようにするため、障害
者雇用率制度を柱とした障害者雇用の一層
の促進を図ることとし、旧５か年計画の目
標をさらに上回る雇用障害者数を６４万人
（２５年度）とする等新たに１９項目の数値目
標を設定したところである。さらに、「経
済財政改革の基本方針２００７」を踏まえ、１９
年度から２３年度までの５年間を計画期間と
する「『福祉から雇用へ』推進５か年計画」
を策定したところであり、これらの計画に
基づく施策の着実な実施を図ることにより
障害のある人の就労支援のさらなる充実強
化を図ることとしている。

イ 障害者雇用対策の充実・強化に向けた検討
①精神障害者に対する雇用対策の強化、

②在宅就業障害者に対する支援、③障害者
福祉施策との有機的な連携等を内容とする
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の
改正法については、平成１８年４月から全面
施行されたところであるが、労働政策審議
会意見書や国会審議の際の附帯決議等を踏
まえ、次期制度改正に向けて、障害者雇用
対策の充実強化についての検討を行うた
め、１８年７月下旬から、「多様な雇用形態
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等に対応する障害者雇用率制度の在り方に
関する研究会」、「中小企業における障害者
の雇用の促進に関する研究会」、「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」の３つの研究会を開催
し、１９年８月にそれぞれ報告書が取りまと
められた。これらを踏まえ、１９年８月より
労働政策審議会で検討を行い、１２月に同審
議会の意見書が取りまとめられ、当該意見
書を踏まえ①障害者雇用納付金制度（納付
金の徴収及び調整金の支給）の中小企業へ
の適用範囲の拡大、②短時間労働者（週所
定労働時間２０時間以上３０時間未満）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」を作成し、第１６９回
国会へ提出したところである。

ウ 障害者雇用率制度
①障害者雇用率制度

我が国においては、「障害者の雇用の促
進等に関する法律」に基づき、民間企業、
国、地方公共団体は、一定の割合以上、身
体に障害のある人又は知的障害のある人を
雇用しなければならないこととされている。
障害者雇用率の算定に当たっては、雇用

されている身体に重度の障害のある人又は
重度の知的障害のある人は、その１人を
もって身体に障害のある人又は知的障害の
ある人を２人雇用（ダブルカウント）した
ものとして取り扱うこととしている。ま
た、通勤面等の理由から、通常のフルタイ
ム勤務が困難な重度の障害のある人の雇用
の促進を図るため、重度の障害のある短時
間労働者については、その１人をもって１
人として雇用率にカウントしている。ま
た、精神障害のある人については、平成１８
年４月１日より、精神障害者保健福祉手帳
所持者を雇用している場合には、雇用率に

カウントすることができることとなった。
（精神障害のある短時間労働者について
は、その１人をもって０．５人として雇用率
にカウントしている。）

②雇用率の状況

障害のある人の雇用の状況については、
１人以上の身体に障害のある人又は知的障
害のある人を雇用する義務のある事業主等
から、毎年６月１日現在における障害のあ
る人の雇用状況の報告を求めており、平成
１９年の結果は次のようになっている。

（ア）民間企業等の状況
１．８％の法定雇用率が適用される一般の
民間企業（５６人以上規模の企業）において
雇用されている障害のある人の数は６．７％
（約１万９千人）増加した。このうち、身
体に障害のある人は２５１，１６５人であり、知
的障害のある人は４７，８１８人であり、精神障
害のある人は３，７３３．０人、法定雇用率達成企
業割合は４３．８％（前年は４３．４％）であった。
企業規模別にみると、雇用されている障

害のある人の数は、すべての企業規模で前
年より増加した。実雇用率は、５６～９９人規
模企業では１．４３％、１００～２９９人規模企業で
は１．３０％、３００～４９９人規模企業では１．４９％、
産業別では、雇用されている障害のある人
の数は、鉱業以外のすべての業種で前年よ
り増加した。実雇用率は、民間全体の実雇
用率と比較すると、農林漁業（１．７７％）、
製造業（１．７３％）、電気・ガス・熱供給・
水道業（１．８６％）、運輸業（１．７１％）、医療・
福祉（１．９０％）では上回り、それ以外の業
種では下回った。

（イ）国・地方公共団体の状況
国の機関（法定雇用率２．１％）に雇用さ

れている障害のある人の数は６，５４２．０人で、
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1.57
1.55
1.49
1.43

1.30

（1）実雇用率と雇用されている障害者の数の推移

（2）企業規模別実雇用率
各年6月1日現在

（3）企業規模別達成企業割合
各年6月1日現在（%） （%）

56～99人
100～299人
300～499人
500～999人
1,000人以上
全体

56～99人
100～299人
300～499人
500～999人
1,000人以上
全体

資料：厚生労働省

資料：厚生労働省資料：厚生労働省

注１：雇用義務のある企業（56人以上規模の企業）についての集計である。
　２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。
　  　　平成１７年度まで　　　  　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　重度身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　重度知的障害者である短時間労働者
　  　　平成１８年度以降　　　　　 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　重度身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　重度知的障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　精神障害者
　　　　　　　　　　　　　　　　精神障害者である短時間労働者
　　　　                                    （精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント）
　３：障害別に四捨五入をしている関係から、障害別内訳と合計値は必ずしも一致しない。

1.８％1.８％1.6％1.6％

■図表１―２２ 民間企業における障害者の雇用状況
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実雇用率は、２．１７％と前年と同じであった。
都道府県の機関（法定雇用率２．１％）に

雇用されている障害のある人の数は
８，０９４．０人で、実雇用率は、２．４２％であっ
た（前年は２．３７％）。
市町村の機関（法定雇用率２．１％）に雇

用されている障害のある人は２２，１１２．０人
で、実雇用率は、２．２８％であった（前年は
２．２３％）。
２．０％の法定雇用率が適用される都道府
県等の教育委員会に雇用されている障害の
ある人は１０，０６７．０人で、実雇用率は、
１．５５％であった（前年は１．４６％）。

（ウ）特殊法人の状況
特殊法人（法定雇用率２．１％）に雇用さ

れている障害のある人の数は８，９３０．５人で、

実雇用率は、１．９７％であった（前年は
１．５６％）。

③雇用率達成に向けた指導の一層の促進

雇用率制度の履行を確保するため、公共
職業安定所においては、雇用率未達成企業
に対し、雇用率達成指導を行っている。

（ア）民間企業に対する指導
一般の民間企業に対する雇用率達成指導

については、雇用率が著しく低い企業に対
し、雇入れ計画の作成を命じ、計画に沿っ
て雇用率を達成するよう指導している。平
成１９年度においては、１８年度に企業名公表
を前提とした特別指導を行った企業２５社の
うち、一定の改善がみられなかった２社に
ついて企業名の公表を行い、１６年から３年

■図表１―２３ 一般の民間企業における規模別障害者の雇用状況（法定雇用率１．８％）

区 分

①企業数 ②法定雇用障害
者数の算定の基
礎となる労働者
数

③障害者の数
④実雇用率
E÷②×１００

⑤法定雇用
率達成企業
の数

⑥法定雇用
率達成企業
の割合

Ａ．重度身
体障害者及
び重度知的
障害者

B．重度身体障
害者及び重度知
的障害者である
短時間労働者

C．重度以外
の身体障害者、
知的障害者及
び精神障害者

D．精神障
害者である
短時間労働
者

E．計
A×２＋B＋
C＋D×０．５ F．うち新

規雇用分

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
規模計 ７１，２２４ １９，５０４，６４９ ７９，４６９ ４，６３７ １３８，６５１ ９８０ ３０２，７１６．０ ２９，７５５．０ １．５５ ３１，２３０ ４３．８

（６７，１６８） （１８，６５２，３４４） （７４，９９３） （４，０４７）（１２９，４４６） （５４３） （２８３，７５０．５） （２６，１１３） （１．５２） （２９，１２０） （４３．４）

人 企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

５６～９９
２６，７４６ １，９６７，９３９ ６，４８４ ６０４ １４，５７６ １５７ ２８，２２６．５ ２，４８９．５ １．４３ １１，９８１ ４４．８
（２４，７０８） （１，８２１，６２２） （６，１３４） （５３２） （１３，６５０） （１３２） （２６，５１６） （２，１４１） （１．４６） （１１，１７５） （４５．２）

１００～２９９
３１，９６７ ４，８１５，８５３ １４，４９９ １，１６５ ３２，１２２ ３６５ ６２，４６７．５ ６，０７９．５ １．３０ １４，１７９ ４４．４
（３０，３３７） （４，５８２，０６５） （１３，６０５） （１，０３１） （２９，８３０） （２３３） （５８，１８７．５） （４，８６１） （１．２７） （１３，２１６） （４３．６）

３００～４９９
５，８０８ ２，０１２，９４４ ７，６６１ ５１５ １４，０４２ １４２ ２９，９５０．０ ３，２０２．５ １．４９ ２，３７１ ４０．８
（５，６４３） （１，９５２，２０９） （７，５０３） （４４０） （１３，４０６） （６８） （２８，８８６．０）（２，８９０．５） （１．４８） （２，２６８） （４０．２）

５００～９９９
３，９６８ ２，５０８，３４９ １０，４０９ ６０５ １７，８２６ ９６ ３９，２９７．０ ３，９９４．０ １．５７ １，６０２ ４０．４
（３，８１４） （２，４１１，０５１） （９，７９２） （５３７） （１６，７５１） （３２） （３６，８８８．０）（３，７３２．０） （１．５３） （１，４７７） （３８．７）

１，０００以上
２，７３５ ８，１９９，５６４ ４０，４１６ １，７４８ ６０，０８５ ２２０ １４２，７７５．０ １３，９８９．５ １．７４ １，０９７ ４０．１
（２，６６６） （７，８８５，３９７） （３７，９５９） （１，５０７） （５５，８０９） （７８） （１３３，２７３）（１２，４８８．５） （１．６９） （９８４） （３６．９）

（平成１９年６月１日現在）

注１ ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身
体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種につ
いて定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２ ③A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとして
おり、E欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「精神障害者である短時間労働者」
については法律上、１人を０．５人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たり０．５カウント
としている。

３ A、C欄は１週間の所定労働時間が３０時間以上の労働者であり、B、D欄は１週間の所定労働時間が２０
時間以上３０時間未満の労働者である。

４ F欄の「うち新規雇用分」は、平成１８年６月２日から平成１９年６月１日までの１年間に新規に雇い入れ
られた障害者数である。

５ （ ）内は平成１８年６月１日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成１８年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。
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間を計画期間とする雇入れ計画を作成して
いる企業のうち、２６社に対し企業名公表を
前提とした特別指導を行った。
さらに、未達成企業に対し、平成１８年度

より雇入れ計画作成命令の対象範囲を拡大
した新基準に基づき、雇用率達成指導を強
化しているところである。

（イ）国・地方公共団体に対する指導等
国及び地方公共団体の機関については、

民間企業に率先垂範して障害のある人の雇
入れに努めるべき立場にあることを踏ま
え、国及び地方公共団体の各機関の人事担
当幹部に対し、身体に障害のある人又は知
的障害のある人の計画的な採用を図るよう
要請を行っている。
法定雇用率が未達成である機関について

は、障害のある人の採用に関する計画を作
成しなければならないこととされており、
その計画が適正に実施されていない場合に

■図表１―２４ 国・地方公共団体及び特殊法人における障害者の在職状況

①法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数 ②障害者の数 ③実雇用率

④法定雇用率達成
機関の数 ⑤達成割合

国の機関
３０１，９２６人 ６，５４２．０人 ２．１７％ ３９／ ３９ １００．０％
（３０３，６３２人） （６，５８５人） （２．１７％） （３８／ ３９） （９７．４％）

都道府県
の機関

３３４，３７３人 ８，０９４．０人 ２．４２％ １５１／ １６３ ９２．６％
（３４５，１４２人） （８，１７６人） （２．３７％） （１４８／ １６３） （９０．８％）

市町村の
機関

９６８，１７２人 ２２，１１２．０人 ２．２８％ ２，０９７／ ２，５８５ ８１．１％
（９８５，６２５人） （２１，９５３人） （２．２３％） （２，０３７／ ２，６２４） （７７．６％）

①法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数 ②障害者の数 ③実雇用率

④法定雇用率達成
機関の数 ⑤達成割合

教育委員会
６４９，３６９人 １０，０６７．０人 １．５５％ ８７／ １５３ ５６．９％

（６５８，７４１人） （９，６４８人） （１．４６％） （７７／ １５２） （５０．７％）

①法定雇用障害者数の算
定の基礎となる労働者数 ②障害者の数 ③実雇用率

④法定雇用率達成
法人の数 ⑤達成割合

特殊法人
４５４，４０９人 ８，９３０．５人 １．９７％ １５０／ ２４７ ６０．７％

〈８，５２６人〉 〈１．８８％〉
（４５１，５３４人） （７，０５３．０人） （１．５６％） （１３４／ ２４６） （５４．５％）

１ 法定雇用率２．１％が適用される国、地方公共団体 （平成１９年６月１日現在）

２ 法定雇用率２．０％が適用される都道府県等の教育委員会

３ 特殊法人における障害者の在職状況

注１ １及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から
除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合
を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２ ２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び
除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除い
た職員数である。

３ 各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者
以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブル
カウントを行い、精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を０．５人に相当するものとし
て０．５カウントとしている。

４ 法定雇用率２．０％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
５ （ ）内は、平成１８年６月１日現在の数値である。

資料：厚生労働省
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は、計画の適正実施に関して勧告を行って
いる。
平成１９年１１月にすべての公的機関につい

て、同年６月１日現在の雇用状況を発表す
るとともに、１８年１０月に設定した、「法定
雇用率達成に向けた指導の目標」の達成に
向け未達成の公的機関に対し指導を徹底し
ているところである。
なお、公的機関については、より積極的

な取組が求められており、新５か年計画に
おいて同期間中の２４年度までにすべての公
的機関で障害者雇用率を達成する目標が盛
り込まれている。
平成１６年６月、公務部門における障害者

雇用を促進するため、「障害者施策推進課
長会議」の下に各省庁、会計検査院及び人
事院の担当者で構成する「公務部門におけ
る障害者雇用推進チーム」を設置し、働く
ことを通じて障害のある人が積極的に社会
参加できるよう、国が率先して障害者雇用
の機会を作り出す方策について総合的に検
討し、「公務部門における障害者雇用ハン
ドブック」を作成、配付した。
また、さらに、総務省は、国の行政機関

における知的障害のある人の雇用がほとん
どない現状を踏まえ、国の職員が知的障害
のある人に対する理解を深めるとともに、
雇用に当たっての課題の発見とその改善策
の検討などに取り組むため、平成１７年度か
ら１９年度まで、各府省の協力を得て、「公
務部門における知的障害者の職場体験実習
事業」を実施し、全府省において知的障害
のある人を実習生として職場へ受け入れ
た。
さらに、知的障害のある人等を各府省等

で非常勤職員として雇用し１～３年の業務
の経験を積んだ後、ハローワーク等を通じ
て一般企業等への就職の実現を図る「チャ
レンジ雇用」については、新５か年計画に

おいて、平成２０年度中に全府省において実
施することとされているところであり、１９
年度においては、厚生労働省が各府省等に
先駆けてチャレンジ雇用に取り組み、１００
名の雇用を達成したところである。また、
２０年４月現在、新たに内閣府において３名
のチャレンジ雇用が実施されている。
そのほか農林水産省においては、新たに

平成２０年度から、農業法人等が障害者を雇
用する際に必要な労働環境の整備等につい
てのノウハウを示したマニュアルの作成と
その普及に取り組むこととしている。

エ 障害者雇用納付金制度
身体に障害のある人又は知的障害のある

人（精神障害のある人を雇用している場合
は、その数に相当する身体に障害のある人
または知的障害のある人を雇用しているも
のとみなすこととしている。）の雇用に伴
う事業主間の経済的負担の調整を行うとと
もに、雇用水準を全体として引き上げるた
めの助成・援助を行うため、障害者雇用納
付金（常用労働者が３００人を超える企業で、
雇用率未達成の企業が、不足数１人につき
月額５万円を納付する）を財源として、障
害者雇用調整金（常用労働者が３００人を超
える企業で、雇用率を超えて雇用する企業
に対し、雇用義務を超えて雇用する人１人
につき月額２万７，０００円を支給する）、及び
報奨金（常用労働者が３００人以下の企業で、
一定水準を超えて雇用する企業に対し、そ
の一定数を超えて雇用する人１人につき月
額２万１，０００円を支給する）の支給を行う
とともに、障害のある人を雇い入れるため
に作業設備の設置等を行う事業主等に対
し、各種の助成金を支給している。
また、在宅就業障害者に直接又は在宅就

業支援団体を介して仕事を発注する企業に
対して、障害のある人に対して支払われた
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雇用状況報告（毎年６月１日の状況） （障害者雇用促進法　第43条第５項）

雇入れ計画作成命令（３年計画）

※翌年１月を始期とする３年間の計画を作
成するよう、公共職業安定所長が命令
を発出（同法第46条第１項）

雇入れ計画の適正実施勧告

※計画の実施状況が悪い企業に対し、適
正な実施を勧告（計画の２年目）

　（同法第46条第６項）

特　別　指　導

※雇用状況の改善が特に遅れている企
業に対し、公表を前提とした特別指導を
実施（計画期間終了後に９か月間）

企　業　名　の　公　表 （同法第47条）

※不足数の特に多い企業については、当
該企業の幹部に対し、厚生労働省本省
による直接指導も実施している。

障害者雇用率達成指導の流れ

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「雇入れ
計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

〔指導実績〕
○ 平成１９年度の実績
＊「雇入れ計画作成命令」の発出 ６９２社
＊雇入れ計画の「適正実施勧告」 １４３社
＊「特別指導」の実施 ３１社

○ 雇入れ計画を実施中の企業 ２，０９９社（１９年度末現在）

○ 企業名の公表
平成３年度 ４社、１５年度 １社、１６年度 １社、１７年度 ２社、１８年度 ２社、
平成１９年度 ３社（うち１社は再公表）
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資料：厚生労働省

金額に応じて、障害者雇用納付金制度にお
いて、特例調整金・特例報奨金を支給して
いる。

（２）障害者の能力・特性に応じた
職域の拡大

ア 障害者の雇用の促進・安定を図るため
の事業主の体制の整備

事業主に対しては、「障害者の雇用の促
進等に関する法律」に基づき、次のような
義務又は努力義務が課せられている。
５６人以上の従業員を雇用する民間企業に
ついては、障害のある人の雇用に対する取
組体制の整備を図るため、「障害者雇用推
進者」の選任努力義務を課している。
障害のある人を５人以上雇用する事業所

に対して、障害のある人の職業生活全般に
ついての相談に当たらせるため、「障害者
職業生活相談員」の選任を義務付けている。
また、障害のある人の職場定着のために、
原則として障害のある人を５人以上雇用す

る事業所ごとに、事業主、障害者職業生活
相談員、障害のある人の代表などを構成メ
ンバーとする「障害者職場定着推進チーム」
の設置を促進するほか、職場が一体となっ
て障害のある人の職場定着に取り組む場合
に「障害者職場定着推進チーム育成事業」
を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
において実施している。
なお、事業主が障害のある人を解雇する

場合には、早期再就職を図るため、その旨
を速やかに公共職業安定所に届け出ること
を義務付けている。

イ 特例子会社制度を活用した雇用の推進
事業主が障害のある人の雇用に特別の配

慮をした子会社（特例子会社）を設立した
場合、一定の要件の下で特例子会社に雇用
されている労働者を親会社に雇用されてい
る者とみなして、実雇用率を計算できるこ
ととしており、これを「特例子会社制度」
と呼んでいる。特例子会社制度は、障害に

■図表１―２５ 障害者雇用納付金制度の概要
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配慮された就業機会が拡大する等事業主の
みならず障害のある人に対してもメリット
があるなど、障害のある人の雇用の促進に
有効な手段であり、平成２０年４月末日現在
で２３４社が認定されている。
なお、特例子会社を持つ親会社について

は、関係する他の子会社も含め、企業グ
ループでの雇用率算定を可能としている。

ウ 事業主に対する助成
①障害者雇用納付金に基づく助成金

事業主が障害のある人の雇用に伴い、作
業施設・設備の設置又は整備や、手話通訳
担当者・職場介助者の委嘱等の雇用管理上
の措置を行う場合や、職場環境や業務内容
に精通した企業内の人材をジョブコーチと
して育成し、職場定着のための支援を行う
場合、これらの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用の
継続を図るため、障害者雇用納付金に基づ
く助成金の支給を行っている。
職場環境や業務内容に精通した企業内の

人材をジョブコーチとして養成し、職場定
着のための支援を行うことについて、職場
適応援助者（ジョブコーチ）助成金を支給
している。このうち、平成１９年度から健康
相談医師の委嘱助成金の対象障害者に、緑
内障等の視覚障害のある人を加えたところ
である。
さらに、障害のある人の能力開発訓練を

行う場合等にも助成金を支給しているとこ
ろであるが、この中で、グループで就労に
向けた訓練を行う場合についても助成金を
支給している。

②特定求職者雇用開発助成

身体に障害のある人、知的障害のある人
又は精神障害のある人を継続して雇い入れ
る事業主に対して、雇入れに係る者の賃金

相当額の一部を助成金として支給する。ま
た、重度の障害のある人等の取扱いについ
ては、一般の障害のある人の場合よりも支
給期間を長くし、助成額も高く設定している。

③重度障害者雇用促進融資

日本政策投資銀行において、重度の障害
のある人（重度身体障害者、知的障害のあ
る人、精神障害のある人、重度身体障害者
である短時間労働者、重度知的障害者であ
る短時間労働者）を常時５人程度以上雇用
する事業主が、事業施設等の設置若しくは
整備又は土地を取得する場合、必要な資金
を低利で貸し付けている。（日本政策投資
銀行の民営化に伴い平成２０年９月で廃止）

④税制上の特例措置

障害のある人を雇用する事業所に対し、
税制上の各種の特例措置を講じている。
また、平成２０年度４月から、青色申告を

提出する事業者が特例子会社や重度障害者
を多数雇用している事業所、障害者自立支
援法の就労移行支援等を行う事業所に対す
る発注額を前年度より増加させた場合に、
一定の期間内に取得等を行った固定資産に
ついて割増償却を認める措置が創設され
た。

エ「障害者に係る欠格条項」の見直し
「障害者に係る欠格条項」とは、資格・

免許制度等において障害があることを理由
に資格・免許等の付与を制限したり、障害
のある人に特定の業務への従事やサービス
の利用などを制限・禁止する法令の規定の
ことであり、平成１１年８月にはその見直し
の促進を図るため中央省庁再編前に設置さ
れていた旧・障害者施策推進本部において
「障害者に係る欠格条項の見直しについ
て」を決定し、１６年６月には、対象とした
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６３制度すべての見直しが終了している。
一方、欠格条項の見直しにより、障害の

ある人の資格取得等の機会が実質的に確保
されるためには、教育や就業環境など必要
な条件整備を併せて推進する必要があるこ
とから、「障害者施策推進本部」における
「課長会議」の下に、「資格取得試験等に
おける配慮推進チーム」を設け、全省庁横
断的に、資格取得試験等における障害への
配慮のあり方について検討を行い、平成１７
年１１月、「資格取得試験等における障害の
態様に応じた共通的な配慮について」を「課
長会議」で決定し、国が直接実施する資格
取得試験等において、共通的に対応すべき

配慮事項として示している。

（３）障害のある人の働きやすい多様
な雇用・就業形態の促進

ア 多様な勤務形態による重度の障害のあ
る人の雇用の促進

重度の障害のある人については、移動の
制約や健康上の理由から、企業に通勤する
形での通常のフルタイム雇用が困難な人も
多く、そのような場合には勤務形態に配慮
を加えて雇用することが、その職業的自立
に役立つと考えられる。このため、短時間
勤務、在宅勤務、フレックスタイム等の多
様な勤務形態による重度の障害のある人の

■図表１―２６ 障害者を雇用する事業所に対する税制上の特例措置
事 項 内 容

機械等の割増償却措置
（法人税、所得税）

障害者の雇用割合が５０％以上（雇用障害者数が２０人以上である場合には
２５％以上）である法人又は個人は、機械及び工場用の建物等の普通償却
限度額の１００分の２４（工場用の建物については１００分の３２）相当額の割増
償却ができる。

助成金に係る課税の特例
措置
（法人税、所得税）

障害者雇用納付金制度に基づく助成金については、助成金のうち固定資
産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額の範囲内で、圧縮
記帳による損金算入（法人税）又は総収入金額不算入（所得税）とする
ことができる。

事業所税の軽減措置 事業所税の従業者割については、課税標準としての従業者給与総額から
障害者の給与分を控除し、また、障害者を１０人以上雇用し、かつ、その
雇用割合が５０％以上である事業所であって、重度障害者多数雇用事業所
施設設置等助成金の支給に係る施設又は設備に係るものについては、事
業所税の資産割に係る課税標準の算定につき、当該事業所床面積の２分
の１を控除できる。

不動産取得税の軽減措置 障害者を２０人以上雇用し、かつ、その雇用割合が５０％以上の事業所の事
業主が、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受けて事業用施
設（作業の用に供するものに限る）を取得した場合において、その者が
当該施設の取得の日から引き続き３年以上当該施設を当該事業所の事業
の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税につ
いては当該税額から価格の１０分の１に相当する額に税率を乗じて得た額
を減額するものとする。

固定資産税の軽減措置 障害者を２０人以上雇用し、かつ、その雇用割合が５０％以上の事業所の事
業主が、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受けて取得した
事業用の家屋（作業の用に供するもののうち、障害者の雇用割合に応じ
た部分に限る）に対して課する固定資産税の課税標準は、取得後５年間
に限り、当該家屋の課税標準となるべき価格の６分の１に障害者の雇用
割合を乗じたものを減額した額とする。

資料：厚生労働省
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雇用の事例集や雇用管理マニュアルを作
成・配布し、事業主に対する指導・啓発等
を行っている。
また、在宅勤務障害者の業務の管理等を

担当する「在宅勤務コーディネーター」を
配置する事業主に対しては、障害者納付金
制度に基づく助成金を支給している。

イ 就労に向けた各種訓練の推進
国立光明寮、国立保養所、国立身体障害

者リハビリテーションセンターにおいて
は、平成１８年１０月に全国に先駆けて障害者
支援施設の指定を受けて、就労移行支援、
就労移行支援（養成施設）、自立訓練（機
能訓練、生活訓練）、施設入所支援を実施
しており、就労に必要な知識・技能を取得
させるため、障害のある人の特性に合わせ
た様々な訓練を行っている。
このうち、養成施設（あん摩・マッサー

ジ・指圧、はり、きゅう）については、晴
眼者の進出により、視覚に障害のある人の
就労が厳しい状況にあることから、就職指
導、職域拡大を目的とした研修会を利用者
及び修了者に対して実施している。
また、就労に向けては、知識・技能の獲

得もさることながら、就職や開業後の人間
関係形成の観点から対人技能の獲得も重要
であり、さらに不規則な生活習慣、記憶障
害、注意欠陥、感情障害等も家庭や職場に
おける日常生活上の支障となることから、
日常生活訓練やコミュニケーション訓練、
社会生活支援等の自立訓練を行っている。

（４）IT を活用した雇用の促進
ア 在宅就業障害者支援制度
自宅等において就業する障害のある人

（在宅就業障害者）の就業機会の確保等を
支援するため、これらの障害のある人に直
接、又は在宅就業障害者に対する支援を行

う団体として厚生労働大臣の登録を受けた
法人（在宅就業支援団体（平成２０年３月現
在で１７団体））を介して業務を発注した事
業主に対して、障害のある人に対して業務
の対価として支払われた金額に応じて、障
害者雇用納付金制度において、特例調整金
（常用労働者数３００人以下の事業主につい
ては特例報奨金）を支給する制度を創設し、
１８年４月から運用を開始している。
新５か年計画においては、本制度を活用

して、就業機会の拡大が図られるよう、在
宅就業支援団体を平成２４年度までに１００団
体にすることを目指している。

イ 就労支援機器等の開発
最近の ITの進歩により、従来、障害の

ある人が就労困難と考えられていた職業で
あっても、IT機器を利用することにより、
重度の障害のある人が職業的なハンディ
キャップを克服し、職域を拡大することの
可能性が高まってきている。このため、就
労が困難な障害のある人の職域拡大に資す
ることを目的として、独立行政法人高齢・
障害者雇用支援機構において、障害のある
人や事業主のニーズに対応した就労支援機
器、ソフトウエア等の開発を推進するとと
もに、事業主に対して、それらの成果も含
めた各種就労支援機器等に関する情報提
供、貸出事業等を通じて、普及・啓発に努
めている。

（５）障害のある人の創業・起業等の支援
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、

障害者世帯等に対し、資金の貸付けと必要
な援助指導を行うことにより、その経済的
自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福
祉及び社会参加の促進を図り、安定した生
活を送れるようにすることを目的に、都道
府県社会福祉協議会を実施主体として運営
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されている。本制度の資金種類の１つとし
て、障害者世帯が生業を営むのに必要な経
費を支援する「更生資金（生業費）」が設
けられている。

２ 総合的な支援施策の推進

（１）保健福祉、教育との連携を重視し
た職業リハビリテーションの推進

ア ハローワークにおけるきめ細かな職業
相談、職業紹介

障害のある人の職業紹介については、ハ
ローワークにおいて、就職を希望する障害
のある人に対して求職の登録（就職後の定
着支援まで一貫して利用）を行い、求職者
の技能、職業適性、知識、希望職種、身体
能力等の状況に基づき、ケースワーク方式
による職業相談を実施し、安定した職場へ
の就職あっせんに努めている。このため、
主要なハローワークに障害のある人の就職
問題を専門に担当する就職促進指導官を配
置するとともに、きめ細かな就職指導等を
円滑かつ効果的に推進している。（平成２０
年度は全国で精神障害就職サポーター４７
名、障害者専門支援員２２３名、職業相談員
（障害者職業相談担当）６０名、職業相談員
（障害者求人開拓担当）１８９名、障害者就
労支援コーディネーター１３４名のほか、手
話協力員を配置。）
平成２０年３月現在の求職登録状況をみる

と、登録者総数は５１万９，８１２人で、前年同
期に比べて１万５，２４２人の増加となってい
る。このうち、有効求職者数は１４万７９１人、
就業中の者は３１万８，４９９人となっている。
有効求職者数のうち、身体に障害のある人
は８万２，０１７人、知的障害のある人は３万
５６１人、精神障害のある人は２万７，１０１人、
その他の障害のある人は１，１１２人となって
いる。１９年度における障害のある人の新規

求職申込みは１０万７，９０６件、就職件数は４
万５，５６５件と、ハローワークを通じた就職
件数が過去最高となっており、障害者雇用
は着実に進展している。
新５か年計画においては、チーム支援を

行うことなどにより就職の準備段階から職
場定着までの一貫した支援を展開すること
とされているとともに、就労移行支援の全
国展開も踏まえ、これまでの実績を更に上
回る就職を実現することとし、平成２４年度
までの５年間で２４万件の就職を実現するこ
とを目指している。

イ 障害者職業センターにおける職業リハ
ビリテーション

障害者職業センターには、独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構が運営する３種
類の施設機関があり、それぞれ次のような
業務を行っている。

①障害者職業総合センター

職業リハビリテーションの中核となる施
設として、高度の職業リハビリテーション
に関する研究・開発及びその成果の普及、
職業リハビリテーションに従事する専門職
員の養成・研修等を実施している。（千葉
市美浜区に設置）

②広域障害者職業センター

広範囲の地域にわたり、障害者職業能力
開発校や医療施設等との密接な連携の下
に、系統的な職業リハビリテーションサー
ビスを提供する施設として、現在次の３施
設が運営されている。

（ア）中央広域障害者職業センター
中央障害者職業能力開発校と併設し、両

者を総称して「国立職業リハビリテーショ
ンセンター」としている。（埼玉県所沢市
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に設置）

（イ）吉備高原広域障害者職業センター
吉備高原障害者職業能力開発校と併設

し、両者を総称して「国立吉備高原職業リ
ハビリテーションセンター」としている。
（岡山県加賀郡吉備中央町に設置）

（ウ）せき髄損傷者職業センター
せき髄損傷者に一貫した職業リハビリ

テーションを実施している。（福岡県飯塚
市に設置）

③地域障害者職業センター

ハローワークとの密接な連携の下に、障

害のある人に対する職業評価、職業指導か
ら就職後のアフターケアに至る職業リハビ
リテーションを専門的かつ総合的に実施す
る施設として、各都道府県に１か所設置さ
れている。主要な都道府県においては、支
所が設置されている。
新５か年計画においては、地域障害者セ

ンターにおける専門的な支援を地域で提供
するため、地域障害者職業センターの支援
対象者数を２４年度までの累計で１２．５万人と
すること等を目指すこととしている。

（ア）障害のある人の就労の可能性を高め
るための支援（職業準備訓練）

ハローワークにおける職業紹介、職業訓

■図表１―２７ ハローワークにおける障害者の職業紹介状況

■図表１―２８ ハローワークにおける障害者の職業紹介件数（平成１９年度）

新規求職申込件数 就職件数

合計

身体障害者 知的障害者
精
神
障
害
者

そ
の
他

合計

身体障害者 知的障害者
精
神
障
害
者

そ
の
他

う
ち
重
度

う
ち
重
度

う
ち
重
度

う
ち
重
度

１０７，９０６６１，４４５２６，１２０２２，２７３ ３，９８３２２，８０４ １，３８４４５，５６５２４，５３５ ９，８３５１２，１８６ ３，０９０ ８，４７９ ３６５

新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数 就職率

前年度比 前年度比 前年度比 前年度差

平成１０年度 ７８，４８９ １．９ １１５，８４８ １２．８ ２５，６５３ △９．４ ３２．７ △４．１

１１年度 ７６，４３２ △２．６ １２６，２５４ ９．０ ２６，４４６ ３．１ ３４．６ １．９

１２年度 ７７，６１２ １．５ １３１，９５７ ４．５ ２８，３６１ ７．２ ３６．５ １．９

１３年度 ８３，５５７ ７．７ １４３，７７７ ９．０ ２７，０７２ △４．５ ３２．４ △４．１

１４年度 ８５，９９６ ２．９ １５５，１８０ ７．９ ２８，３５４ ４．７ ３３．０ ０．６

１５年度 ８８，２７２ ２．６ １５３，５４４ △１．１ ３２，８８５ １６．０ ３７．３ ４．３

１６年度 ９３，１８２ ５．６ １５３，９８４ ０．３ ３５，８７１ ９．１ ３８．５ １．２

１７年度 ９７，６２６ ４．８ １４６，６７９ △４．７ ３８，８８２ ８．４ ３９．８ １．３

１８年度 １０３，６３７ ６．２ １５１，８９７ ３．６ ４３，９８７ １３．１ ４２．４ ２．６

１９年度 １０７，９０６ ４．１ １４０，７９１ △７．３ ４５，５６５ ３．６ ４２．２ △０．２

資料：厚生労働省

注：ハローワークに初めて求職の申込みをした者。ただし、求職申込みの有効期間を経過した後に申込みをし
た者、雇用保険受給者であって受給公共職業安定所を変更した者等を含む。

資料：厚生労働省
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練、職場実習、ジョブコーチによる支援
等、就職に向かう次の段階に着実に移行さ
せるため、障害のある人一人ひとりのニー
ズに応じて、基本的な労働習慣の体得、社
会生活技能の向上等、就職、復職、職場適
応に向けた準備性を高めるための支援（職
業準備支援）を実施している。
このほか、視覚障害、脳性まひ等の障害

のある人を対象に、外部の教育訓練機関に
技術指導の協力を得て、OA機器の操作技
能の習得のための職業講習（OA講習）を
実施している。

（イ）障害のある人の職場適応に関する支
援（職場適応援助者（ジョブコーチ）
支援事業）

就職又は職場適応に課題を有する知的障
害のある人、精神障害のある人等の円滑な
職場適応を進めるため、事業所にジョブ
コーチを派遣し、障害のある人及び事業主
に対して、雇用の前後を通じて障害特性を
踏まえた直接的・専門的な援助を行うジョ
ブコーチ支援事業を実施している。
新５か年計画においては、平成２４年度に

おける支援終了後の定着率８０％以上を目指
すこととしている。

（ウ）精神障害のある人等に対する総合雇
用支援

精神障害のある人等及び事業主に対する
雇用支援を強化するため、主治医等の医療
関係者との連携の下、新規雇入れ、職場復
帰、雇用継続のそれぞれの段階における
様々な支援ニーズに対する総合的な支援を
実施している。

ウ 障害者就業・生活支援センター等による
就業面と生活面における一体的な支援

障害者就業・生活支援センターは、身近

な地域で、雇用、保健福祉、教育等の関係
機関との連携の拠点として連絡調整等を積
極的に行いながら、就業及びこれに伴う日
常生活、社会生活上の相談・助言等の支援
を一体的に行うことを目的としており、全
国で２０２か所（平成２０年４月現在）が設置・
運営されている。
障害者就業・生活支援センターについて

は、支援を希望する障害のある人が、でき
る限り身近な地域で支援を受けることがで
きるよう新５か年計画及び「『福祉から雇
用へ』推進５か年計画」等において、平成
２３年度までに全障害保健福祉圏域に設置す
ることとされている。
また、障害者雇用支援センターにおい

て、職業準備訓練を中心とする職業リハビ
リテーションを実施している。

エ 職場適応援助者助成金に基づくジョブ
コーチ支援

障害のある人の生活面も含めた支援を
行っている福祉施設の職員や職場環境や業
務内容に精通した企業内の人材をジョブ
コーチとして養成し、職場定着のための支
援を行うことについて、助成金を支給する
とともに、独立行政法人高齢・障害者雇用
支援機構が実施するジョブコーチ養成研修
に加えて、民間機関が実施するジョブコー
チ養成研修の指定を行い、養成を進めてい
るところである。このジョブコーチによる
支援をより多くの事業主や障害のある人に
提供していくため、新５か年計画において
平成２３年度までに５，０００人を養成すること
としている。

オ 専門職員の養成・確保
職業リハビリテーションに従事する専門

職員については、障害者職業総合センター
において、障害者職業カウンセラーを養成
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するための「厚生労働大臣指定講習」及び
その後の資質向上を図るための研修等を実
施している。
また、障害のある人への雇用支援が、医

療・福祉等の分野から連続して効果的に行
われるよう、職業リハビリテーションに携
わる人材の育成を図るため、ジョブコーチ
の養成研修、障害者就業・生活支援セン
ターの就業支援担当者及び発達障害者の就
業支援担当者に対する研修、職業リハビリ
テーション実践セミナーなど、多様な研修
を実施している。

（２）雇用への移行を進める支援策の充実
ア トライアル雇用の活用による障害者雇

用のきっかけ作り
障害のある人を雇用した経験が乏しいた

めに、障害のある人に合った職域開発、雇
用管理等のノウハウがない事業主において
は、障害のある人を雇い入れることにため
らう面もある。こうした事業主に対し、短
期間の試行雇用（トライアル雇用）を通じ
て今後の障害のある人の雇用のきっかけづ
くりを目的とした、トライアル雇用事業
（障害者試行雇用事業）を実施している。
トライアル雇用を実施する事業主に対し

ては、対象障害者１人１月当たり４万円の
試行雇用奨励金を支給している。
新５か年計画においては、トライアル雇

用を通じた常用雇用への移行を進めるた
め、対象者の常用雇用移行率を８０％以上に
することを目指している。

イ 福祉的就労から一般雇用への移行の促進
「障害者の雇用の促進等に関する法律」

の改正法及び「障害者自立支援法」の施行
を踏まえ、平成１９年度においても引き続
き、雇用・福祉・教育の一層の連携強化を
図ることとし、ハローワークを中心とした

関係機関とのチーム支援、一般雇用や雇用
支援策に関する理解の促進、障害者就業・
生活支援センター事業、トライアル雇用事
業、ジョブコーチ等による支援、就労移行
支援のためのチェックリストの活用を図る
こととしている。また、授産施設等で働く
障害のある人の工賃水準を引き上げるため
「工賃倍増５か年計画」による福祉的就労
の底上げとして、１９年度からの５か年にお
いて、官民一体となった取組を推進し、工
賃水準の倍増を図るとともに、地域におけ
る福祉的就労から一般雇用への移行を促進
している。これらを踏まえ、障害福祉計画
において、福祉施設から一般就労への年間
移行者数を２３年度までに０．９万人とするこ
ととしている。

①地域障害者就労支援事業

福祉施設利用者や特別支援学校卒業（予
定）者等の福祉的就労から一般雇用への移
行を図るため、ハローワークが中心となっ
て、関係機関からなる個々人に応じた「障
害者就労支援チーム」を作り、就職に向け
た準備から職場定着までの一貫した支援を
行う「チーム支援」を平成１７年度から１８年
度まで全国１０か所のハローワークでモデル
的に実施し、１９年度からは全国展開している。

②障害者就労支援基盤整備事業

福祉施設や特別支援学校等に対し、一般
雇用や雇用支援策に関する理解等を促し、
地域における就労支援の取組の強化を図る
「障害者就労支援基盤整備事業」を、平成
１８年度からすべての労働局で実施している。

ウ 障害種別に応じた支援
①視覚障害のある人への支援

視覚障害のある人については、あん摩、
マッサージ指圧師の職種について、１級か
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連携
（就業支援担当者2～4名）

基礎訓練の
あっせん

就労移行支援
事業者等

特別支援学校

就業面と生活面における一体的な支援
（障害者就業・生活支援センター事業）

障害者就業・生活支援センターでは、就職を希望している障害のある人、あるい
は在職中の障害のある人を対象に、ハローワークや地域障害者職業センター、福祉
事務所や障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携して様々な支援制度を活用し
つつ、就職に当たっての支援や仕事を続けていくための支援を、日常生活面も含め
て行っています。

具体的には、次のような支援を行っています。
〈就業面の支援〉
・就職に向けた準備支援（労働習慣や生活リズムの確立のための訓練のあっせん）
・就職活動の支援（ハローワークへの同行、採用面接への同行、職場実習先の開
拓や職場実習中の支援）

・就職後の職場定着に向けた支援（職場訪問による適応状況の把握、事業所の担
当者との情報交換、課題への対応）

・関係機関との連絡調整（支援を行うに当たって必要な専門機関との連絡調整、
支援制度の利用調整、ケース会議の開催）

〈生活面の支援〉
・日常生活に関する支援（生活習慣の形成、健康管理や金銭管理）
・地域生活に関する支援（住居の確保、年金の受給手続、余暇活動）
・関係機関との連絡調整（支援を行うに当たって必要な専門機関との連絡調整、
支援制度の利用調整、ケース会議の開催）

平成１９年度は全国で１３５箇所が設置・運営され、約３４，０００人を対象に支援を実施
し、職場実習等のあっせんを約５，７００件、就職件数は約４，６００件で、職場訪問による
定着支援は約７１，０００件と高い成果をあげています。
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障　害　者

支援期間１～７ヵ月（標準２～４ヵ月）（地域センターの場合）

職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援について

知的障害者、精神障害者等の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを
派遣し、きめ細かな人的支援を行う。
地域障害者職業センターにおいてジョブコーチを配置して支援を実施するととも

に、就労支援ノウハウを有する社会福祉法人等や事業主が自らジョブコーチを配置
し、ジョブコーチ助成金を活用して支援を実施。

◎支援の契機

・就職時（雇用前又は雇入れと同時に支援を開始）
・職場環境の変化等により職場適応上の問題が生じたとき

◎支援内容

◎標準的な支援の流れ

◎ジョブコーチ配置数（平成２０年３月末現在）

計９０２人 地域センターのジョブコーチ ３０４人
第１号ジョブコーチ（福祉施設型）５６７人
第２号ジョブコーチ（事業所型） ３１人

◎支援状況（平成１９年度、地域センター）

支援対象者数 ３，０１９人
職場定着率 ８３．９％
（支援終了後６ヵ月：平成１８年１０月～平成１９年９月までの支援修了者３，０９３人の実
績）
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事業の協力事業所等

特別支援学校

障害者専門支援員等

定着

ハローワークを中心とした「チーム支援」
～「地域障害者就労支援事業」のスキームの全国展開～

ら３級の視覚障害のある人を７０％以上雇用
するよう努めなければならない「身体障害
者雇用率制度」を設け、雇用の促進を図っ
ている。

また、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、視覚障害者支援機関等の連携

関係機関の「チーム支援」による、福祉的就労から
一般雇用への移行の促進 ～地域障害者就労支援事業～

ハローワークにおいては、福祉施設等を利用する障害のある人が就職を希望する
場合、福祉施設等と連携した就職支援を行っています。
具体的には、
・ハローワークが中心となって、支援対象者ごとに当該福祉施設等をはじめと
する地域の支援関係者からなる「障害者就労支援チーム」を設置

・複数の分野にわたるサービスを効果的かつ計画的に組み合わせるケアマネジ
メントの手法を用い

・就職に向けた準備から職場定着までの一連の支援
を行っています。
この事業は、平成１７年度より全国１０か所のハローワークにおいてモデル的に実施

してきたところですが、平成１９年度からは、２年間で得たノウハウを踏まえ、全国
で実施します。
なお、平成１９年度は、３，５６８人に対し支援を行い、１，７７８人が就職（支援継続中

１，８７４人）し、高い実績をあげています。
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を図りながら、求職視覚障害者の就職支
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
である。

②知的障害のある人への支援

知的障害のある人については、職域を拡
大する観点から各種雇用マニュアル、職域
拡大に関するDVD等でジョブコーチ支援
を活用した接客サービス業、老人保健施設
等での看護補助、事務補助などでの定着を
目指した取組を紹介し、事業主等に対する
啓発を行っている。

③精神障害のある人への支援

平成１８年４月から、精神障害者保健福祉
手帳を所持している人の障害者雇用率への
算定が可能になったことを踏まえ、精神障
害のある人の雇用に関する事業主の理解を
深めるとともに、１９年度においては、医療
機関等を利用している人に就職活動の具体
的な方法等に関するガイダンスを行う、
ジョブガイダンス事業を拡充して実施して
いる。
また、トライアル雇用やジョブコーチ支

援などの各支援施策の活用、地域障害者職
業センターが実施する精神障害者総合雇用
支援、障害者就業・生活支援センターによ
る生活面も含めた支援の実施など、一人ひ
とりの症状に配慮したきめ細かい支援を実
施している。
さらに、平成２０年４月よりハローワーク

に精神障害者就職サポーターを配置すると
ともに、精神障害のある人の障害特性を踏
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
常用雇用を目指す、精神障害者ステップ
アップ雇用奨励金制度を創設したところで
あり、新５か年計画では同制度を活用した

人の６０％を常用雇用へ移行させることを目
指すこととしている。
精神障害のある人については、求職者の

伸びが近年特に高くなっており、一層の雇
用促進を図る必要があることから、新５か
年計画では、５６人以上の規模の企業で雇用
される精神障害のある人を、平成２５年の障
害者雇用状況報告において１．５万人にする
ことを目指すこととしている。

④発達障害のある人への支援

発達障害のある求職者に対する職業紹介
業務を行うに当たっては、地域障害者職業
センターや発達障害者支援センターと十分
な連携を図りながら適切な対応を図っている。
また、支援関係者、事業主の発達障害者

支援のための共通基盤整備のために全国６
ブロックにおいて「発達障害者就労支援者
育成事業」を実施している。さらに、ハ
ローワークにおいて、発達障害等の要因に
よりコミュニケーション能力に困難を抱え
ている求職者について、その希望や特性に
応じた専門支援機関に誘導するとともに、
障害者向け専門支援を希望しない者につい
ては、きめ細やかな就職支援を実施する
「若年コミュニケーション能力要支援者就
職プログラム」を平成１９年度より実施して
いる。新５か年計画においても、これまで
必ずしも充分に支援が提供されなかった高
等学校や大学の生徒や学生も含めた、発達
障害の支援を推進することとしている。

⑤難病のある人への支援

難病のある人の就労実態の調査及び障害
状況に応じた雇用管理のあり方等の調査研
究の成果として、「難病（特定疾患）を理
解するために～事業主のためのQ&A～」、
「難病のある人の雇用管理・就業支援ガイ
ドライン」を作成し、ハローワークをはじ
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めとした就労支援機関において活用されて
いる。
また、ハローワークにおいては、難病相

談・支援センターとの連携による就労支援
も行っている。

⑥中途障害者となった人への支援

在職中に身体障害者となった人、精神障
害者となった人、難病患者となった人等中
途障害者に対しては、雇用継続、職場復帰
等を図るため、企業における理解の促進
等、ハローワークや地域障害者職業セン
ター、医療関係者等が連携して支援を行う
こととしているところである。
新５か年計画においては、在職中に精神

障害者となった人等について、様々な支援
ニーズに対し総合的な支援を図るため、地
域障害者就業センターの実施する精神障害
者総合雇用支援による復職支援及び雇用継
続支援終了後の復職・雇用継続率を７５％以
上とすることを目指す等取組を進めること
としている。

エ 職場での適応訓練
①職場適応訓練

障害のある人に対し、作業環境への適応
を容易にし、訓練修了後は引き続き雇用し
てもらうことを期待して、都道府県知事が
民間事業主に委託して実施する訓練で、訓
練生には訓練手当が、事業主には職場適応
訓練費（２万４，０００円／月）が支給される
（原則、期間６か月以内）。また、重度の
障害のある人に対しては、一般の障害のあ
る人の場合よりも訓練期間、支給期間を長
くし（１年以内）、職場適応訓練費を上積
み支給（２万５，０００円／月）している。

②職場適応訓練（短期）

障害のある人に対し、実際に従事するこ

ととなる仕事を経験させることにより、就
業への自信を持たせ、事業主に対しては対
象者の技能程度、適応性の有無等を把握さ
せるため、都道府県知事が民間事業主に委
託して実施する訓練で、訓練生には訓練手
当が、事業主には、職場適応訓練費（９６０
円／日）が支給される（期間２週間以内）。
また、重度の障害のある人に対しては、一
般の障害のある人の場合よりも訓練期間、
支給期間を長くし（４週間以内）、職場適
応訓練費を上積み支給（１，０００円／日）し
ている。

オ 障害のある人の職業的自立の啓発
障害のある人の職業的自立を進めるた

め、本人や家族、教育・保健福祉・医療等
の関係機関の職員が、障害のある人の雇用
に関する理解を深めるための、自立啓発セ
ミナーの開催や啓発誌の作成、ピアカウン
セラーによる相談などの啓発事業を当事者
団体と連携し行っている。

カ 資格取得試験等における配慮
司法試験においては、公正かつ適正に試

験を実施し、学力を公正に評価するため、
障害のある人に対し、その障害の態様に応
じた措置を講じている。具体的には、点字
による出題及び解答、拡大した問題集及び
答案用紙の提供、試験時間の延長等の措置
を講じている。
司法書士試験、土地家屋調査士試験及び

簡裁訴訟代理等能力認定考査においては、
その有する知識及び能力を答案等に表すこ
とについて障害のない人と比較してハン
ディキャップを補うために必要な範囲で措
置を講じている。具体的には、弱視者に対
する拡大鏡の使用や記述式試験の解答を作
成するに当たってのパソコン（ワープロ）
の使用を、また、試験時間の延長を認める
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等の措置を講じている。

キ 福祉施設等の官公需による仕事の確保
に向けた取組

新５か年計画において、国は、公共調達
における競争性及び公正性の確保に留意し
つつ、福祉施設等の受注機会の増大に努め
るとともに、地方公共団体等に対し、国の
取組を踏まえた福祉施設等の受注機会の増
大を要請することとされたことから、これ
を踏まえ、福祉施設等における官公需によ
る仕事の確保に向けた取組を推進すること
としている。

（３）職業能力開発の充実
ア 一般の公共職業能力開発施設における

受入れの促進
障害のある人の雇用を促進し、職業の安

定を図るためには、障害のある人及び労働
市場のニーズに対応した職業能力開発の実
施が不可欠である。
このため、都道府県立の一般公共職業能

力開発施設において、知的障害や発達障害
のある人を対象とした訓練コースの設置を
促進し、受講機会の拡充を図っている。
また、可能な限り一般の公共職業能力開

発施設において、障害の有無にかかわらず
職業訓練が受けられるよう、ノーマライ
ゼーションの観点から、自動ドア、スロー
プ、手すり、トイレの整備等、施設のバリ
アフリー化等を推進している。

イ 障害者職業能力開発校における職業訓
練の推進

一般の公共職業能力開発施設において職
業訓練を受けることが困難な重度の障害の
ある人については、障害者職業能力開発校
を設置し、職業訓練を実施している。
現在、障害者職業能力開発校は国立が１３

校、都道府県立が６校で、全国に１９校が設
置されており、国立１３校のうち２校は独立
行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、他
の１１校は都道府県に運営を委託している。
障害者職業能力開発校においては、入校

者の障害の重度化、多様化が進んでいるこ
とを踏まえ、個々の訓練生の障害の態様を
十分に考慮し、きめ細かい支援を行うとと
もに、サービス経済化、IT化の進展等に
対応して、職業訓練内容の充実を図ること
により、障害のある人の雇用の促進に資す
る職業訓練の実施に努めている。

ウ 民間の能力開発施設における能力開発
障害のある人の能力開発を図り、その雇

用の促進と安定に資するため、納付金によ
る助成金を財源として民間の能力開発施設
の設置促進を図っており、平成１９年度まで
に全国で２２か所設置されている。訓練施設
については、身体に障害のある人を対象と
するもの１３施設（うち視覚に障害のある人
対象２施設）、知的障害のある人を対象と
するもの１０施設、精神障害のある人を対象
とするもの６施設となっている（複数の障
害を対象としている施設あり）。

エ 障害の態様に応じた多様な委託訓練
雇用・就業を希望する障害のある人の増

大に対応し、障害のある人が居住する地域
で職業訓練が受講できるよう、居住する地
域の企業、社会福祉法人、NPO法人、民
間教育訓練機関等を活用した障害の態様に
応じた多様な委託訓練（以下「障害者委託
訓練」という。）を各都道府県において実
施している。
障害者委託訓練は、主として座学により

知識・技能の習得を図る「知識・技能習得
訓練コース」、企業の現場を活用して実践
的な職業能力の向上を図る「実践能力習得
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訓練コース」及び通校が困難な人などを対
象とした「e－ラーニングコース」の３種
類があり、個々の障害特性や企業の人材
ニーズに応じて多様な支援を行うことが可
能な制度である。障害者委託訓練の受講者
は年々増加しており、平成１９年度において
は、さらに訓練定員を増やし障害のある人
の職業訓練を推進している。また、委託訓
練修了者の就職率については、過去３年
間、おおむね上昇傾向で推移していること
等を鑑み、新５か年計画において、２４年に
５０％となるよう目標設定した。

オ 政令指定都市における職業能力開発の推進
教育、福祉、医療等の実施主体である政

令指定都市において、特別支援学校や福祉
施設等を含む障害者職業能力開発のネット
ワークを構築するとともに、職業能力開発
に係る相談・情報提供、潜在的職業訓練
ニーズの把握を行う障害者職業能力開発プ
ロモート事業を実施し、障害のある人の態
様・希望や企業ニーズに対応した職業訓練
を推進している。

カ 在職中の障害のある人に対する職業訓練
近年の技術革新等の急速な進展に伴い、

多様な職務内容の変化にも迅速に対応でき
るよう、雇用労働者として在職中の障害の
ある人についてもニーズに応じた職業訓練
を行うことが雇用の安定のために重要な課
題となっている。このため、国立の障害者
職業能力開発校において、その施設・設備
等を活用し、在職中の障害のある人に対す
る職業訓練を実施している。

キ 発達障害のある人に対する職業訓練
平成１８年度から１９年度にかけて、吉備高

原障害者職業能力開発校において発達障害
のある人に対する職業訓練を試行的に実施

するとともに、発達障害のある人に対する
効果的な職業訓練指導のあり方に関する調
査研究（２年間）を実施し、その職業訓練
ノウハウをまとめたハンドブックを作成した。
また、平成１９年度から新たに、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ースを
設置しており、今後も職業訓練の受講機会
の拡大を図ることとしている。

ク 障害のある人の職業能力開発に関する啓発
①全国障害者技能競技大会（愛称：アビリ

ンピック）の実施

全国障害者技能競技大会は、障害のある
人の職業能力の開発を促進し、技能労働者
としての自信と誇りを持って社会に参加す
るとともに、広く障害のある人に対する社
会の理解と認識を深め、障害のある人の雇
用の促進を図ることを目的として、アビリ
ンピックの愛称の下、昭和４７年から実施し
ている。
平成１９年度は、国際アビリンピックの開

催により、国内大会は開催されなかった
が、２０年度には、千葉県で第３０回大会が開
催される予定である（２０年１０月２４日～２６日）。

②国際アビリンピックへの日本選手団の派遣

国際アビリンピックは、昭和５６年（１９８１
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
一般の理解と認識を深め、更に国際親善を
図ることを目的として、５６年１０月に第１回
大会が東京で開催され、以降おおむね４年
に１度開催されている。
平成１９年１１月には、第１回大会より２６年

ぶりに、日本（静岡県）で第７回大会が開
催され、「２００７年ユニバーサル技能五輪国
際大会」として、第３９回技能五輪国際大会
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と史上初めて同時開催された。本大会は障
害の有無にかかわりなく誰もが互いの人格
と個性を尊重し支え合うユニバーサル社会
の実現を目指すとともに、ものづくり技能
が尊重される社会の推進を図ることとして
おり、我が国からは職業技能競技２６種目に
７１名、生活余暇技能競技４種目に９名の計
８０名の選手が、厚生労働大臣の激励を受け
て出場した。

（４）雇用の場における障害のある人
の人権の確保

全国の法務局・地方法務局及びその支局
では、雇用の場における障害のある人に対
する差別的取扱い等の人権侵害の疑いのあ
る事案を認知した場合には、事案に応じた
適切な措置を講じるなどして、人権侵害に
よる被害の救済及び予防を図っている。

第７回国際アビリンピック（静岡大会）

国際アビリンピックは、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、事業主及び社会一般
の理解と認識を深め、更に国際親善を図
ることを目的とした大会で、おおむね４
年に１度開催されています。
第７回大会は、平成１９年１１月１４日から

１８日までの５日間にわたり静岡県で、
「２００７年ユニバーサル技能五輪国際大
会」と称して、技能五輪国際大会と史上
初めて同時開催で行われ、３４の国と地域
から９１０名が参加し、大会来場者数は約
２９万３千人に上りました。
競技の種類は、コンピュータプログラ

ミング、データベース、歯科技工、電子
回路接続、精密板金などの職業技能競技
２６種目のほか、編物、陶磁器など障害の
ある人のすばらしい技能をアピールする

生活余暇技能４種目の全３０種目で行われ
ました。我が国からは職業技能競技２６種
目に７１名、生活余暇技能競技４種目に９
名の計８０名の選手が出場し、過去最高の
金１２個、銀１７個、銅１５個のメダルを獲得
し、メダル獲得数は世界一となりまし
た。金メダリストには、内閣総理大臣表
彰として、障害者職業技能表彰が授与さ
れました。
また、本大会では、技能競技の他、喫

茶サービス・和裁等のデモンストレー
ション、海外を含めた企業等による障害
者雇用の取組や最新の就労支援機器など
の展示・実演、国際会議などのイベント
も実施し、成功裡に幕を閉じました。
なお、次回の大会は２０１１年に韓国で開

催されることが決定しています。
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アビリンピック金メダリストの声

２００６年の香川でのアビリンピック国内大
会で２位になり、国際大会への出場が決
まったときはとても嬉しかったです。２位
とはいえ負けたのですから、国際大会はリ
ベンジの場として、また練習してきた同じ
競技でさらに上を目指せる場として、とて
もモチベーションは高かったです。また、
２００７年は春に就職が決まり、夏には長男が
生まれ、秋に地元で国際大会と、大きく環
境が変わる出来事が続き、自分の中では障
害を負って以来、一番充実した年でした。
国際大会では開会式での選手宣誓をさせ
ていただき、技能五輪とアビリンピックの
盛り上がりに改めて圧倒され、この大会に
出場できたことをとても誇りに思いまし
た。競技本番では、練習時にロボットアー
ムを操作させてもらったときに狙った方法
でプログラムが組め、自分の技術を出し切
ることができました。ただ、競技終了後に
他の選手のロボットアームの動きを見たと
きは、彼らに勝てる自信は全くありません
でした。一年たって香川大会のときより成
長したのは皆さんも同じでした。初挑戦の
はずの海外の選手の方々も、初めてとは思
えない動きをロボットアームにプログラム
していました。
そういう「勝てるわけがない」という気
持ちで迎えた翌朝でしたので、優勝の連絡
を受け取ったときの喜びはひとしおでし
た。
香川大会で取った銀メダルは嬉しくも悔
しい思いで取ったものですが、国際大会の
金メダルはできる事を全てやり、香川大会
のときよりも手強くなった人たちの中で獲
ることができ、これ以上無い喜びで受け取
ることができました。
大会終了後も金メダルを取った選手とし
て、首相官邸で福田総理より「障害者職業
技能表彰」を授与して頂き、同じ日に東宮
御所で皇太子殿下の御接見の栄に浴しまし
た。
ただ、夢見る気分で終えたアビリンピッ

クですが、仕事はやはりたまっており、大
会後はしばらく残業が続き、応援してくれ
た会社の方々に迷惑をかけてしまいまし
た。
就職してそろそろ一年が経ちますが、ま
だ年齢に見合った技術を得ていません。負
傷する前にプログラマーをしていたとはい
え、今のWebサイトを作る仕事とは毛色
が異なる仕事だったので、技術は０から身
に付けています。
７年前の２０００年大晦日に、スキー場での
事故で四肢麻痺になったとき、自力では
ナースコールも押せない現実に泣いていま
した。
ですが今、私は結婚し、子供が生まれ、
仕事をして家族を養っています。事故に遭
う前、健常だったころには想像もできな
かった大きな大会で金メダルを獲り、受賞
しました。仕事が辛いと思うことも確かに
ありますが、自分が、車椅子を自力で漕ぐ
のがやっとの障害をもっていることを思い
出し、体以外の悩みを持つのは幸せなので
はないか、と気づきます。
また、自分がこの生活を続けていられる
のは周りの人たちのお陰であり、受傷当時
の入院生活で大変だったのも自分ではなく
家族や友人、妻であることにも気が付くこ
とができました。
まだまだ健常な方々のお世話になってい
る身ですが、障害を持った自分が少しでも
回りの人たちを手助けできたら、と思いま
す。
現在は健常な方に頼って生きている身体
障害者の方も多いと思いますが、お世話に
なっている分障害者が健常者を助ける、助
けるまで行かなくても何かの手伝いができ
るようになれば、と思います。
アビリンピック国際大会は現実離れした
経験でしたが、だからこそ今までとは違う
考えをもつきっかけを与えてくれたと思い
ます。
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第
章4第 章4
第１節

生活安定のための施策

１ 利用者本位の生活支援体制の整備

（１）支援費制度から障害者自立支援法へ
障害保健福祉施策においては、障害のあ

る人の地域における自立した生活を支援す
る「地域生活支援」を主題に身体障害、知
的障害及び精神障害それぞれについて、住
民に最も身近な市町村を中心にサービスを
提供する体制の構築に向けて必要な改正を
行ってきた。
とりわけ、「支援費制度」は、サービス

の在り方をそれまでの「措置」から「契約」
に大きく変え、自己決定、利用者本位の考
え方を明確にした。
この「支援費制度」の下で、知的障害の

ある人や障害のある児童を中心に利用者が
急増し、サービスの空白地帯が減ってサー
ビス実施市町村が増えるなど、障害のある
人の地域生活支援は大きく前進したといえ
る。
その一方で、サービス利用の急速な伸び

に対応できるように制度をより安定的かつ
効率的なものとすること、サービス提供に
ついて自治体間に大きな格差が生じている
こと、精神障害のある人が制度の対象外と
なっているなど障害種別等によって福祉
サービスや公費負担医療の利用の仕組みや
内容が異なっていること等の課題ととも
に、障害のある人が地域で自立して生活す
るために必要な就労の支援策の充実等の新
たな政策課題も生じてきた。
これらの課題に対応し、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
日常生活又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係る給付
その他の支援を行う「障害者自立支援法」
が成立し、平成１８年４月１日から施行され
ている。
同法の施行に当たっては、新サービス体

系の円滑な施行のための措置や障害のある
児童を養育する世帯に配慮するための施設
利用者の負担軽減措置など５つの対策が実
施された。その後、同法による新たなサー
ビス提供の仕組みがこれまでにない抜本的
な見直しを行うものであったことを踏ま
え、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
法円滑施行特別対策を実施することとし、
１８年度補正予算９６０億円を含め、総額１，２００
億円にのぼる施策が実施されることとなっ
た。
さらに、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ームが同
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
題とその方向性が明示された。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」で造成した基金の活用
を含め満年度ベースで総額３１０億円の緊急
措置を講ずることとされた。

（２）障害者自立支援法の概要
ア 障害福祉サービスの一元化
①３障害（身体、知的、精神）の一元化
従来の障害福祉制度では、身体障害、知

的障害、精神障害といった障害の種類ごと
に縦割りにサービスが提供されていた。そ
のため、施設・事業体系が分かりにくく、
使いにくいといった指摘があった。また、
精神障害のある人は支援費制度の対象と
なっていなかった。
「障害者自立支援法」では、障害の種類

日日日日日日日日日日日日日日日日々々々々々々々々々々々々々々々々のののののののののののののののの暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららららららららららししししししししししししししししのののののののののののののののの基基基基基基基基基基基基基基基基盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤づづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりり



80

によって異なる各種福祉サービスを一元化
し、これによって、障害の種類を超えた共
通の場で、それぞれの障害特性などを踏ま
えたサービスを提供することができるよう
になり、比較的小規模な市町村において
も、サービスを提供しやすい仕組みとなっ
た。

②実施主体の市町村への一元化
障害のある人へのサービスは、基本的な

住民サービスと位置づけられており、これ
まで都道府県から、より身近な市町村に段
階的に実施主体を移してきた。しかし、一
部のサービスでは、都道府県が実施主体と
なっていた。
実施主体がまちまちでは、利用者に分か

りづらく不便であるため、市町村が福祉
サービスの提供に関する事務を一元的に行
えるようにするとともに、国と都道府県は
それをサポートする仕組みに改めた。今
後、より利用者に身近な市町村が責任を
持って、障害のある人たちにサービスを提
供することになった。

イ 利用者本位のサービス体系に再編
①介護給付、訓練等給付、地域生活支援事
業を創設
福祉施設の体系は、数十年にわたりほと

んど変わらずにきており、施設利用者の実
際のニーズに合わない面も出てきた。
「障害者自立支援法」では、障害のある

人の自立を一層支援するために、サービス

■図表１―２９ 障害保健福祉施策の改革について

資料：厚生労働省
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の体系を「施設」の単位ではなく、介護的
なサービスや就労移行への支援といった
サービスの機能に応じた「事業」の単位に
再編した。新しい福祉サービスの体系は、
大別して介護給付、訓練等給付、地域生活
支援事業の三つに再編されている。
介護給付は、ホームヘルプサービスや生

活介護など、また、訓練等給付は自立訓練
や就労移行支援などである。どちらも国と
地方公共団体が義務的に費用を負担する自
立支援給付に位置づけられ、障害の種類に
かかわらず全国一律の共通したサービスが
提供される。このほか自立支援医療や補装
具費なども自立支援給付として法律に規定
されている。
一方、地域生活支援事業は、市町村及び

都道府県が創意工夫によって利用者の状況
に応じて柔軟に実施するものである。相談
支援、移動支援、手話通訳者等の派遣など
を行うコミュニケーション支援などの事業
がある。

②「日中活動の場」と「住まいの場」の分離
入所施設のサービスを昼のサービス（日

中活動事業）と夜のサービス（居住支援事
業）に分けることにした。これは施設にい
ても他の日中サービスを選べることができ
るよう「日中活動の場」と「住まいの場」
を区分することにより住まいを含め障害の
ある人が自分に合ったサービスを選べるよ
うにすることを目指すものである。
また、日中活動事業と居住支援事業の分

離によって、入所施設に入所していない障
害のある人も、入所施設が実施する日中活
動支援のサービスを利用することができる
ようになる。入所施設の側からすると、住
まいとして、また、日中活動の場として、
より魅力的なものにしていくことが求めら
れ、サービスの向上が期待される。

なお、「障害者自立支援法」における昼
のサービス（日中活動事業）については、
以下のように再編した。
療養介護は、医療と常時の介護を必要と

する人に、医療機関において、機能訓練、
療養上の管理、看護、介護及び日常生活の
世話を行うサービスである。
生活介護は、常に介護を必要とする人

に、昼間、入浴等の介護を行うとともに、
創作的活動又は生産活動の機会を提供する
サービスである。
自立訓練は、機能訓練と生活訓練とに大

別され、自立した日常生活又は社会生活が
できるよう、一定期間、身体機能又は生活
能力の向上のために必要な訓練を行うサー
ビスである。
就労移行支援は、一般就労等への就労を

希望する人に、一定期間、就労に必要な知
識及び能力の向上のために必要な訓練を行
うサービスである。
就労継続支援は、一般企業等での就労が

困難な人に、働く場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行うサービスであり、雇用契約を結ぶA
型と、雇用契約を前提としないB型に大
別される。
地域活動支援センターは、障害のある人

が通い、創作的活動又は生産活動の機会の
提供、社会との交流の促進等の便宜を図
る。
障害のある児童に日常生活における基本

的な動作の指導、集団生活への適応訓練等
を行う児童デイサービスについても、同法
上の障害福祉サービスとして規定した。

③地域の限られた社会資源を活かす
通所施設（授産施設、更生施設など）の

運営主体は、行政を除いて、社会福祉法人
に限られていたが、これをNPO法人、医
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○障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した
33種類の既存施設・事業体系を、6つの日中活動に再編。

・「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。
・24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ（日中活動の場と生活の場の分離）。
・入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、１人１人の利用者に対し、
身近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。

重 症 心 身 障 害 児 施 設
（ 年 齢 超 過 児 ）

進行性筋萎縮症療養等給付事業

身 体 障 害 者 療 護 施 設

更 生 施 設（ 身 体・知 的 ）

授産施設（身体・知的・精神）

小規模授産施設（身体・知的・精神）

福祉工場（身体・知的・精神）

精 神 障 害 者 生 活 訓 練 施 設

精神障害者地域生活支援センター
（ デ イ サ ー ビ ス 部 分 ）

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス

※概ね5年程度の経過措置期間内に移行。

新
体
系
へ
移
行（
※
）

日中活動 居住支援

以下から一又は複数の事業を選択

【介護給付】
①療養介護
　（医療型）
※医療施設で実施。
②生活介護
　

【訓練等給付】
③自立訓練
　（機能訓練・生活訓練)
④就労移行支援
⑤就労継続支援
　（A型＝雇用型、B型）

【地域生活支援事業】
⑥地域活動支援センター

施設への入所

又は

居住支援サービス
（ケアホーム、グループホーム、

福祉ホーム）

療法人、財団法人など社会福祉法人以外の
法人でも運営することができるように規制
を緩和した。
障害のある人の身近なところにサービス

の拠点を増やしていくためには、既存の限
られた社会資源を活かし、地域の多様な状
況に対応できるようにしていく必要があ
る。障害のある人が日常的に身近な通所事
業を利用できるようにすることで、障害の
ある人もない人も共に生きる「共生」のま
ちづくりが進むことが期待される。

ウ 就労支援の抜本的強化
①就労移行支援事業等の創設
全国社会就労センター協議会のデータに

よれば、養護学校の卒業者の半数以上が福
祉施設に通っており、そのうち就職のため
に施設を出た人は、年間で少数にすぎない
とされている。
障害のある人が地域で自立して生活して

いく上で、就労できる環境を整備していく
ことは、重要である。そこで、障害のある
人の就労支援を強化するために、「就労移
行支援事業」等の事業を創設した。例えば
同事業は、福祉施設から一般就労への移行
を進めることを目的とした事業である。就
労を希望する障害のある人に対し、期限を
設けたプログラムに基づいて、就労に必要
な知識と能力を向上させるために必要な訓
練を行う事業である。

②工賃倍増に向けた取組
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、一般就労への移行支
援のみならず、福祉施設等における工賃水
準の向上を図ることが重要であり、「障害
者自立支援法」の施行後、平成１９年度より
「工賃倍増計画支援事業」が創設されてい
る。
同事業により、都道府県ごとに工賃の倍

■図表１―３０ 施設・事業体系の見直し

資料：厚生労働省
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増を図るための具体的な方策を定めた「工
賃倍増計画」が策定されることとなり、５
年後の平成２３年度には現状の工賃の倍増を
目指すこととしている。これは、１９年２月
に策定された「成長力底上げ戦略」におい
て「『工賃倍増５か年計画』による福祉的
就労の底上げ」として位置づけられ、官民
一体となった取組を推進することとしてい
る。
具体的には、各事業所において、民間企

業等の技術、ノウハウ等を活用し、経営コ
ンサルタントや企業OBの受入れによる経
営改善や企業経営感覚の醸成を図るととも
に、一般企業と協力して商品開発や市場開
拓等を行うこととしている。

エ 支給決定の透明化・明確化（平成１８年
４月から障害程度区分認定開始）

①客観的な尺度（障害程度区分）の導入
支援費制度では、支給決定に際して統一

的な評価項目や基準が定められていなかっ
た。そのため、同じような障害状態にあっ
ても地域によって市町村が決定するサービ
スの種類や量には、大きな格差が生じてい
るとの指摘がされていた。
「障害者自立支援法」では、支援の必要

度に関する客観的な尺度として、障害程度
区分を導入した。障害程度区分は、サービ
スの必要性を明らかにするために、障害の
ある人の心身の状態を総合的に示す区分で
ある。

②支給決定のプロセスを透明に
サービスの決定に当たって、まず市町村

が事前に障害のある人の面接調査を行い、
その調査を基に、障害程度区分の一次判定
が行われ、さらに障害保健福祉の有識者な
どで構成される審査会での審査（二次判定）
を経て、最終的に市町村が決定する仕組み

となり、支給決定のプロセスの透明化が図
られている。
また、新しい支給決定のプロセスでは、

障害のある人や家族からの相談に応じ、障
害のある人一人ひとりの心身の状況、サー
ビス利用の意向、家族の状況などを踏ま
え、適切な支給がなされるようにするとと
もに、様々な種類のサービスが適切に組み
合わされ、計画的に利用されるようにする
ための仕組み（ケアマネジメント）が制度
化された。

オ 費用をみんなで負担し合う仕組みの強化
①国の費用負担を義務づける
これまで国には、居宅サービスに関する

部分の費用を負担する義務はなかったが、
制度の安定性・継続性を強化するために、
国の費用負担を義務的なものとした。具体
的には、国は費用の２分の１、都道府県と
市町村はそれぞれ費用の４分の１ずつを負
担することを義務づけた。これにより、障
害のある人に安心して制度を利用してもら
えるように、国は財政面でも最大限の努力
をしていくこととなった。

②サービスの量と所得に着目した負担に
これまでの福祉サービスの利用者負担

は、所得に応じて負担額を決める、いわゆ
る応能負担の仕組みが基本であった。
平成１８年４月より、福祉サービスの利用

者も含め、皆で制度を支え合う仕組みとす
るため、利用者の負担をサービスの利用量
に応じたものに改め、国の費用負担の義務
づけと併せてサービスにかかる費用の原則
一割の負担とした。
しかし、所得の少ない方に配慮し、月額

負担上限の設定など様々な軽減措置を講じ
ている。
また、食費・光熱水費などの実費負担に
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ついては、施設利用の場合と在宅生活の場
合の費用負担の均衡を図るために、給付の
対象外とし自己負担とした。この場合も、
負担能力の乏しい人に対しては、負担を軽
減する仕組みを導入している。
平成１９年４月から、特別対策により一般

世帯の一部を含めた低所得者の負担上限を
４分の１に軽減する等利用者負担の軽減策
を講じているが、平成２０年７月からは、障
害者・障害児の低所得者世帯を中心とした
利用者負担の更なる軽減、障害児世帯にお
ける軽減対象範囲の拡大、負担上限月額を
算定する際の所得段階区分の個人単位を基
本とした見直し等の緊急措置を講ずること
としている。

カ 障害福祉計画に基づく計画的なサービ
ス基盤整備の推進

障害福祉サービスは、各自治体において
提供体制が様々であり、地域によって、
サービスの実施内容等に大きな格差が生じ
ていた。そのため、「障害者自立支援法」
において、障害のある人に必要なサービス
が提供されるよう、将来に向けた計画的な
サービス提供体制の整備を進める観点か
ら、国の定めた基本的な指針（以下「基本
指針」という。）に基づき、地方自治体に、
必要なサービス量とそれを確保するための
方策等を記載した障害福祉計画を策定する
ことが義務づけられている。
その基本指針においては、

・「障害者等の自己決定と自己選択の尊重」
・「市町村を基本とする仕組みへの統一と
三障害の制度の一元化」

・「地域生活移行や就労支援等の課題に対
応したサービスの基盤の整備」

を基本的理念とするとともに、基盤整備の
基本的な考え方として、
・「全国どこでも必要な訪問系サービスの

保障」
・「希望する障害者等に対する日中活動
サービスの保障」

・「グループホーム等の充実を図り、施設
入所・入院から地域生活への移行の推
進」

・「福祉施設から一般就労への移行等の推
進」

を挙げている。
また、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
おける数値目標を設定するとともに、この
目標を達成するために必要なサービス見込
量を設定することとしている。基本指針で
は目標として以下を掲げることとしてい
る。

目標① 福祉施設入所者の地域生活への移行
平成２３年度末までに、現在の入所施設の

入所者の１割以上が地域生活に移行し、そ
れとともに、施設入所者数を現在の水準か
ら７％以上削減することを目指す

目標② 平成２４年度までに「受け入れ条件
が整えば退院可能な精神障害者」（平成１４
年患者調査で約７万人）を解消
平成２３年度の退院可能精神障害者数の減

少目標値を設定するとともに、医療計画に
おける基準病床数の見直しを進める

目標③ 福祉施設から一般就労への移行
平成２３年度中に一般就労に移行する者が

現在の４倍以上とすることを目指す
現在の福祉施設利用者のうち、２割以上

が就労移行支援事業を利用することを目指
す
就労継続支援事業利用者のうち、３割は

A型事業を利用することを目指す
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○国は、「基本指針」において、障害福祉計画作成に当たって基本となる理念、サービス見込量の算定
の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取組みなど、下記の事項について定めるものとする
　・障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本事項
　・市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
　・その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
○市町村及び都道府県は、国の「基本指針」を踏まえ、平成23年度までの新サービス体系への移行を
念頭に置きながら数値目標を設定し、平成18年度中に平成20年度までを第１期とする障害福祉計
画を策定するものとする

平成18年春 18年度 19年度 20年度

新サービス体系への移行

21年度 22年度 23年度

国
の
基
本
指
針

平
成
23
年
度
の
数
値
目
標

第１期計画期間

障害福祉計画策定
（都道府県、市町村）

基本指針に則して、平成23年
度を目標において、地域の実
情に応じ、サービスの数値目
標を設定
・訪問系サービス
・日中活動系サービス
・居住系サービス

第２期計画期間

障害福祉計画策定
（都道府県、市町村）

※第１期の実績を踏まえ、
　第２期計画を策定

サービス利用者は、訪問系、日中活動
系、居住系それぞれが今後増加していくと
見込まれる中、支援が必要な人に適切な
サービスが安定的に提供できる体制を計画
的に整備していくよう、国、自治体が充分
連携し施策を進めていくこととしている。
なお、都道府県障害福祉計画に係る数値

目標及びサービス見込量の全国集計値（平
成１９年７月末時点）は、図表１―３２の通りで
ある。
数値目標については、福祉施設入所者の

地域生活への移行が、平成２３年度末までに
現在の施設入所者１４．６万人のうち、１．９万
人が地域生活へ移行するとともに、現在の
施設入所者のうち１．１万人減らすことを目

標としている。受け入れ条件が整えば退院
可能な精神障害のある人については、２３年
度末までに現在の４．９万人から３．７万人減少
することを、また、福祉施設からの一般就
労への移行については、２３年度における年
間の一般就労移行者数を、現在の０．２万人
から０．９万人になることをそれぞれ目標と
している。
サービス見込量については、訪問系サー

ビスの平成２３年度の月間の利用時間数を、
１８年度の３４０万時間から５２２万時間になるよ
う見込んでいる。また、日中活動系サービ
スの２３年度の月間のサービス提供量を、１７
年度の５９９万人日分から８２５万人日分に、グ
ループホーム・ケアホームの２３年度の月間

■図表１―３１ 障害福祉計画について

資料：厚生労働省
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■図表１―３２ サービス利用者の将来見通し等

数値目標について

項 目 数 値 考 え 方
現在の施設入所者 １４．６万人 平成１７年１０月１日現在の全施設入所者

目
標
値

地域生活移行者数 １．９万人 上記のうち、グループホーム・ケアホーム等へ地域移行する者の数
１３．２％ 地域生活移行者数を全入所者で除した値

施設入所者の削減数 ※ １．１万人 平成２３年度末段階での削減数
※ ７．８％ 削減数を全入所者で除した値

項 目 数 値 考 え 方

現在の退院可能精神障害者 ４．９万人
現在の退院可能精神障害者数については、各都道府県において独自
に実態調査を実施しているケースがあるため、調査時点や対象者が
異なる場合や現在数を記載していない場合がある。

【目標値】 減少数 ※ ３．７万人 上記のうち、平成２３年度末までの減少数

項 目 数 値 考 え 方
現在の年間一般就労移行者数 ０．２万人 平成１７年度において福祉施設を退所し、一般就労した者の数
目
標
値
年間一般就労移行者数 ０．９万人 平成２３年度において福祉施設を退所し、一般就労する者の数

３．９倍 平成２３年度目標値の平成１７年度実績に対する割合

種 類 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２３年度
居宅介護
重度訪問介護
行動援護
重度障害者等包括支援

３４０．１万時間 ３７６．１万時間 ４１２．２万時間 ５２１．８万時間

種 類 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２３年度
生活介護 ４５．２万人日分 １３２．１万人日分 ２０１．７万人日分 ３９３．７万人日分
自立訓練（機能訓練） ２．３万人日分 ５．９万人日分 ８．６万人日分 １４．６万人日分
自立訓練（生活訓練） ６．４万人日分 ２０．０万人日分 ３１．２万人日分 ５８．９万人日分
就労移行支援 ８．９万人日分 ２９．２万人日分 ４１．５万人日分 ７２．０万人日分
就労継続支援（A型） ３．１万人日分 ９．２万人日分 １５．６万人日分 ４２．８万人日分
就労継続支援（B型） ２１．６万人日分 ７３．９万人日分 １２２．１万人日分 ２３４．２万人日分
療養介護 ０．３万人分 ０．４万人分 ０．４万人分 １．０万人分
児童デイサービス ２３．３万人日分 ２６．２万人日分 ２８．３万人日分 ３３．９万人日分
短期入所 ２１．１万人日分 ２４．４万人日分 ２６．８万人日分 ３４．５万人日分

種 類 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２３年度
共同生活援助
共同生活介護 ３．８万人分 ４．５万人分 ５．３万人分 ８．０万人分
施設入所支援 ０．８万人分 ３．６万人分 ６．０万人分 １３．５万人分

種 類 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２３年度
相談支援 １．６万人分 ２．８万人分 ３．４万人分 ４．８万人分

種 類 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２３年度
旧通所系サービス ３１８．１万人日分 ２５７．３万人日分 ２０１．０万人日分 ５．７万人日分
旧入所系サービス ２４７．２万人日分 １８５．５万人日分 １３２．７万人日分 ３．５万人日分

種 類 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２３年度
旧入所系サービス １４．２万人日分 １１．３万人日分 ８．８万人日分 ０．３万人日分

１ 福祉施設からの地域生活への移行

２ 退院可能精神障害者の減少

３ 福祉施設から一般就労への移行

○ 新体系 サービス見込量
１ 訪問系サービス

２ 日中活動系サービス

３ 居住系サービス

４ 相談支援

○ 旧体系サービス見込量
１ 日中活動系サービス

２ 居住系サービス

（注１）ここでいう「時間」とは、平均的な月間のサービス提供時間をいう。
（注２）ここでいう「人日分」とは、「人日分」＝「月間の利用人数」×「一人一月当たりの平均利用日数」をいう

資料：厚生労働省
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【数値目標】　福祉施設からの地域生活への移行

○施設入所者の地域生活への移行については、平成23年度まで
に現在の施設入所者（14.6万人）のうち、1.9万人（約13％）
が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、現在の施設入所者のうち1.1万人（約7.8％）が削
減されることが見込まれている。

施設入所者数
14.6万人

施設入所者数
13.5万人

地域生活移行者数
△1.9万人
（13％）削減数

1.1万人（7.8％）

【平成17年10月現在】 【平成23年度末】

※数値目標を設
定していない都
道府県があり、
当該都道府県分
を含まない数値
である。

【数値目標】　福祉施設から一般就労への移行等

○一般就労への移行については、平成23年度中に一般就労へ移
行する者の数が、平成17年度の一般就労移行実績の約3.9倍
になることが見込まれる。また、就労継続支援事業全体の見
込量において、その約15％が就労継続支援Ａ型である。

※児童デイ・短期入所・療養介護は含んでいない。
※「人日分」＝「月間の利用人数」×「一人一月当たりの平均利用
日数」

年　間
一般就労移行者数

0.2万 人

平成23年度における就労継続支援
事業全体のサービス見込量

277万人日分（100％）

年間
一般就労移行者数

0.9万人

Ｂ型
234万人日分（85％）

Ａ型 43万人日分 （15％）

【平成17年度現在】 【平成23年度末】

【数値目標】入院中の退院可能精神障害者の減少目標値

○退院可能精神障害者については、受け入れ条件が整えば退院
可能な精神障害者（以下、退院可能精神障害者。）4.9万人の
うち、平成23年度末までに3.7万人を退院させることが見込
まれている。

退院可能
精神障害者数

4.9万人

退院可能
精神障害者数

減少数
3.7万人

【平成19年度現在】 【平成23年度末】

※数値目標を設定
していない都道府
県があり、当該都
道府県分を含まな
い数値である。

※現在の退院可能精
神障害者数について
は、各都道府県にお
いて独自に実態調査
を実施しているケー
スがあるため、調査
時点や対象者が異な
る場合や現在数を記
載していない場合が
ある。

障害福祉サービス見込量の推移（訪問系サービス）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成23年度

340万 376万 412万 522万

対前年度11％増
対前年度10％増

対18年度1.5倍

3.9倍

障害福祉サービス見込量の推移 （日中活動系サービス）

平成17年度 平成19年度 平成20年度 平成23年度

（総量）
599万

（総量）
653万 （総量）

713万
（総量）
754万

（総量）
825万

（対前年度 9％増）
（対前年度 9％増）

（対前年度 6％増）
対17年度 1.4倍

平成18年度

…

…

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
総
量

新体系サービス

旧体系サービス 平成23年度末
　に解消

（人日分）

障害福祉サービス見込量の推移　（居住系サービス）

平成17年度 平成19年度 平成20年度 平成23年度

（総量）
15.0万

（総量）
15.0万

（総量）
14.9万

（総量）
14.8万

（総量）
13.8万

グループホーム
3.4万

GH・CH
3.8万

（対前年度11%増）

4.5万
（対前年度 20%増）

5.3万
（対前年度 18%増）

8.0万

削滅数

平成18年度 …

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
総
量

（時間分）

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
総
量

新体系サービス

旧体系サービス 平成23年度末
　に解消

（人分）

■図表１―３２ サービス利用者の将来見通し等

資料：厚生労働省
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特別対策の概要（３年間で国費1,200億円）

障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置

１．利用者負担の更なる軽減 （平成19年度当初、20年度当初：計240億円）

〈平成18年12月〉

〈平成19年12月〉

２．事業者に対する激変緩和措置（18年度補正：300億円）

３．新法への移行等のための緊急的な経過措置（18年度補正：660億円）

　      →　負担感の大きい通所・在宅、障害児世帯を中心とした対策を実施

　　      ・通所・在宅　 １割負担の上限額の引下げ（１／２　→　１／４）
　　　　      　　　　　軽減対象の拡大（収入ベースで概ね600万円まで）
　　　         ※障害児については通所・在宅のみならず入所にも対象拡大を実施
　　      ・入所　　　　工賃控除の徹底（年間28.8万円まで全額控除）

　      →　日割り化に伴い減収している通所事業者を中心とした対策を実施

　　      ・旧体系　　　従前額保障の引上げ（80％　→　90％）
　　　        ※旧体系から新体系へ移行する場合についても90％保障の創設
　　      ・通所事業者　送迎サービスに対する助成

　      →　直ちには移行できない事業者の支援と法施行に伴う緊急的な支援

　　      ・小規模作業所等に対する助成
　　      ・移行への改修等経費、グループホーム借上げのための初度経費の助成
　　      ・制度改正に伴うかかり増し経費への対応、広報・普及啓発　等

○　「障害者自立支援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踏ま
え、特に必要な事項について緊急措置を講ずる。

【緊急措置】
　「特別対策」で造成した基金の活用を含め満年度ベースで総額310億円　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔20年度予算〕　130億円  
　
　①　利用者負担の見直し（20年７月実施）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70億円
　　・低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減【障害者・障害児】（満年度ベースで100億円）＊
　　・軽減対象となる課税世帯の範囲の拡大【障害児】
　　・個人単位を基本とした所得段階区分への見直し【障害者】
　
　②　事業者の経営基盤の強化（20年４月実施）・・・・・・・・・・・・・・・・・・30億円

（「特別対策」の基金の活用を含め180億円）＊   
　
　③　グループホーム等の整備促進（20年度実施）・・・・・・・・・・・・・・・30億円＊
　　・グループホーム等の施設整備に対する助成

障害者自立支援法の特別対策等

資料：厚生労働省
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所得段階に応じた負担限度額の設定（居宅・通所サービスの場合）

資料：厚生労働省
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の利用者数を、１７年度の３．４万人から８．０万
人になるようそれぞれ見込んでいる。
新５か年計画においては、これらに基づ

き数値目標を設定しているところである。

（３）身近な相談支援体制の構築
障害のある人や障害のある児童の親に対

する一般的な相談支援については、「障害
者自立支援法」により、平成１８年１０月から、
障害種別に関わらず、事業の実施主体を利
用者に身近な市町村に一元化して実施して
いる（障害者相談支援事業）。また、市町
村における相談支援事業の機能を充実・強
化するため、地域生活支援事業の中で市町
村相談支援機能強化事業、成年後見制度利
用支援事業、住宅入居等支援事業を実施し
ている。
広域・専門的な支援や人材育成について

は、都道府県の地域生活支援事業等の中
で、都道府県相談支援体制整備事業、高次
脳機能障害支援普及事業、発達障害者支援
センター運営事業、障害者就業・生活支援
センター事業、障害児等療育支援事業、相
談支援従事者研修事業等を実施し、市町村
をバックアップしている。
また、市町村は、相談支援体制の整備を

はじめとした地域の支援システム等の構築
について関係者が協議する場として、地域
自立支援協議会を設置・運営することと
し、都道府県は、都道府県全体の支援シス
テムづくりに関する主導的役割を担う協議
の場として都道府県自立支援協議会を設
置・運営している。
都道府県においては、市町村に対する専

門的な技術支援、情報提供及びサービス調
整の役割を担っている更生相談所が設けら
れており、設置状況は、身体障害者更生相
談所（平成１９年度現在７５か所）、知的障害
者更生相談所（１９年度現在７６か所）、児童

相談所（１９年度現在１９６か所）、精神保健福
祉センター（１８年度現在６４か所）となって
いる。また、市町村を活動区域とする身体
障害者相談員及び知的障害者相談員を設置
している。
国においては、市町村の区域で生活に関

する相談、助言その他の援助を行う民生委
員、児童委員を委嘱している。
全国の法務局・地方法務局及びその支局

は、障害のある人に対する人権問題につい
て相談に応じ、助言等を行っているほか、
法務省のホームページ上でインターネット
を通じて人権相談の受付を行っている。平
成１９年においては、知的障害者更生施設等
の社会福祉施設において、入所者及びその
家族が気軽に相談できるよう特設の人権相
談所を開設した。
この他にも、全国の市町村に配置された

人権擁護委員は、法務局の人権相談所や市
役所などの公共施設・デパート等におい
て、障害のある人からの相談に応じてい
る。
保健所、医療機関、教育委員会、特別支

援学校、ハローワーク、ボランティア団体
等においても、相談支援が行われている。
「いのちの電話」は、精神的危機に直面

し、援助と励ましを求めている人々と主に
電話で対話し、健全な社会人として生活で
きるよう援助することを目的として２４時間
体制での相談事業を行っている。

（４）権利擁護の推進
認知症の人、知的障害のある人、精神障

害のある人など、判断能力の不十分な人々
を保護し支援するための新たな公示制度で
ある成年後見登記制度の運用が、平成１２年
度から東京法務局で開始され、証明書の交
付については、１７年１月３１日から全国の法
務局・地方法務局で行っている。
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資料：厚生労働省

成年後見制度の周知を図るため、パンフ
レットの配布や法務省のホームページへの
Q&Aの掲載などを行った。成年後見制度
利用支援事業は、知的障害のある人が市町
村長の申し立てにより成年後見制度を利用
する場合に、その手続きや後見活動に係る
費用等について補助を行っている。平成１７
年４月１日現在で６００市町村（２４．８％）が
実施しており、今後とも本事業の周知を図
ることとしている。
日常生活自立支援事業は、認知症高齢

者、知的障害のある人、精神障害のある人
等のうち判断能力が十分でない人々が、地
域において自立した生活を送ることを支援

するため、福祉サービスの利用や日常的な
金銭管理に関する援助を行う事業として、
都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基
幹的な市区町村社会福祉協議会を中心に実
施されている。平成１９年４月から１２月まで
の実施状況は、本事業に関する相談件数が
延べ５２万５，６０６件、本事業の利用契約を締
結したものが６，４７８人（１９年１２月末現在の
本事業の実利用者数は２万４，８８６人）となっ
ており、今後とも本事業の一層の定着を図
ることとしている。
内閣府では、障害のある人の周りの人々

による見守りの強化の一環として、障害者
団体をはじめとし高齢者団体・行政機関等

■図表１―３３ 成年後見制度利用支援事業
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を含む２２の団体・機関の総意により、「高
齢消費者・障害消費者見守りネットワーク
連絡協議会」を平成１９年１月より３回にわ
たり開催し、１９年３月２０日に、「高齢者及
び障害のある人の消費者トラブルの防止に
向けて」を取りまとめた。
同取りまとめに基づき、障害のある人や

その周りの方々に悪質商法の手口等を電子
メールで伝える「見守り新鮮情報」の発行、
消費者問題等の知識を障害のある人に伝え
る障害者見守りボランティアの育成、障害
者見守り活動の紹介等を行っている。
国民生活センターでは、人の生命・身体

等に重大な影響を及ぼす商品のテスト結果

■図表１―３４ 認知症高齢者、障害のある人等（＊）の相談件数（年度別・男女別）（１９９７～２００６年度）

■図表１―３５ 認知症高齢者、障害のある人等（※）の相談件数（商品・役務別 １０位まで）（１９９７～２００６年度）

全 体
全 体 件数 男 性 件数 女 性 件数

１ フリーローン・サラ金 ５，２８４ フリーローン・サラ金 ３，１５７ ふとん ３，１３２
２ ふとん ４，０３６ 電話情報提供サービス ２，０２４ 浄水器 ２，４２１
３ 浄水器 ３，４９６ 浄水器 ９８９ フリーローン・サラ金 １，９８５
４ 新聞 ２，８１９ 商品一般 ９５５ 新聞 １，８３４
５ 商品一般 ２，６６５ 新聞 ８９８ 商品一般 １，６０７
６ 電話情報提供サービス ２，５１７ ふとん ８１６ 羽毛ぶとん １，２９８
７ 羽毛ぶとん １，６５９ 屋根工事 ５７９ 健康食品全般 １，１５８
８ 床下換気扇 １，６４４ 絵画・書画 ５７９ 床下換気扇 １，０３９
９ 健康食品全般 １，５８５ 床下換気扇 ５６６ 他の健康食品 １，０１９
１０ 建物清掃サ－ビス １，３７０ 建物清掃サ－ビス ５１１ ふとん類全般 ９５６

＊知的障害のある人、精神障害のある人、脳血管疾患や事故の後遺症による疾患等のある人を含む
（２００８年２月末日までの登録分）

資料：独立行政法人 国民生活センター調べ

※知的障害のある人、精神障害のある人、脳血管疾患や事故の後遺症による疾患等のある人を含む
（２００８年２月末日までの登録分）

資料：独立行政法人 国民生活センター調べ
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や悪質商法等による消費者の被害防止、安
全性の問題、高齢化・国際化に関する問題
など、生活を取り巻く諸問題についての知
識や情報を、消費者の立場に立った５分間
の生活情報テレビ番組「ご存じですか」（年
２６回、水曜日、１１時２５分～１１時３０分）とし
て全国３１局ネットで提供している。なお、
この番組では手話放送を行っている。
また、悪質な手口により消費者被害に

あったとして、全国の消費生活センターと
国民生活センターに寄せられた「知的障害
のある人、精神障害のある人、認知症高齢
者等が契約当事者である相談」は平成１１年
度以降、１７年度まで増加傾向にある（１１年
度の３，１９５件に対して１７年度は１２，５３８件と
６年間で約４倍の増加）。

（５）障害者団体や本人活動の支援
行政施策に障害当事者の意見が反映され

るようにするため、「中央障害者施策推進
協議会」、「社会保障審議会」等において障
害当事者を委員とするとともに、知的障害
のある人が「障害者基本計画」や新５か年
計画の内容を理解しやすくするため、「わ
かりやすい障害者計画」を作成し、配布し
ているところである。
「地域生活支援事業」においては、精神

障害のある人のボランティア活動を支援す
る事業である「ボランティア活動支援事業」
を行っている。

２ 在宅サービス等の充実

（１）在宅サービスの充実
障害のある人ができる限り住み慣れた家

庭や地域で生活できるようにするために
は、障害のある人の自立した生活を支援す
るとともに、その介護に当たる家族の介護
負担を軽減することが重要である。このた

め、「障害者自立支援法」においては、居
宅介護（ホームヘルプサービス）、短期入
所（ショートステイ）等の在宅サービスの
充実を図っている。
「居宅介護」は、利用者の実態に応じた

支援を行う観点から、利用者像やサービス
の提供形態に応じ、居宅介護、重度訪問介
護、行動援護及び重度障害者等包括支援に
再編した。
居宅介護は、入浴等の介護や調理等の家

事の援助等を短時間集中的に行うサービス
である。
重度訪問介護は、重度身体障害者に対

し、入浴等の介護や調理等の家事の援助等
のほか、日常生活に生じる様々な介護の事
態に対応するための見守り等の支援や外出
時における移動中の介護を、長時間行う
サービスである。
行動援護は、行動上著しい困難を有する

知的障害のある人又は精神障害のある人に
対し、行動する際に生じ得る危険等を回避
するために必要な支援等を行うサービスで
ある。
重度障害者等包括支援は、著しく重度の

障害のある人の様々なニーズに応えて、円
滑にサービス利用が可能となるよう、利用
者のその時々の心身の状態等に応じて必要
となる複数の障害福祉サービスを組み合わ
せて、包括的に提供するサービスである。
短期入所は、自宅で介護する人が病気の

場合などに、短時間、夜間も含めて施設に
おいて入浴等の介護を行うサービスであ
る。

（２）住居の確保
「障害者自立支援法」においては、障害

者支援施設での夜間ケアとして施設入所支
援を創設し、施設に入所する人に、夜間・
休日に、入浴等の介護を行うサービスを規
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定した。また、これまでのグループホーム
について、介護の必要性が低い方を対象と
する「共同生活介護（ケアホーム）事業」
と、介護が必要でない方を対象とする「共
同生活援助（グループホーム）事業」に機
能分化を図り、知的障害のある人又は精神
障害のある人が、住み慣れた地域において
安心して生活を送ることができるよう、入
居者の障害程度に応じ、食事や入浴、排せ
つなどの介護や、金銭管理、相談等の支援
を行うこととした。今後も住宅施策と福祉
施策が連携を図りながら、その積極的かつ
計画的な整備を進めることとしている。
障害のある人の公営住宅の利用について

は、従前から身体に障害のある人に認めら
れていた単身入居が、平成１８年２月から知
的障害のある人と精神障害のある人に拡大
されている。また、公営住宅及び民間の賃
貸住宅への入居を希望する障害のある人に
対して、不動産業者に対する物件あっせん
依頼及び家主等との入居契約手続き等にお
ける入居支援や、居住後のサポート体制を
調整する住宅入居等支援事業（居住サポー
ト事業）を１８年１０月から相談支援事業に位
置づけたところである。なお、居住サポー
ト事業については、住宅施策と福祉施策の
連携を図る観点から、あんしん賃貸支援事
業（国土交通省所管事業）との連携が有効
であり、両事業の実施地域の拡大を進めた
いと考えている。
地域生活支援事業において、障害のある

人が、地域の中で生活することができるよ
うに、低額な料金で、居室などを利用する
福祉ホーム事業を実施している。また、福
祉ホーム等に居住する身体に障害のある人
を対象に、身辺の介助や生活相談などの
サービスを提供する身体障害者自立支援事
業を実施している。

（３）自立及び社会参加の促進
障害のある人が社会の構成員として地域

で共に生活することができるようにすると
ともに、その生活の質的向上が図られるよ
う、生活訓練、コミュニケーション手段の
確保等必要な社会参加促進施策を行ってい
る。
平成１８年１０月から、市町村及び都道府県

が創意工夫によって利用者の状況に応じて
柔軟に事業を行う地域生活支援事業を実施
し、障害のある人の社会参加と自立支援を
推進している。
なお、平成１４年度に「身体障害者補助犬

法」が成立し、１４年１０月から身体に障害の
ある人が公共的施設等を利用する場合にお
いて、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬
及び聴導犬）の同伴が可能となり、１５年１０
月からは不特定かつ多数の者が利用する施
設への同伴が可能となった。さらに、１９年
度に「身体障害者補助犬法の一部を改正す
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
とが明確化され、同年１０月から、一定規模
以上の事業所や事務所において、勤務する
身体障害者が補助犬を使用することを拒ん
ではならないこととされている。
また、「都道府県地域生活支援事業」に

おいて、身体障害者補助犬育成事業が実施
されている。
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障害程度区分
に応じて配置

国立光明寮において、中途失明者に対し
て、日常生活、社会活動に必要な歩行、点
字、パソコン、日常生活訓練、調理訓練、
ロービジョン（保有視覚機能を最大限に活
用するための訓練）等を行い、活動の制限
を軽減し、地域生活を円滑に送ることを目
的とした自立訓練（機能訓練）を行ってい
る。
国立身体障害者リハビリテーションセン

ターにおいては、上記訓練に加えて、高次
脳機能障害者が職場や家庭で自立して生活
する力を身につけるための日常生活訓練や
記憶障害等の代償手段の獲得のため、メモ
リーノート等の福祉機器を活用した訓練等
の自立訓練（生活訓練）を行っている。
国立保養所では、重度の肢体不自由者を

対象に、医学的管理の下に日常生活に必要
な機能回復訓練、日常生活動作訓練、職能
訓練など社会復帰・家庭復帰に結び付く必
要なリハビリテーションを行っている。さ
らに、退所後の日常生活が円滑に送れるよ
う、住宅環境支援・調整を行っている。

国立知的障害児施設では、自閉症等の発
達障害のある児童に対する指導効果の向上
を図るには、専門家による適切な診療・指
導の対応を早期に実施することが重要であ
ることから、自閉症等の特有の発達障害を
有する在宅の児童に対し、「外来診療」及
び「通園療育指導事業」を実施している。

（４）精神保健福祉施策の見直し
平成１６年９月に取りまとめた精神保健医

療福祉の改革ビジョンにおいては、「入院
医療中心から地域生活中心へ」という基本
的な方策を推し進めていくため、国民各層
の意識の変革や精神病床の機能分化、地域
生活支援体制の強化、精神保健医療福祉体
系の再編と基盤強化を進めることにより、
受け入れ条件が整えば退院可能な者の解消
を図ることとしている。
平成１８年４月から「障害者自立支援法」

が施行され、精神障害のある人に対する福
祉サービスが制度の枠内に取り込まれ、身
体障害、知的障害、精神障害といった障害

■図表１―３６ グループホーム・ケアホームの事業運営イメージ

資料：厚生労働省
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資料：厚生労働省

約303

914,192

4,407
1,130
1,647

691

2,276 118,069 202,231

75,167

1,759

17 17 17

3 3

注１：平成17年精神・障害保健課調べ
注２：平成17年社会福祉施設等調査

種別に関わらずに市町村を中心として一元
的に福祉サービスを提供する体制がスター
トした。
また、同法においては、改革ビジョンも

踏まえ、更に精神障害のある人の退院促進
を進めていくこととしており、このため、
医療関係者、福祉関係者、自治体等の緊密
な連携により、地域生活への移行のための
支援体制づくりを着実に図っていくことと
している。
一方、精神科病院に対する指導監督体制

の強化、精神障害のある人の適切な地域医
療等の確保のため、「精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律」等の一部改正を行
い、平成１８年１０月（一部は４月）から施行
している。具体的には、
①精神医療審査会の委員構成の見直し、

措置入院に係る定期病状報告の頻度の
見直しなど、医療内容に係るチェック
体制の見直し

②改善命令等に従わない精神科病院に関
する公表制度等の導入

③緊急時における入院等に係る診療の特
例措置の導入

④改善命令を受けた精神科病院に任意入
院している患者に対する病状報告制度
の導入、長期任意入院患者に同意の再
確認を求める仕組みの導入など任意入
院患者の適切な処置の確保

⑤市町村における相談支援体制の強化
⑥精神障害者保健福祉手帳への写真貼付

を内容としている。
さらに、精神科医療機関に対する国民の

正しい理解の深化を促すとともに、患者が

■図表１―３７ 精神保健福祉の状況
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受診しやすい環境を醸成するため、「精神
病院の用語の整理等のための関係法律の一
部を改正する法律」が平成１８年６月に議員
立法で成立し、同年１２月に施行され、「精
神病院」という用語は「精神科」という診
療科名を用いて、「精神科病院」という用
語に改められることとなった。

（５）発達障害児・者施策の充実
ア 「発達障害者支援法」成立の背景
自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害

等の発達障害は、これまで既存の障害者制
度の谷間に置かれ、その発見や対応は遅れ
がちであり、既存の障害者制度に加え、そ
れぞれの障害特性やライフステージに応じ
た発達支援が必要であると指摘されてき
た。これらの状況に対応し、発達障害のあ
る人の生活全般にわたる支援を図り、もっ
てその福祉の増進に寄与することを目的と
して「発達障害者支援法」が平成１６年１２月
に成立した。これにより発達障害の定義、
発達障害のある人に対するライフステージ
を通した一貫した支援や関係機関の連携の
必要性等が示され、発達障害のある人の支
援のための体制整備が進められることと
なった。

イ 「発達障害者支援法」の概要
①法律の趣旨
発達障害のある人については、症状の発

現後できるだけ早期の発達支援が特に重要
であることから、発達障害を早期に発見
し、発達支援を行うことに関する国及び地
方公共団体の責務を明らかにするととも
に、発達障害のある人に対し学校教育等に
おける支援を図る。

②主な内容
・発達障害の定義
「発達障害者支援法」における「発達障

害」とは、「自閉症、アスペルガー症候群
その他の広汎性発達障害、学習障害、注意
欠陥多動性障害その他これに類する脳機能
の障害であってその症状が通常低年齢にお
いて発現するものとして政令で定めるも
の」とされている。発達障害の定義が明ら
かになったことにより支援の対象が明確に
なった。
・ライフステージを通した一貫した支援
「発達障害者支援法」では、「国及び地

方公共団体は、発達障害児に対し、発達障
害の症状の発現後できるだけ早期に、その
者の状況に応じて適切に、就学前の発達支
援、学校における発達支援その他の発達支
援が行われるとともに、発達障害者に対す
る就労、地域における生活等に関する支援
及び発達障害者の家族に対する支援が行わ
れるよう、必要な措置を講じるもの」とさ
れている。児童の発達障害の早期発見、早
期の発達支援、保育、教育、放課後児童健
全育成事業（学童保育）の利用、就労支援、
地域での生活支援、権利擁護及び家族への
支援など、発達障害者のライフステージに
おける一貫した支援の流れが明確にされる
とともに、これにかかる国や地方公共団体
の責務が明らかにされた。
・関係機関の連携
「発達障害者支援法」では、「国及び地

方公共団体は、発達障害者の支援等の施策
を講じるに当たっては、医療、保健、福
祉、教育及び労働に関する業務を担当する
部局の相互の緊密な連携を確保するととも
に、犯罪等により発達障害者が被害を受け
ること等を防止するため、これらの部局と
消費生活に関する業務を担当する部局その
他の関係機関との必要な協力体制の整備を
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行うもの」とされている。発達障害のある
人の地域におけるライフステージを通した
一貫した支援を行うために、多岐にわたる
関係機関の連携やネットワークを構築して
発達障害のある人への支援体制を構築する
ことが必要である。
・理解の促進
発達障害のある人の福祉についての理

解、発達障害のある人の社会参加への協力
が国民の責務とされている。また、国及び
地方公共団体は、発達障害に関する国民の
理解を深めるため、必要な広報その他の啓
発活動を行うものとされている。
・専門家の養成等
専門的な医療機関の確保、専門的知識を

有する人材の確保、調査研究等が定められ
ている。

ウ 発達障害者支援の推進
発達障害のある人の乳幼児期から成人期

までの各ライフステージに対応する一貫し
た支援を推進するため、平成１８年６月、厚
生労働省に「発達障害対策戦略推進本部」
が設置された。厚生労働事務次官を本部
長、医療施策、保健施策、福祉施策、就労
施策等の担当者を本部員としており、制度
横断的な関連施策の調整及び推進を図って
いくこととしている。
さらに、「新健康フロンティア戦略」（平

成１９年４月 新健康フロンティア戦略賢人
会議）においては、子どもを守り育てる健
康対策の中に発達障害児等を支援する体制
の構築が盛り込まれており、（１）妊娠期
から子育て期に至る継続的な支援の推進、
（２）発達障害児等に対する包括的な支援
体制の構築、（３）発達障害児等に関する
国民全体の理解の促進、（４）発達障害児
等を含む障害のある子どもへの特別支援教
育の充実など発達障害者支援のさらなる推

進が求められている。

①発達障害者支援の体制整備
「発達障害者支援法」の施行を踏まえ、

厚生労働省においては、平成１７年度より、
発達障害のある人の乳幼児期から成人期ま
での各ライフステージに対応する一貫した
支援体制の整備を図るため、保健・医療・
福祉・教育・雇用などの関係者がチームを
組んで問題を解決する「発達障害者支援体
制整備事業」を、文部科学省の実施する「発
達障害等支援・特別支援教育総合推進事
業」と連携協働の下に実施しているところ
である。本事業では、（１）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「発達障害者支援体制整備
検討委員会」を設置、（２）圏域において、
保健・医療・福祉・教育・就労等の各領域
の支援のネットワーク及び発達障害のある
人に対する支援チームを形成し、発達障害
のある人に対する個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
援を実施している。

②発達障害者支援センター運営事業
厚生労働省においては、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対する支援を総合的
に行うため「発達障害者支援センター」（従
来の「自閉症・発達障害支援センター」が、
「発達障害者支援法」において法的に位置
付けられた。）の整備を図っている。本セ
ンターでは、（１）発達障害に関する各般
の問題につき、発達障害のある人及びその
家族等からの相談への対応及び助言指導
等、（２）発達支援及び就労支援を希望す
る発達障害のある人に対する適切な支援、
（３）関係施設職員、小中学校、養護学校
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　発達障害のある人の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、
都道府県・指定都市に発達障害の検討委員会を設置するとともに、圏域において個別支援計画の作成
等を行うことにより、支援の体制整備を実施する。
　厚生労働省の「発達障害者支援体制整備事業」と文部科学省の「発達障害等支援・特別支援教育
総合推進事業」との連携協働の下実施。

国

行政
レベル 実際の支援体制

国

20年度実施事業

発達障害支援チーム

関係機関等連携協議会の設置

都道
府県
　等

発達障害者支援センター 特別支援学校
特別支援教育センター

圏域

・検討委員会の設置
・理解の推進の実施　等

・発達障害情報
　センター49百万円
・発達障害研修
　事業18百万円

・特別支援教育普及啓発事業
　14百万円
・（独）国立特別支援教育総合
　研究所における指導者養成
　研修（運営費交付金の内数）

発達障害者支援センター
運営事業（地域生活支援
事業費等に一括計上）

発達障害者支援
体制整備事業

２10百万円

発達障害等支
援・特別支援
教育総合推進
事業

503百万円

・個別の支援計画作成
・連絡調整会議の設置
・発達支援コーディネーター
　の配置
　　　　　　　　　　　等

・個別の教育支援計画作成
・特別支援連携協議会の設置
・特別支援教育コーディネー
　ターの指名
　　　　　　　　　　　等

特別支援教育コーディネーター
の研修、専門家チームの設置等

早期発見、早期発達
支援体制の構築

特別支援教育体制の
構築

発達障害支援開発事業５２４百万

都道府県等と圏域の事業

継続

協働

連携

協働

　各都道府県・指定都市に設置する発達障害者支援センターにおいて、発達障害のある人またはその家
族などに対して、相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供などを行う。（全都道府県・指定都市に設
置予定）

補助

委託（※社会福祉法人の場合）

発達障害者支援センター

国

都道府県・指定都市

（一般の）
知的障害児者
施設、保育所
など

在宅の
発達障害児者
及び家族

○在宅支援
　（相談支援　発達支援　就労支援）
○関係機関支援
　（情報提供、研修）
○関係機関との連携

自閉症児

施設・

知的障害

児者施設

　　など

関係機関等

相談
支援

相談
支援

福祉事務所
児童相談所　更生相談所
特別支援学校　医療機関
保健所　職業安定所
地域療育等支援事業

専門的研修施設
国立秩父学園

連携

研修参加

情報提供〈附置〉

■図表１―３８ 福祉・教育等の連携による発達障害への支援

■図表１―３９ 発達障害者支援センター運営事業

資料：文部科学省・厚生労働省

資料：厚生労働省
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発達障害の早期発見・早期支援に向けた取組

自閉症を含む発達障害は、できる限り早期に発見し、適切な支援につなげていく
ことが重要です。１歳６ヶ月及び３歳児を対象とした健康診査で発達障害の早期発
見に留意するだけでなく、身近な保護者の方や周囲の方が正確な知識を基に早い時
期から気付くことなども重要であり、今日、発達障害の早期発見・早期支援に向け
た様々な取組が行われています。

○発達障害情報センター

発達障害は、「どのような能力に障害があるのか」「どの程度の障害なのか」「ど
のような支援があれば能力が発揮できるのか」等が周りから見て理解されにくいこ
と、誤った情報によって不適切な対応を受けることがあること等から、社会参加に
ついて様々な困難さを抱えています。このような状況を踏まえて、厚生労働省では
平成２０年３月２８日に発達障害情報センターを開設し、WEBサイトを通して、本
人・家族の方、発達障害を知りたい方、発達障害に関わる方（支援者）に対して、
発達障害の気付き方や相談窓口などの情報提供を開始しました。

http://www.mhlw.go.jp/ddis/index.html
発達障害に関する信頼のおける情報を分りやすく提供することによって、保護者

や周囲の人が早い時期から気付き、本人が適切な理解と支援を速やかに受けられる
ようになることを目指しています。

○民間団体との協力

発達障害のある人一人ひとりに合わせた支援を提供するためには、様々な機関の
役割分担や協力が必要となっており、民間団体と行政との協力も重要な課題となっ
ています。このため、先進的な支援手法の開発とその検証を行う「発達障害者支援
開発事業」におけるモデル事業の実施を社会福祉法人やNPO法人等にも委託でき
ることとし、民間団体との協力体制を整備しています。
例えば、同事業において、佐賀県の「NPO法人それいゆ」は、これまで行政の

施策としては十分ではなかった親同士の支え合いを行う「ペアレントメンター（信
頼のおける相談相手という意味）」の養成に取り組んでいます。ペアレントメンター
は、特に、診断前後の親に対して専門家とは別の役割を担い、例えば、同じ親とし
て話を聞くことや共感すること、地域の情報を提供することによって、様々な疑問
や不安に応えることを目指しています。このような取組を国としても十分に検証
し、支援手段として確立させ、発達障害情報センターを通して全国に普及を図るこ
ととしています。

○地方自治体での多様な取組

発達障害の中には、注意欠陥多動性障害など３歳児の健康診査の後に、保育所な
どの集団生活のなかで問題が明らかとなる場合があります。このため、保育所など
において的確に気付き、保健指導につなげていくことが重要となりますが、一部の
地方自治体では、５歳児を対象とした健康診査などを実施しているところもありま
す。鳥取県では、平成１９年度からすべての市町村において５歳児健康診査あるいは
５歳児発達相談が行われています。地方自治体における地域の実情に応じた多様な
取組が期待されています。
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等の教職員等への情報提供及び研修、（４）
自閉症児（者）関係施設、児童相談所、保
健所、医療機関、学校、職業安定所等の関
係機関との連絡調整を実施している。本セ
ンターは、平成１９年度までに６１か所の整備
を図ったところである。

③支援手法の開発と情報発信
このほか、平成１９年度から、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」を実施するとともに発達障害に関す
る知見を集積し、全国への情報提供、普
及・啓発を行う「発達障害情報センター」
を２０年３月に開設したところである。

（６）各種障害への対応
ア 盲ろう者への対応
盲ろう者とは、「視覚と聴覚に障害があ

る者」であり、全盲ろう、盲難聴、弱視ろ
う、弱視難聴の４つのタイプがある。平成
１８年７月に実施された調査結果において、
盲ろう者は、２万２，０００人と推計されてい
る。
盲ろう者は、その障害の程度や生育歴等

により、コミュニケーション方法も触手
話、指文字、指点字、手書き文字など多様
な方法があり、コミュニケーションの保障
や情報入手、移動の支援が重要である。
平成１９年度の地域生活支援事業において

は、盲ろう者の自立と社会参加を図るた
め、コミュニケーションや移動の支援を行
う「盲ろう者通訳・介助員養成研修事業」
が３２府県、盲ろう者向け通訳・介助員を派
遣する「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事
業」が２８都府県で実施された。
また、コミュニケーション手段の確保、

外出のための移動支援など、社会参加を促

進するためのサービス支援の人材確保や派
遣事業等を引き続き充実していくことが必
要であり、国立身体障害者リハビリテー
ションセンターにおいて、盲ろう者通訳・
ガイドヘルパー養成・研修を行う指導者の
研修を実施し、サービス支援の人材育成を
行っている。

イ 強度行動障害への対応
「強度行動障害」とは、ひどい自傷、強

い他害、激しいこだわりや器物破損、睡眠
の大きな乱れ、拒食、異食等の食事面の問
題や便こねや強迫的に排尿排便を繰り返す
など排せつ面の問題等、生命維持にも危険
を及ぼすような行動上の問題をいい、こう
した強度行動障害を示す重度知的障害児
（者）等に対し、行動障害の軽減を目的と
して平成５年から知的障害児施設等の指定
施設において特別処遇が行われている。
特別処遇は、児童相談所、知的障害者更

生相談所、福祉事務所等の関係機関と連携
を取りながら個別プログラムに基づき３年
以内を目処として実施されており、障害の
軽減が図られた場合、施設内処遇の変更や
他施設への移行あるいは退所する等によっ
て終了する。
なお、「障害者自立支援法」においては、

行動援護や重度障害者支援加算など、強度
行動障害のある人への支援体制のさらなる
充実を図っている。

ウ 難病患者等への対応
居宅において介護を受けることができな

い難病患者等の居宅における療養生活を支
援するため、要介護の状況にありながら
「介護保険法」、「老人福祉法」、「身体障害
者福祉法」等の施策の対象とならない等の
要件を満たす難病患者等を対象として、平
成９年１月から市町村等を事業主体とする
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難病患者等居宅生活支援事業を実施してい
る。

３ 経済的自立の支援

（１）年金制度等による所得保障
障害のある人に対する所得保障は、障害

のある人の経済的自立を図る上で極めて重
要な役割を果たしており、我が国において
は、障害基礎年金や障害厚生（共済）年金
の制度と、障害による特別の負担に着目
し、その負担の軽減を図るために支給され
る各種手当制度がある。
我が国の年金制度は、国民皆年金体制が

確立され、原則としてすべての国民がいず
れかの年金制度に加入することとされてい
る。これによって、被保険者期間中の障害
については障害基礎年金や障害厚生（共済）
年金が支給されるほか、国民年金に加入す
る２０歳より前に発した障害についても障害
基礎年金が支給されることから、原則とし
てすべての障害のある成人が年金を受給で
きることになり、年金は障害のある人の所
得保障において重要な役割を果たしてい
る。
年金制度は、全国民共通の基礎年金とサ

ラリーマンや公務員に対し基礎年金の上乗
せとして厚生年金や共済年金が支給される
という、いわゆる２階建ての体系がとられ
ている。
年金制度による障害のある人の所得保障

については、年金額の引上げや支給要件の
改善など、これまで着実にその充実が図ら
れてきた。昭和６０年改正の際の障害福祉年
金から障害基礎年金への移行による大幅な
年金額の引上げ、第３号被保険者制度の創
設によるサラリーマンの被扶養配偶者に係
る年金受給権の確保、平成元年改正の際の
学生期間中の障害事故に係る年金受給権確

保等のための学生強制加入、６年改正の際
の２０歳前障害に係る障害基礎年金の所得制
限の２段階制の導入、障害等級に該当しな
くなり３年を経過した場合でも６５歳に達す
るまでの間は障害基礎年金・障害厚生（共
済）年金の受給権を消滅させず支給停止と
する取扱いが実施された。近年では、１６年
改正の際の障害を有しながら働いたことを
年金制度上評価する仕組みとしての障害基
礎年金と老齢厚生年金等の併給を可能とす
る障害年金の改善や、障害基礎年金等の支
給要件の特例措置の延長等が行われてい
る。
昭和６０年の年金制度の改革に伴い、それ

まで重度の障害のある人に対して支給され
ていた福祉手当についても見直しが行わ
れ、特に重度の障害のある人を対象とする
特別障害者手当と、障害基礎年金が支給さ
れない重度の障害のある児童に支給される
障害児福祉手当とに改編された。同時に、
特別障害者手当の支給額が福祉手当と比較
してほぼ倍額に引き上げられた。このほ
か、障害のある児童の父母等に対しては、
従来より、特別児童扶養手当を支給してい
る。
これらの年金及び手当については、毎年

物価の変動等に合わせて支給額の改定が行
われている。
また、「特定障害者に対する特別障害給

付金の支給に関する法律」により、平成３
年度前の国民年金任意加入対象であった学
生や、昭和６１年度前の国民年金任意加入対
象であった被用者の配偶者のうち任意加入
していなかった間に障害を負ったことによ
り障害基礎年金を受給していない者につい
て、上記に述べたような国民年金制度の発
展過程において生じた特別な事情を踏ま
え、特別障害給付金の支給が行われてい
る。
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（２）個人財産の適切な管理の支援
精神上の障害により判断能力の不十分な

人々の財産管理の支援等に資する成年後見
制度について周知を図った。
また、都道府県・指定都市社会福祉協議

会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等
では、認知症高齢者、知的障害のある人、
精神障害のある人等のうち判断能力が十分
でない方々の自立を支援するため、日常生
活自立支援事業において、福祉サービスの
利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手

続等、利用者の日常的な金銭管理に関する
援助を行っている。

４ 施設サービスの再構築

（１）地域生活を支える拠点としての
施設整備

障害のある人の意向を尊重し、施設入所
者の地域生活への移行を促進するため、地
域での生活を念頭に置いた社会生活の技能
を高めることを目指しており、「障害者基
本計画」に基づき、施設等から地域生活へ

■図表１―４１ 年金、手当及び給付金の額の推移

■図表１―４０ 障害年金のあらまし（平成２０年度）

平成１１～１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

障害基礎年金 （１級）
（２級）

８３，７７５
６７，０１７

８３，０２５
６６，４１７

８２，７５８
６６，２０８

８２，７５８
６６，２０８

８２，５０８
６６，００８

８２，５０８
６６，００８

８２，５０８
６６，００８

特別児童扶養手当（１級）
（２級）

５１，５５０
３４，３３０

５１，１００
３４，０３０

５０，９００
３３，９００

５０，９００
３３，９００

５０，７５０
３３，８００

５０，７５０
３３，８００

５０，７５０
３３，８００

特別障害者手当 ２６，８６０ ２６，６２０ ２６，５２０ ２６，５２０ ２６，４４０ ２６，４４０ ２６，４４０
障害児福祉手当 １４，６１０ １４，４８０ １４，４３０ １４，４３０ １４，３８０ １４，３８０ １４，３８０

特別障害給付金（１級）
（２級）

５０，０００
４０，０００

５０，０００
４０，０００

４９，８５０
３９，８８０

５０，０００
４０，０００

配偶者加給年金
１８，９９２円

障害厚生年金
［障害厚生年金（２級）

×１．２５］

子の加算額
第１子、第２子 １８，９９２円
第３子以降 ６，３２５円

障害基礎年金
６６，００８円×１．２５

〔１級〕

配偶者加給年金
（１級に同じ）

障害厚生年金
①総報酬制導入前の被保険者期間分＋
②総報酬制導入以後の被保険者期間分

①平均標準
報酬額 ×

７．５
１０００×

被保険者
期間の月数×０．９９８

平成１５年
３月まで

②平均標準
報酬額 ×

５．７６９
１０００×

被保険者
期間の月数×０．９９８

平成１５年
４月以降

子の加算額
（１級に同じ）

障害基礎年金
６６，００８円

〔２級〕

障害厚生年金
障害厚生年金（２級）に同じ
ただし、最低保障額４９，５１７円

〔３級〕

資料：厚生労働省

（単位：円）

資料：厚生労働省
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の移行を促進するとともに、地域生活を支
える拠点として、施設の専門的機能を地域
に開放する「地域化」を進めることとして
いる。
このため、グループホーム・ケアホーム

を計画的に整備するなど、障害のある人の
地域移行を促進する一方、障害のある人が
利用する施設については、地域の重要な資
源として位置づけ、積極的にその活用を図
ることとしている。
なお、小規模作業所については、今後、

介護給付・訓練等給付事業及び地域活動支
援センター（地域生活支援事業）に移行す
るものと考えられている（「障害者自立支
援法」において、障害のある人等の地域生
活を支える場所として地域活動支援セン
ターを制度化し、創作的活動、生産活動の
機会の提供、社会との交流の促進など障害
のある人等の日中の活動を支援している）。

（２）施設の地域利用
施設に対しては、従来のように、入所者

を対象にするだけではなく、施設が蓄えて
きた知識や経験を活用し、あるいは施設の
持っている様々な機能を地域で生活してい
る障害のある人が利用できるように、支援
を行うことが求められており、今後、障害
者施設は、各種在宅サービスを提供する在
宅支援の拠点として地域の重要な資源とし
て位置づけ、その活用を図ることが重要で
あり、こうした取組の一層の充実を図るこ
ととしている。

５ スポーツ・文化芸術活動の推進

（１）スポーツの振興
ア 障害者スポーツ大会等の開催
障害のある人のスポーツに対する国民各

小規模作業所の移行イメージ～多様な選択肢～
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層の理解と関心は年々高まりをみせてお
り、現在では、全国各地で数多くのスポー
ツ大会やスポーツ教室が開催され、また、
国際スポーツ大会に我が国から多数の選手
が参加している。平成１９年度においては、
「２００７スペシャルオリンピックス夏季世界
大会・上海」に８２名の選手が出場し、好成
績を収めた。日本においても、電動車いす
サッカーの世界大会「第１回FIPFAワー
ルドカップ２００７」や、知的障害のある人の
卓球の世界大会「第５回 INAS-FID 世界
知的障害者卓球選手権大会２００７」が開催さ
れ、電動車いすサッカーは７か国中３位、
卓球は銀メダル１個、銅メダル３個を獲得
する等の成績を収めた。

イ 障害者スポーツ指導者の養成
障害のある人がスポーツ活動を行うため

には、それぞれの障害の特性に応じて適切
な指導ができるスポーツ指導者の確保が不
可欠である。このため、（財）日本障害者
スポーツ協会において障害者スポーツ指導
者制度を設け、同協会や都道府県が実施主
体となってその養成を行っており、全国で
約２万３千人（平成１９年１２月現在）が指導
者として登録されている。

ウ 障害者スポーツ振興のための取組
障害者スポーツについては、（財）日本
障害者スポーツ協会を中心として、知的障
害のある人等を含めた障害者全体のスポー
ツの振興を進めている。具体的には、全国
障害者スポーツ大会を開催するとともに、
「地域生活支援事業」の一環として、「ス
ポーツ・レクレーション教室開催等事業」
により、各地方公共団体による大会・教室
の開催や指導者の養成を支援している。ま
た、「障害者スポーツ支援基金」を通じて、
同協会が行う国際大会への選手団派遣事業

や指導者の養成事業、各競技団体が行う全
国大会の開催事業等への助成を行ってい
る。

（２）文化活動の振興
最近では、障害のある人によるコンサー

トや、障害のある人も楽しめる舞台芸術公
演、展覧会等も各地で開催されるように
なってきている。また、国立劇場や新国立
劇場、国立美術館、国立博物館において
は、障害のある人の入場料の割引を実施し
ているほか、全国各地の劇場、コンサート
ホール、美術館などにおいて、車いす使用
者でも利用ができるトイレやエレベーター
の設置等障害のある人に対する環境改善も
進められている。
また、障害のある人の生活を豊かにする

とともに、国民の障害への理解と認識を深
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「第７回全国
障害者芸術・文化祭ながさき大会」が長崎
県において平成１９年１１月３０日～１２月２日に
開催された。

６ 福祉用具の研究開発・普及促進
と利用支援

（１）福祉用具の普及
福祉用具の公的給付としては、補装具費
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主な国内・国際障害者スポーツ大会

○全国障害者スポーツ大会

平成１３年度から、それまで別々に開催されていた身体に障害のある人と知的障害
のある人の全国スポーツ大会が統合され、全国障害者スポーツ大会として開催され
ています。本大会は、障害のある選手が、競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験
するとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害のある人の社会参加の推進に
寄与することを目的として、秋季国民体育大会の直後に、当該開催都道府県で行わ
れています。
平成１９年度の第７回大会は、秋田県において開催されました。

○全国ろうあ者体育大会

本大会は、聴覚に障害のある人が、スポーツを通じて技を競い、健康な心と体を
養い、自立と社会参加を促進することを目的として、昭和４２年度から開催されてい
ます。
平成１９年度には、第４１回夏季大会が岡山県において、開催されました。（冬季大

会については、中止）

○ジャパンパラリンピック競技大会

競技力の向上と国際大会へ派遣する選手の選考を目的とした本大会は、平成３年
度から陸上競技と水泳、５年度からスキー、６年度からアイススレッジホッケー、
１０年度からアーチェリーの大会が、各々開催されています。
陸上競技、水泳及びスキーの大会には、身体に障害のある人と知的障害のある人

が、また、アイススレッジホッケー及びアーチェリーの大会には身体に障害のある
人が参加しています。

○フェスピック（極東・南太平洋障害者スポーツ大会）

東アジアと南太平洋の国々及び地域を対象に、おおむね４年ごとに開催される障
害のある人のスポーツ大会です。本大会は、我が国の呼び掛けにより開催されるよ
うになりました。
第１回大会（昭和５０年）は大分県で、第５回大会（平成元年）は兵庫県神戸市で

開催されています。なお、本大会は、２００６年（１８年）にマレーシアのクアラルンプー
ルで開催された、第９回大会を最後に幕を閉じました。
今後は、新たに設立されたアジアパラリンピック委員会により、「アジアパラ競

技大会」として、２０１０年（平成２２年）に中国の広州市で開催される予定です。



第
４
章

日
々
の
暮
ら
し
の
基
盤
づ
く
り

107

主な国内・国際障害者スポーツ大会

○デフリンピック

４年に一度行われる、聴覚に障害のある人の国際スポーツ大会であり、夏季大会
と冬季大会が開催されています。
夏季大会は大正１３年を第１回としており、平成１７年１月、オーストラリアのメル

ボルンにおいて第２０回大会が開催されました。次回は、２１年９月、中国台北におい
て開催されます。
冬季大会は昭和２４年を第１回としており、平成１９年２月、アメリカのソルトレー

クシティにおいて第１６回大会が開催されました。次回は２３年２月、スロバキアにお
いて開催されます。

○スペシャルオリンピックス世界大会

４年に一度行われる、知的障害のある人の国際スポーツ大会であり、夏季大会と
冬季大会が開催されています。順位は決定されるものの最後まで競技をやり遂げた
選手全員が表彰される、といった特徴がある大会です。
夏季大会は昭和４３年を第１回としており、平成１９年には上海市（中華人民共和国）

において第１２回大会が開催されました。
冬季大会は昭和５２年を第１回としており、第８回大会が、平成１７年２月２６日から

３月５日までの８日間、長野県において開催されました。

○パラリンピック競技大会

オリンピックの直後に当該開催地で行われる、身体に障害のある人の国際スポー
ツ大会であり、夏季大会と冬季大会が開催されています。
夏季大会は、昭和３５年にローマ（イタリア）で第１回大会が開催され、オリンピッ

ク同様、４年に一度開催されています。平成１６年９月、ギリシャのアテネにおいて
第１２回大会が開催されました。次回は、２０年９月、中国の北京において開催されま
す。
冬季大会は、昭和５１年にエーンシェルドスピーク（スウェーデン）で第１回大会

が開催されて以降、オリンピック冬季大会の開催年に開催されています。平成１８年
３月、イタリアのトリノにおいて第９回大会が開催されました。
次回は、平成２２年３月、カナダのバンクーバーにおいて開催されます。
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の支給と日常生活用具の給付（貸与）があ
る。平成１８年１０月の「障害者自立支援法」
の第二次施行に伴い、それぞれの定義の明
確化や給付対象品目の見直しを行った。補
装具については、従前の現物給付から同法
に基づく補装具費として、購入又は修理に
要する費用の支給制度に改めたところであ
る。
補装具費の支給は、身体に障害のある人

の日常生活や社会生活の向上を図るため
に、身体機能を補完又は代替するものとし
て、義肢、装具、車いす、盲人安全つえ、
補聴器等の補装具の購入又は修理に要した
費用の一部について公費を支給するもので
ある。
日常生活用具の給付（貸与）は、日常生

活を営むのに著しく支障のある障害のある
人に対して、日常生活の便宜を図るため、
特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具等を
給付又は貸与するものである。平成１８年１０
月の「障害者自立支援法」の第二次施行に
伴い、日常生活用具給付等事業は地域生活
支援事業の一事業として位置付けられ、実
施主体である市町村が地域の障害のある人
のニーズを勘案の上、柔軟な運用が可能と
なった。
身体に障害のある人の使用に供するため

の特殊な性状、構造又は機能を有する一定
の物品については、消費税は非課税とされ
ている。

（２）情報・相談体制の充実
福祉用具の情報については、（財）テク
ノエイド協会において、福祉用具の製造・
販売企業の情報や福祉用具の個別情報にか
かるデータベース（福祉用具情報システ
ム：TAIS）を構築しており、インターネッ
トを通じてこれらの情報を提供している。
（財）テクノエイド協会

http://www.techno-aids.or.jp

（３）研究開発の推進
少子高齢化が進展する中、福祉用具に対

するニーズは高まっており、利用者への十
分な選択肢の提供や費用対効果等がより重
要な課題となっている。このため、研究開
発の推進、標準化や評価基盤の整備等、産
業の基盤整備を進め、福祉用具産業の健全
な発展を支援することを通じて、良質で安
価な福祉用具の供給による利用者の利便性
の向上を図っている。
研究開発については、従来より国立身体

障害者リハビリテーションセンター研究所
において、「身体障害者の自立と社会参加
ならびにQOL（Quality of Life）の向上」
を目的としたリハビリテーション支援シス
テム、支援技術、福祉機器に関する研究開
発及び評価法の研究開発を行っている。
平成５年度より「福祉用具法」に基づく

「福祉用具実用化開発推進事業」の下、高
齢者や障害のある人、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ー・産
業技術総合開発機構（NEDO）を通じて研
究開発費用の助成を行い、制度発足以来、
１９年度までに１６３件のテーマを採択してい
る。
（財）テクノエイド協会では、厚生労働

省の委託等を受けて調査研究を行っている
ほか、「福祉用具研究開発助成事業」とし
て、平成元年度より民間事業者等が行う研
究開発に対し助成を行っており、これまで
２３９テーマが終了し（平成１８年度末現在）、
１９年度は、小児用自走式車いす駆動装置の
開発等新たな研究開発テーマに助成を行っ
た。
障害のある人を含め誰にとっても、より
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安心・安全で、また識別・操作等もしやす
く、快適な生活用品、生活基盤、システム
等の開発を支援する観点から、個々の人間
のレベルでの様々な行動を計測し、理解・
蓄積することにより、人間と製品・環境の
適合性を客観的に解析し、個々の人間の行
動特性に製品・環境を適合させる基盤技術
の研究開発を実施している。
また、「新健康フロンティア戦略」にお

いては、障害のある人の社会参加を容易に
する技術や身体機能の補完・強化技術等の
開発を進めることとしている。

（４）標準化の推進
より優れた福祉用具の開発・普及を推進

するためには、安全性を含めた品質向上、
互換性の確保による生産の合理化、購入者
への適切な情報提供に資する観点から、客

福祉用具実用化開発推進事業

〈平成１９年度新規採択テーマ ６件〉

①歩行トレーニング支援装置の開発
②良装用な高強靭性マグネシウム製軽量長下肢装具の開発
③座位姿勢計測器の開発
④車椅子の乗り降りを容易にする、開閉式車輪の開発
⑤幅広い歩行障害に対応した丸ハンドル式足漕ぎ車椅子「サイクリングチェア」
の開発

⑥デジタル無線通信技術を用いた補聴システムの開発

福祉用具研究開発助成事業

〈平成１９年度新規採択テーマ １０件〉

①小児用自走式車いす駆動装置の開発・実用化
②広範囲な障害領域を対象とする PC用ユニバーサルデザイン・ポインティング
システムの開発

③盲ろう者・聴覚障害者のための歌唱支援システムの開発
④骨粗鬆症の圧迫骨折などによりスタイルの変形した高齢者のための農作業服の
研究開発

⑤短期作製を可能とするキット化された下肢装具の開発
⑥視覚障害者向け「インテリジェント型触覚入出力インターフェイス」の研究開発
⑦携帯電話接続可能な超小型点字表示装置の開発
⑧女性重度障害者のための自己導尿用陰唇開大器の開発
⑨認知障害及び知的障害児・者の日常生活・就労支援のための携帯電話実装アプ
リケーションの開発

⑩高齢者・障害児・者の方々用オールラウンドチェアーのレンタル商品としての開発
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観的な評価方法・基準の策定と標準化が不
可欠である。このため、日本工業規格
（JIS）等を活用した福祉用具の標準化を
推進している。平成１６年度より、介護保険
法対象品目についての JIS 化調査を開始
し、１７年度には在宅用電動介護用ベッド
（JIST９２５４）、１８年度には 手 動 車 い す
（JIST９２０１）、電動車いす（JIST９２０３）の
規格を制定・改正し、１９年度には新たに電
動立上り補助いす（JIST９２５５）を制定、
家庭用段差解消機（JIST９２５２）を改正し
た。また、補装具費支給制度においては、
１６年に座位保持装置部品の認定基準を策定
（１８年度改訂）し、支給品の安全性の確保
に活用している。国際規格作成への貢献も
積極的に行っており、国際標準化機構
（ISO）の福祉用具技術委員会（ISO/TC
１７３）や義肢装具技術委員会（ISO/TC１６８）
での活動に参加している。１９年度には、福
祉用具の分類と用語（ISO９９９９）が改正さ
れている。
平成１３年１１月に、規格作成時における高

齢者・障害のある人への配慮事項を取りま
とめた「ISO/IEC ガイド７１」が国際規格
として制定され、我が国も１５年６月に同ガ
イドを JISZ８０７１として制定した。現在、
これに基づき高齢者や障害のある人にも使
いやすい設計とするためのアクセシブル・
デザインに関連する JIS 規格の作成が進め
られている。

７ サービスの質の向上
利用者に質の高いサービスを提供する取

組を継続的に行うための目安として、平成
１２年６月に「障害者・児施設のサービス共
通評価基準」を作成し、障害者・児施設等
による自己評価を実施した。また、翌年７
月には前年度の評価実績を踏まえて評価基
準を見直す等、自己評価の普及を図ってき

た。
第三者評価事業については、事業の更な

る普及・促進を図るため、平成１６年５月
に、福祉サービス共通の第三者評価基準ガ
イドライン、第三者評価事業推進体制等に
ついて示した指針を各都道府県に通知した
ところであり、これに伴い、１７年３月に、
障害者・児施設に関する各項目の判断基準
等を各都道府県に通知した。

８ 専門職種の養成・確保

（１）福祉専門職
福祉専門職の養成確保については、「社

会福祉法」に基づき、社会福祉事業従事者
等に対する研修や無料職業紹介事業等を実
施する都道府県福祉人材センター及び社会
福祉関係職員の福利厚生の充実を図る福利
厚生センターが設置されるなど、総合的な
社会福祉従事者確保の対策が進められてい
る。

ア 社会福祉士、介護福祉士
国民の福祉サービスに対する需要が多様

化・高度化してきたことから、昭和６２年５
月、「社会福祉士及び介護福祉士法」が制
定され、福祉・介護サービスの現場におい
て着実に定着してきた。
具体的には、身体上、精神上の障害等に

より日常生活を営むのに支障がある人に対
して、専門的知識及び技術を持って福祉に
関する相談援助を行う社会福祉士について
は、資格登録者数約９５，５９０人（平成２０年３
月末）、専門的知識及び技術を持って心身
の状況に応じた介護や介護指導を行う介護
福祉士については、資格登録者数約６５５，７９６
人（２０年３月末）を数えることとなった。
さらに、昨今、認知症ケア等の従来の身

体介護にとどまらない介護やサービスの利
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用支援、権利擁護等の新しい相談援助など
介護・福祉サービスの多様化・高度化に的
確に対応できる人材の確保・資質の向上を
図るため、平成１９年に同法を改正し、より
質の高い社会福祉士及び介護福祉士の養
成・確保に努めているところである。

イ 精神保健福祉士
精神障害のある人の社会復帰を促進する

上では精神障害のある人の保健・福祉に関
する専門的知識・技術を有する者による相
談・援助が重要である。このため、精神障
害のある人の社会復帰に関する相談・援助
を行う精神保健福祉士を国家資格化する
「精神保健福祉士法」が平成９年１２月に成

立し、１０年４月から施行された。１０年以
降、精神保健福祉士は着実に養成されてお
り、有資格者数は３４，７６８人（２０年３月末）
を数えることとなった。

（２）リハビリテーション従事者
高齢化の進展、疾病構造の変化等に伴

い、リハビリテーションの必要性、重要性
が一層増してきている。そのため、専門的
な技術及び知識を有する人材の確保と資質
の向上を図っていくことが重要である。

ア 理学療法士、作業療法士
理学療法士及び作業療法士は、身体や精

神に障害のある人々に対し、基本的動作能

■図表１―４２ 『ISO/IECガイド７１』に示された７つの分野の考慮事項（マトリックス）

機能・能力
区分

配慮領域

感覚能力 身体能力 認知能力 アレルギー
見る、聞く、触る、嗅ぐなど 移動、握力、話すなど 判断、記憶など 接触、食べ物など
老眼・難聴、痺れなど 歩行困難、言語障害など 知的障害、自閉症など

情 報
色、文字の大き
さ、コントラス
ト、形状など

位置、レイアウト 絵記号など

包 装
色、文字の大き
さ、コントラス
ト、形状など

扱いやすさ、表面
材質など 図記号、絵記号 成分表示、表面材

質、素材など

素 材（材質）
色、コントラス
ト、形状、表面材
質、音響など

扱いやすさ、表面
材質など

色、コントラス
ト、形状など

成分表示、表面材
質、素材など

取付け
照明、扱いやす
さ、道理に合った
手順など

扱いやすさ、表面
材質など

色、形状、道理に
合った手順

成分表示、表面材
質、 素材など

ユーザー
インタフェース

色、文字の大き
さ、レイアウト、
扱いやすさ

位置、レイアウ
ト、扱いやすさな
ど

図記号、絵記号、
わかりやすさ

アレルギー性や毒
性のない材質など

保守・保管・廃棄 扱いやすさ、道理
に合った手順など 扱いやすさ 図記号、絵記号、

道理に合った手順
アレルギー性や毒
性のない材質など

構築環境（建物等） 照明、アクセス
ルート、音量など

位置、レイアウ
ト、表面材質など

図記号、絵記号、
わかりやすい言葉

アレルギー性や毒
性のない材質など

資料：経済産業省
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力・応用的動作能力又は社会的適応能力の
回復を図るための理学療法、作業療法を行
う専門職である。平成１９年４月現在で理学
療法士の養成施設は１１，８３０名、作業療法士
の養成施設は７，３３６名の定員が確保されて
いる。

イ 視能訓練士、義肢装具士
両眼視機能の回復のための矯正訓練及び

これに必要な検査を行う視能訓練士、義
肢・装具の装着部位の採型並びに製作及び
身体への適合を行う義肢装具士の養成施設
についても、平成１９年４月現在それぞれ
１，０１５名、２５３名の定員が確保されている。

ウ 言語聴覚士
音声機能、言語機能及び聴覚に関するリ

ハビリテーション等を行う言語聴覚士が平
成１０年に国家資格化され、その養成施設は
１９年４月現在、定員２，３４３名が確保されて
いる。

（３）国立専門機関等の活用
国立身体障害者リハビリテーションセン

ター学院において、身体に障害のある人の
リハビリテーション・福祉に従事する専門
職員の養成及び現に従事している各種専門
職の技術の向上を目的とした研修として、
５課程の専門職員養成、２３コースの知識・

技術向上のための研修を実施している。
情報の保障やコミュニケーションの支援

を必要とする視覚障害のある人、聴覚障害
のある人の社会参加を進める上で専門職の
養成・確保が重要な課題であることから、
視覚障害のある人の生活訓練を専門とする
技術者を養成する視覚障害学科、聴覚障害
のある人の手話通訳を専門とする手話通訳
士を養成する手話通訳学科を設けているほ
か、現任者の技術等の向上のための、視覚
障害生活支援研修会、手話通訳士専門研修
会も実施している。
また、保健・医療に携わる専門職につい

ては、言語聴覚学科、義肢装具学科により
養成を行っているほか、音声言語機能等判
定医師研修会、身体障害者福祉法第１５条指
定医師研修会、義肢装具士研修会、作業療
法士研修会、リハビリテーション心理職研
修会、言語聴覚士研修会、視覚障害生活支
援研修会、リハビリテーション看護研修会
等を実施している。
さらに、身体に障害のある人の総合的な

リハビリテーションのための体育・スポー
ツの指導を専門とする技術者を養成するリ
ハビリテーション体育学科を設けているほ
か、全国の国立更生援護施設で培った技術
の情報提供や研修を行うための場として、
国立光明寮に地域交流棟等の整備を行うと
ともに、当該光明寮において、地域ボラン

■図表１―４３ 福祉専門職の資格取得者（平成２０年３月末）

■図表１―４４ リハビリテーション従事者の資格取得者（平成１９年末）
理学療法士 作業療法士 視能訓練士 義肢装具士 言語聴覚士
５８，６７２人 ３８，０９７人 ７，４８７人 ３，３０１人 １２，５４３人

社会福祉士
介護福祉士

精神保健福祉士
全体 国家試験 養成施設卒業者

９５，５９０人 ６５５，７９６人 ４１６，０９２人 ２３９，７０４人 ３４，７６８人
資料：厚生労働省

資料：厚生労働省
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ティアや住民を対象として、また、福祉教
育の一環として教員や小中学生を対象に、
視覚障害のある人に対する正しい理解と知
識や援助方法の習得を目的とした研修会等
を実施している。
また、知的障害児（者）の高齢化や障害

の重複化、さらには自閉症等の特有の発達
障害を有する障害児（者）に対する取組の
強化等に伴い、これらに関連する業務に従
事する専門職員の資質向上を図ることは重
要な課題であることから、国立秩父学園附
属保護指導職員養成所において、知的障害
関係福祉施設等で保護指導の業務に従事す
る職員の資質向上を図るための研修を実施
している。特に自閉症等への取組として、
全国の知的障害児施設等に附置される「発
達障害者支援センター」の職員に対する療
育技術に関する研修を実施している。

第２節

保健・医療施策

１ 障害の原因となる疾病等の予防・治療

（１）障害の原因となる疾病等の予
防・早期発見

ア 健康診査
健康診査は、疾病の危険（リスク）の早

期発見による疾病等の発生予防、疾病や異
常の早期発見の機会として重要であり、必
要に応じて保健指導に結び付ける機会でも
ある。
１歳６か月児及び３歳児健康診査は、幼

児期において、身体発育及び精神発達の面
から最も重要な時期である１歳６か月児及
び３歳児のすべてに対し、総合的な健康診
査を実施するものであり、その結果に基づ
いて適切な指導を行っている。

フェニールケトン尿症等の先天性代謝異
常や先天性甲状腺機能低下症（クレチン症）
などは、早期に発見し、早期に治療するこ
とによって、知的障害などを予防すること
ができるため、新生児を対象とした検査が
実施されている。
難聴等の聴覚障害の早期発見を図るた

め、新生児に対して試行的に聴覚検査など
が実施されている。
学校においては、就学時や毎学年定期に

児童生徒の健康診断を行っており、疾病の
早期治療や早期発見に役立っている。

イ 保健指導
妊産婦や新生児・未熟児等に対して、障

害を予防し、健康の保持増進を図るため
に、家庭訪問等の個別指導による保健指導
が行われている。
身体の機能に障害のある児童又は機能障

害を招来する児童を早期に発見し、療育の
指導等を実施するため、保健所及び市町村
において早期に適切な治療上の指導を行
い、その障害の治癒又は軽減に努めてい
る。身体に障害のある児童については、障
害の状態及び療育の状況を随時把握し、そ
の状況に応じて適切な福祉の措置を行って
いる。

ウ 生活習慣病の予防
急激な人口の高齢化の進展に伴い、疾病

構造が変化し、疾病全体に占める、がん、
心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣
病の割合が増加している中、健康寿命の更
なる延伸、生活の質の向上を実現し、元気
で明るい高齢社会を築くためには、若いう
ちから生活習慣の見直しなどを通じ積極的
に健康を増進し、疾病の「予防」に重点を
置いた対策の推進が急務である。
このため、平成１２年から栄養・食生活、
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身体活動・運動、糖尿病、循環器病等の９
分野７０項目について具体的な目標を掲げた
「２１世紀における国民健康づくり運動（健
康日本２１）」を推進している。「健康日本２１」
では、障害の原因となる糖尿病等の予防を
図る観点から、検診の受診者数の増加等に
ついての目標を設定し、取組を推進してい
る。また、１５年には「健康日本２１」を中核
とする国民の健康づくり・疾病予防をさら
に積極的に推進していくための法的基盤と
しての「健康増進法」を施行した。
また、平成１９年４月には、「健康日本２１」

中間評価報告書を公表したほか、メタボ
リックシンドローム対策の一層の推進など
を盛り込んだ「新健康フロンティア戦略」
をまとめるなど、生活習慣病対策の一層の
推進を図ることとしている。

（２）障害の原因となる疾病等の治療
リスクの高い妊産婦や新生児などに高度

の医療が適切に提供されるよう、各都道府
県において、周産期医療の中核となる総合
周産期母子医療センターの整備や、地域の
医療施設と高次の医療施設との連携体制の
確保などを行っている。
原因不明で、治療方法が確立していない

いわゆる難病のうち、治療がきわめて困難
であり、かつ、医療費が高額である４５疾患
については、特定疾患治療研究事業におい
て、医療費の自己負担分について公費負担
を行うことにより、効果的な研究の推進、
医療の確立・普及を図っている。

（３）正しい知識の普及
ア 学校安全の充実
学校においては、児童生徒等が自他の生

命を尊重し、日常生活全般における安全に
必要な事柄を実践的に理解し、安全な生活
ができるような態度や能力を養うことが大

切である。このため、教科「体育」や「保
健体育」、道徳及び特別活動を中心に、学
校教育活動全体を通じて安全教育を行って
いる。
文部科学省では、安全教育の充実を図る

ため、各都道府県において指導的な役割を
果たしている小・中・高等学校の教員等を
対象とした「各地域における学校安全の基
盤となる指導者の養成を目的とした研修」
（独立行政法人教員研修センターが実施。）
を開催し、指導者の資質の向上を図ってい
る。

イ 労働災害防止対策
我が国の労働災害の発生件数は、死傷者

数は長期的に減少傾向で推移している。死
亡者数については、平成１８年は１，４７２名と
なり、前年と比べ４２人の減少となってい
る。
今後における労働災害防止対策として

は、まず、安全管理体制の確立、安全管理
の計画的推進、安全に係る事前評価の充
実、機械設備の安全化の促進、生産活動と
一体となった安全管理活動の促進、適正な
作業方法の確立、安全衛生教育の徹底等の
基本的対策を見直し、これらの効果的な推
進を図ることとしている。

２ 障害のある人に対する適切な
保健・医療サービスの充実

（１）障害の早期発見
我が国の母子保健における取組の成果や

課題を整理し、２１世紀の母子保健の取組の
方向性を示し、国民をはじめ各自治体・関
係団体等で推進する国民運動計画である
「健やか親子２１」の推進等により、妊産婦、
新生児及び乳幼児の健康診査の適切な実施
及びこれらの機会の活用を図り、障害の早
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期発見に努めている。

（２）障害のある人に対する医療・医
学的リハビリテーション

ア 医療・リハビリテーション医療の提供
障害のある人のための医療・リハビリ

テーション医療の充実は、障害の軽減を図
り、障害のある人の自立を促進するために
不可欠である。
「障害者自立支援法」に基づき、身体障

害を軽減又は除去するための医療を自立支
援医療（更生医療及び育成医療）と位置づ
け、その費用の一部又は全部を公費負担し
ている。
医療保険においても、障害のある人の療

養の内容に応じ、診療報酬上の評価を行っ
てきている。平成１２年度の診療報酬改定に
おいては、脊髄損傷等の重度の障害のある
人、重度の意識障害者、筋ジストロフィー
患者、難病患者等にふさわしい医療が提供
されるよう、在院日数にかかわらずに算定
が可能な、障害者施設等入院基本料を新設
した。
また、平成１８年度の診療報酬改定におい

ては、リハビリテーションについて、疾患
別に診療報酬上の評価を行う仕組みを導入
することとし、障害児（者）リハビリテー
ション料を新設したが、２０年度の診療報酬
改定においては、これを算定できる対象施
設を拡大し、評価の引き上げを行った。
歩行困難等のために身体障害者更生相談

所が実施する巡回相談に参加することが困
難な在宅の重度身体障害者に対しては、
「在宅重度身体障害者訪問診査」を市町村
において実施しており、訪問診査において
は、全身の状態を診断するとともに、リハ
ビリテーション器具等の利用に関する助言
や各種医療制度に関する指導、補装具の給
付等を行っている。

イ 医学的リハビリテーションの確保
国立身体障害者リハビリテーションセン

ター病院では、開設当初から身体上の障害
のある者及びそのおそれのある者に対する
医学的リハビリテーションの臨床・研究活
動を行っており、各障害に対応した機能回
復訓練を行うとともに、早期退院・社会復
帰に向けた医療相談活動及び心理支援活動
を行っている。
外傷や脳血管障害等により脳に損傷を受

け、その後遺症等として記憶障害、注意障
害、社会的行動障害などの認知障害等を有
する「高次脳機能障害」は、「会話がうま
くかみ合わない」、「段取りをつけて物事を
行うことができない」等の症状がみられる。
高次脳機能障害は、日常生活において大

きな支障をもたらすことも多いが、一見し
てその症状を障害に由来するものと認識さ
れないこともあるなど、十分な理解が得ら
れずに、適切な対応がされないことも多
かった。
このため、平成１３年度から高次脳機能障

害支援モデル事業を行い、標準的な訓練プ
ログラム等を作成すると共に、高次脳機能
障害者への支援ネットワークづくりなどを
行った。
平成１８年１０月からは、このモデル事業の

成果を踏まえ、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相談支援コーディネーターによる高
次脳機能障害者に対する専門的な相談支
援、②関係機関との地域ネットワークの充
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」を開始し、全国で高次脳機能障害に
対する適切な対応が行われるよう取り組ん
でいるところであり、新５か年計画におい
て、２４年度までに全都道府県に支援拠点機
関を設置することを目標としている。
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医療機関

患者団体
就労支援機関

市町村

高　

次　

脳　

機　

能　

障　

害　

者　

・　

家　

族

支援拠点機関
（リハビリテーションセンター、病院等）

委託

都道府県

厚生労働省

モデル事業における成果
（マニュアル等）の提示

・各種支援プログラムの検証と改正
・研修事業、普及啓発活動

国立身体障害者
リハビリテーションセンター

指導助言指導助言

相談支援コーディネーター
（ケースワーカー、ソーシャルワーカー OT、心理職等）

※1　OT、心理職等を必要に応じて配置
※2　OTとは、作業療法士を指している

支援体制整備

・関係機関との連携 (連絡委員会の開催等)
・関係機関、自治体職員に対する研修
・関係機関への指導、助言

相談支援

・専門的なアセスメント、ケアプランの作成
・ケアプランに基づくサービスの提供

専門的相談

サービス
利用

福祉サービス事業者

刑事施設においては、医療刑務所等にリ
ハビリテーション機器を整備し、受刑者の
うち、運動機能に障害を有する者や長期療
養等で運動機能が低下した者に対して、機
能回復訓練を行っている。

（３）障害者に対する保健サービス
入院治療が必要になった重症難病患者に

対する入院施設の確保及び受入れ体制の整
備が円滑に行われるよう、難病医療拠点・
協力病院の確保、在宅患者に対する支援の
強化など、保健医療福祉サービスの提供を
推進している。

（４）保健・医療サービス等に対する
適切な情報提供

難病患者への情報提供については、難病
情報センターによりインターネットを活用
した最新の医学・医療情報等を提供してい
る。また、難病患者の持つ様々なニーズに
対応したきめ細やかな相談支援体制が行わ

れるよう、平成１５年度に難病相談・支援セ
ンター事業を創設し、都道府県に拠点を設
け、保健・健康サービスを提供している。

３ 精神保健・医療施策の推進

（１）心の健康づくり
ア うつ対策の推進
うつ病は、だれもがかかりうる病気であ

り、早期発見・早期治療が可能であるにも
かかわらず、本人や周囲の者からも気づか
れにくく、その対策の必要性が指摘されて
いる。このため、平成１６年１月「地域にお
けるうつ対策検討会」において、住民がう
つ病を知り、うつ病に気づき、適切に対応
でき、地域保健活動の中でうつ対策に取り
組む際の参考となるよう、「うつ対策推進
方策マニュアル」を取りまとめるとともに、
保健医療従事者のうつ病にかかっている人
へのサポート、うつ病予防のための対応を
示した「うつ対応マニュアル」を取りまと

■図表１―４５ 高次脳機能障害支援普及事業（イメージ図）

資料：厚生労働省
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め周知を図っているところである。また、
「新健康フロンティア戦略」においては、
うつ対策の一層の推進を図ることとされ、
（１）地域や職域での理解促進、相談体制
の整備、早期診断技術の研究開発等による
「うつの早期発見・早期治療の推進」、
（２）地域での治療・支援体制の充実、職
域での理解促進、相談体制の整備、社会復
帰プログラムの研究開発等による「うつの
治療・社会復帰の推進」が盛り込まれたと
ころである。
平成２０年度からは、うつ病の患者を最初

に診療することが多い一般内科等のかかり
つけ医のうつ病診断技術等の向上を図るた
め、各都道府県・政令指定都市において、
専門的な研修を実施することとしている。

イ 児童思春期及びPTSDへの対応
思春期におけるいわゆるひきこもり、不

登校、家庭内暴力など、心の問題が社会問
題化している。また、災害等の心的外傷体
験により生じる PTSD（心的外傷後ストレ
ス障害）は、長期間の療養期間を要するも
のとして、非常に注目されている。これら
に対応するため、専門家の養成研修等を行
い、精神保健福祉センター等で児童思春期
や PTSDの専門相談等を取り入れている。

ウ 自殺対策の推進
我が国の自殺者数は平成１０年に３万人を

超え、その後も高い水準で推移している。
こうした状況に対し、政府としてもうつ病
対策や職場におけるメンタルヘルス対策を
中心として自殺予防対策に取り組んできた
が、自殺者数の減少が見られないことか
ら、１８年６月に、自殺を個人的な問題とし
てのみとらえるのではなく、社会的な取組
により、自殺の防止を図り、あわせて自殺
者の親族等に対する支援の充実を図ること

を目的とする「自殺対策基本法」が制定さ
れた。また、同法に基づき、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、「自殺総合対策大綱」（以下「大綱」
という。）が、１９年６月８日に閣議決定さ
れた。
大綱では、多くの自殺は、様々な要因に

より、追い込まれた末の死であること、ま
た、社会的な取組により自殺は防ぐことが
できるという基本的認識とともに、これを
踏まえ、当面重点的に取り組むべき施策と
して、９項目４６施策を設定した。さらに、
これらの施策を着実に実施することによ
り、平成２８年までに基準年である１７年の自
殺死亡率を２０％以上減少させることを目標
としたところである。
政府では、大綱に基づく施策の実施状況

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、自殺総合対策
会議の決定に基づき、「自殺対策推進会議」
を開催することとし、その第１回を平成２０
年２月１２日に開催したところである。今
後、同会議における議論等を踏まえ、現場
の声を政策に反映する等により、総合的な
自殺対策の一層の推進を図ることとしてい
る。
平成２０年３月には、自殺未遂者や自殺者

親族等の支援に関する現状と課題を整理
し、基本的な考え方と今後の取組の方向性
を示すとともに、支援を行っている関係者
のためのケアに関するガイドラインを作成
する際に必要な指針を報告書としてまとめ
たところである。

（２）精神疾患の早期発見・治療
ア 精神保健施策の推進
精神障害のある人の人権に配慮した適正

な医療及び保護の実施、精神障害のある人
の社会復帰の促進、国民の精神的健康の保
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持・増進を図るための精神保健施策の一層
の推進を図っている。
平成１７年６月末現在、我が国の精神科病

院数は１，６６１か所、その病床数は約３５万床
となっており、全病院の病床数の約２割を
占めている。また、精神科病院の入院患者
数は約３２万人であり、このうち、約２０万人
が任意入院、約１１万８，０００人が医療保護入
院、約２，３００人が措置入院となっており、
措置入院による入院者については、公費に
よる医療費負担制度を設けている。
平成１７年度の精神医療費は約１兆８，８６３

億円であり、国民医療費全体の約８％を占
めているが、このうち入院医療費が約１兆
４，０３９億円、外来医療費が約４，８２４億円と
なっている。
外来医療については、「障害者自立支援

法」に基づく自立支援医療（精神通院医療）
においてその費用の一部又は全部を公費負
担している。また、在宅の精神障害のある
人の生活指導等を行う精神科デイ・ケア事
業及び精神科ナイト・ケア事業等を実施し
ている。
このほか、夜間や土日曜でも安心して精

神科の救急医療が受けられるよう精神科救
急医療体制の整備をしている。
地域精神保健施策については、地域の保

健所や都道府県の精神保健福祉センターを
中心に取り組んでいるが、入院医療中心の
施策から、社会復帰や福祉施策にその幅が
広がるにつれ、身近な市町村の役割が大き
くなってきている。
都道府県及び市町村は、精神保健福祉セ

ンター及び保健所等に、精神保健及び精神

うつ病を疑うサイン

〈うつ病を疑うサイン－自分が気づく変化〉

１．悲しい、憂うつな気分、沈んだ気分
２．何事にも興味がわかず、楽しくない
３．疲れやすく、元気がない（だるい）
４．気力、意欲、集中力の低下を自覚する（おっくう、何もする気がしない）
５．寝つきが悪くて、朝早く目がさめる
６．食欲がなくなる
７．人に会いたくなくなる
８．夕方より朝方の方が気分、体調が悪い
９．心配事が頭から離れず、考えが堂々めぐりする
１０．失敗や悲しみ、失望から立ち直れない
１１．自分を責め、自分は価値がないと感じる など

〈うつ病を疑うサイン－周囲が気づく変化〉

１．以前と比べて表情が暗く、元気がない
２．体調不良の訴え（身体の痛みや倦怠感）が多くなる
３．仕事や家事の能率が低下、ミスが増える
４．周囲との交流を避けるようになる
５．遅刻、早退、欠勤（欠席）が増加する
６．趣味やスポーツ、外出をしなくなる
７．飲酒量が増える など

出典：平成１６年１月「地域におけるうつ対策検討会」報告書
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48.5％（121,178億円）

25.6％

（249,677億円）

（18,863億円）

51.5％（128,499億円）

74.4％（14,039億円） （4,824億円）

資料：厚生労働省
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障害のある人の福祉に関する相談に応じ、
また、精神障害のある人及びその家族等を
訪問して必要な指導を行うための職員（「精
神保健福祉相談員」）を置くことができる。
保健所においては、精神保健福祉セン

ターや医療機関、障害福祉サービス事業者
等との連携の下に、精神保健福祉相談員に
よる精神保健福祉相談、保健師による訪問
指導を実施している。
精神保健福祉センターにおいては、精神

保健福祉に関する相談指導や技術援助、知
識の普及等の業務を行っているほか、アル
コール関連問題に関する相談指導、思春期
精神保健対策、心の健康づくり、性に関す
る相談等の事業を実施している。さらに、
平成１４年度からは、精神医療審査会の事
務、自立支援医療（精神通院医療）の判定
及び精神障害者保健福祉手帳の判定を行っ
ている市町村においては、精神障害者保健
福祉手帳及び自立支援医療（精神通院医療）
に関する手続の受理の事務等を行ってい
る。また、市町村は、精神障害のある人及
びその家族等からの精神障害福祉に関する
相談に応じ、助言を行うほか、精神保健に
関しても相談に応じ、助言を行うよう努め
ることとされている。さらに、市町村は、
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
から求めがあったときは、障害福祉サービ

ス事業等の利用ができるよう、相談に応
じ、必要な助言を行い、その際、必要に応
じて、そのサービスの利用についてあっせ
ん又は調整を行うこととしている。

イ 重大な他害行為を行った者に対する適
切な医療の確保

心神喪失等の状態で重大な他害行為を
行った者に対し、その適切な処遇を決定す
るための手続等を定めることにより、継続
的かつ適切な医療並びにその確保のために
必要な観察及び指導を行うことによって、
その病状の改善及びこれに伴う同様の行為
の再発の防止を図り、もってその社会復帰
を促進することを目的とする「心神喪失等
の状態で重大な他害行為を行った者の医療
及び観察等に関する法律」が平成１７年７月
に施行され、同法に基づき、適切な医療の
確保を推進しているところである。
また、制度を安定的に運営するために

は、指定医療機関のさらなる確保が必要で
あることから、その整備に努めているとこ
ろである。

４ 研究開発の推進
障害の予防や根本的治療法等を確立する

ため、これまで障害の原因、予防、早期発
見、治療及び療育に関する研究が行われて

■図表１―４６ 精神科医療費構成
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きた。これは、障害児施策の基本である障
害の予防や早期治療を確立し、有機的かつ
総合的に施策を推進させるための基礎とな
るものである。この研究の成果を踏まえ、
１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査、
先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査、
周産期医療対策事業等が実施されている。
国立身体障害者リハビリテーションセン

ター研究所では、「身体障害者の自立と社
会参加ならびにQOLの向上」を目的とし
た、医学・工学・社会学・心理学等の学際
的取組により、リハビリテーション支援技
術、社会システム及び身体に障害のある人
の健康維持・増進に関する研究を行うとと
もに、厚生労働科学研究として、「障害保
健福祉総合研究事業」、「感覚器障害研究事
業」、「こころの健康科学研究事業」などを
行っている。
いわゆる難病のうち、症例数が少なく、

原因が不明で治療方法も確立しておらず、
かつ、生活面への長期にわたる支障がある
疾患については、厚生労働科学研究難治性
疾患克服研究事業を実施しており、大型プ
ロジェクト研究の実施等により難治性疾患
の画期的な診断法及び治療法の研究開発を
目指した研究を一層推進している。

５ 専門職種の養成・確保

（１）医師
医師については、卒前・卒後の教育の中

でリハビリテーションに関する教育の充実
を図っている。卒前教育としては、各医科
大学（医学部）において、リハビリテーショ
ンに関する講座の設置や授業科目を開設す
るなどのほか、整形外科学、内科学等の授
業科目の中でリハビリテーションに関する
内容も含める等の充実を図っている。卒後
教育においては、平成１６年度から必修化さ

れた新たな医師臨床研修制度において、研
修医が達成すべき「臨床研修の到達目標」
として、保健・医療・福祉の各側面に配慮
しつつ、診療計画を作成し、評価するため
に、QOLを考慮にいれた総合的な管理計
画（リハビリテーション、社会復帰、在宅
医療、介護を含む）へ参画することを掲げ、
また、経験が求められる疾患・病態とし
て、一般的な診療において、頻繁にかかわ
る心身の障害（認知症疾患・慢性関節リュ
ウマチなど）を定めるなど、資質の向上の
ための方策を講じている。さらに、様々な
子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に
対応できる小児科医や精神科医の養成方法
を検討するため、「子どもの心の診療に携
わる専門の医師の養成に関する検討会」を
開催し、１９年３月に報告書をまとめた。当
該報告書も踏まえ、１９年度に専門医の養成
のための研修等を実施している。

（２）看護職員
看護師を含めた看護職員については、卒

前教育から、基礎看護学、在宅看護論、成
人看護学、老年看護学、精神看護学等にお
いて、リハビリテーション等の障害のある
人に対する支援等を含めた、様々な場面や
対象者に対応できる資質の高い看護職員の
養成に努めている。また、ケアを必要とす
る対象には、保健医療サービスのみではな
く福祉サービス等も必要であり、看護と福
祉の連携の観点からケアマネジメントがで
きる能力が重要であり、そのための教育を
重視しているところである。さらに、看護
職員の確保対策のため、看護職員需給見通
しに沿って離職の防止、再就業の支援等の
施策を講じているところである。
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第
章5第 章5
第１節

障害のある人の住みよいまち
づくりのための施策

１ 住宅のバリアフリー化の推進

（１）障害のある人に対応した住宅政
策の基本的考え方

住宅は人生の大半を過ごす欠くことので
きない生活の基盤であり、障害のある人を
含むすべての人々が、生涯を通じて豊かな
住生活を送ることができるよう、住宅・居
住環境の整備を行うことが重要な課題であ
る。このため、良質な住宅ストック・居住
環境の形成を図るとともに、障害のある人
が障害の種別、程度、世帯の構成等に応じ
て、日常生活に適した規模・設備を有する
住宅を確保できるようにすることが必要で
ある。
「住生活基本法」に基づき策定された「住
生活基本計画（全国計画）」（平成１８年９月
閣議決定）においては、障害のある人をは
じめとする多様な人々が地域において安
全・安心で快適な住生活が営めるよう、住
宅のバリアフリー化の促進、公的賃貸住宅
と福祉施設との一体的整備の推進、障害の
ある人等の入居を受け入れることとしてい
る民間賃貸住宅に関する情報の提供等を行
うこととしている。
このうち、住宅のバリアフリー化に関し

ては、高齢者（６５歳以上の者）の居住する
住宅のバリアフリー化率について、一定の
バリアフリー化（２箇所以上の手すり設置
又は屋内の段差解消）を平成２７年度までに
７５％、高度のバリアフリー化（２箇所以上
の手すり設置、屋内の段差解消及び車いす
で通行可能な廊下幅）を２７年度までに２５％

とすること、また、共同住宅のうち、道路
から各戸の玄関まで車いす等で通行可能な
住宅ストックの比率について、２７年度まで
に２５％とすることを目指すこととしてい
る。
また、平成１９年７月に制定された「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」の趣旨を踏まえ、公的賃
貸住宅の供給及び民間賃貸住宅の活用等を
図ることとしている。

（２）設計、設備の面で障害のある人
に配慮した住宅の供給

ア 公営住宅等
新設のすべての公営住宅について、平成

３年度より、設計・設備の面で、障害のあ
る人等に配慮し、加齢等による身体機能の
低下等に対応した住宅を標準仕様として順
次供給している。既設の公営住宅の改善を
行う場合にも、可能な限り障害のある人等
に配慮した住宅改善を行うこととしてい
る。
障害者向け公営住宅の建設に当たって

は、規模の大きなものや特別の設備を設置
するものに対しては、工事費に係る助成を
特例的に増額している。
入居者の募集・選考においては、障害者

世帯は、特に住宅困窮度が高いものとし
て、事業主体の裁量により一定の上限の
下、入居者の収入基準を緩和するととも
に、当選率の優遇、別枠選考等の措置を講
じている。また、平成１８年２月から身体に
障害のある人に加え、精神障害のある人、
知的障害のある人についても単身入居を可
能としている。
平成１９年度には、公営住宅制度を補完す

る公的賃貸住宅（特定優良賃貸住宅・高齢
者向け優良賃貸住宅）制度を再編して、地
域優良賃貸住宅制度を創設し、民間事業者
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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して
いる。さらに、本制度の高齢者型において
は、都道府県知事等の裁量により一定の障
害者世帯について別枠選考等の措置ができ
るものとしている。
なお、改良住宅等についても、設計・設

備の面で公営住宅に準じた取扱いをしてい
る。

イ 都市機構賃貸住宅
新設のすべての都市機構賃貸住宅につい

て、平成３年度より、設計・設備の面で、
障害のある人等に配慮し加齢等による身体
機能の低下等に対応した住宅を標準仕様と
して順次供給している。既存の賃貸住宅に
ついても、障害のある人等に配慮した住宅
改善を実施している。
障害のある人を含む世帯に対しては、入

居基準収入額の緩和、１階又はエレベー
ター停止階への住宅変更、新規賃貸住宅募
集時の当選率の優遇等の措置が講じられて
いる。

ウ 公社賃貸住宅
公社賃貸住宅については、平成７年度よ

り、設計・設備の面で、障害のある人等に
配慮し、加齢等による身体機能の低下等に
対応した住宅を標準仕様として順次供給し
ている。

エ 民間住宅の誘導
民間住宅については、平成１３年８月に

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」
に基づき、高齢者の居住する住宅の設計に
係る指針を策定し、身体機能が低下した場
合にも住み続けられるような住宅の設計上
の配慮事項を示し、普及を促進している。
独立行政法人住宅金融支援機構において

は、証券化支援事業の枠組を活用し、バリ
アフリー性が優れた住宅の取得について金
利の引き下げ（当初５年間、０．３％の金利
引き下げ）を行う優良住宅取得支援制度を
実施している。
沖縄振興開発金融公庫においては、障害

のある人等に配慮した住宅として、上記の
指針に基づき定められた基準に適合する住
宅等一定の良質な住宅に対して、金利の優
遇を行っている（１戸当たり床面積が１７５

■図表１―４７ 公営住宅等の障害者世帯向け住宅建設戸数

年 度 公営住宅建設戸数
都市機構（公団）住宅の優遇措置戸数

賃 貸 分 譲 計
平成１２年 ２３７ ５，９４８ ２１２ ６，１６０

１３ ２０４ ５，３８１ １２３ ５，５０４
１４ １６１ ４，８４２ １４９ ４，９９１
１５ １４０ ４，０５０ ４５ ４，０９５
１６ １３２ ※ ２，１５７ ０ ２，１５７
１７ １２８ ※ １，２８２ ０ １，２８２
１８ １０７ ※ １，６６３ ０ １，６６３

注１：※印は見込み戸数
注２：都市機構（公団）住宅の優遇措置戸数には、高齢者及び高齢者を含む世帯等に対する優遇措置戸数を含

む（空家募集分を含む）。
注３：優遇措置の内容としては、当選率を一般の１０倍としている。 資料：国土交通省
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m２以下の住宅について、適用を行ってい
る）。新築住宅については、上記の基準に
適合する住宅の場合（１６０万円／戸）、ホー
ムエレベーター、階段昇降機、車いす対応
キッチンユニットなどの設備を併設する場
合（２６０万円／戸）、障害のある人等が同居
し比較的規模の大きな住宅を建設する場合
（３１０万円／戸）に融資の増額を行ってい
る。
また、平成１９年度税制改正において、高

齢者及び障害のある人等が居住する住宅に

おいて一定のバリアフリー改修工事を行っ
た場合に、所得税や固定資産税を軽減する
特例措置を講じている。

（３）住宅リフォーム
障害のある人の健やかな住生活を実現す

るため、既存住宅ストックを障害のある人
の生活や家族の介護に配慮した、住みやす
いものへと改造していくことが求められて
いる。このため、適切な設計・施工ができ
る専門家の育成を目的に（財）住宅リフォー

シルバーハウジング・プロジェクトとは？

住宅部局と福祉部局が連携することにより、公営住宅等について、手すり・緊急通
報装置の設置等の高齢者の安全や利便に配慮した設備・仕様とし、併せてデイサービ
スセンター等福祉施設との併設、又はライフサポートアドバイザーの配置により生活
を支援しています。入居者は高齢者世帯ですが、事業主体の長が特に必要と認める場
合に限り、以下の障害者世帯についても対象とすることとしています。

●障害者単身世帯
●障害者のみの世帯
●障害者とその配偶者のみからなる世帯
●障害者と高齢者（６０歳以上）又は高齢者夫婦（夫婦のいずれか一方が６０歳以上で
あれば足りる。）のみからなる世帯



124

ム・紛争処理支援センターにおいて、増改
築相談員及びマンションリフォームマネ
ジャーに対し、高齢化対応リフォーム及び
介護保険における住宅改修に関するテキス
トを作成して、情報提供を行っている。
住宅リフォームを行うに当たっては、住

宅分野と保健福祉分野の連携による適切な
相談体制の確立が必要である。このため、
関係省庁間の密接な連携の下、国及び地方
公共団体において、障害のある人が住みや
すい住宅増改築、介護機器相談体制を整備
している。
障害のある人等の居宅を建築関係の専門

家等が訪問し、家屋の構造や障害の程度を
踏まえた住宅改造に関する適切なアドバイ
スを行う「住宅改良ヘルパー制度」が平成
５年から設けられている。
沖縄振興開発金融公庫においては、住宅

の改良につき、段差解消等のバリアフリー
化、障害のある人が日常生活を支障なく営
むことができるように必要な設備を設置す
る工事等を行う場合には、平成１０年度より
融資を大幅に増額している（９年度５６０万
円→１０年度以降１，０６０万円等）。

（４）福祉・医療施策との連携
障害のある人の生活に関連したサービス

を備えた住宅の整備を行うため、公営住宅
等を建設する際の社会福祉施設等の併設・
合築などを推進している。また、障害のあ
る人の共同生活を支援することを目的とす
るグループホーム事業を公営住宅制度に位
置付け、一定の要件下で、社会福祉法人等
に公営住宅を使用させることができるもの
としている。
福祉施策と連携した生活支援サービス付

き公営住宅（シルバーハウジング）におい
ては、事業主体の長が特に必要と認める場
合に、障害者世帯の入居を可能としてい

る。
障害のある人等の生活しやすい市街地環

境の形成を図るため、住宅市街地総合整備
事業、優良建築物等整備事業、市街地再開
発事業等において、平成９年度より、デイ
サービスセンター、保育所等の社会福祉施
設等を合築・併設する事業で、一定の条件
を満たすものに対し建築主体工事費の一部
を補助対象に上乗せしている。

（５）民間賃貸住宅への円滑な入居
あんしん賃貸支援事業において、障害の

ある人等の入居を受け入れることとする民
間賃貸住宅等の情報提供を行うとともに、
地方公共団体、仲介事業者、支援団体等が
連携して居住支援を行い、障害のある人等
等の入居の円滑化と安心できる賃貸借関係
の構築を支援している。
また、平成１７年度より、高齢者居住支援

センターにおいて、障害者世帯の家賃債務
保証を実施しており、１９年度からは、家賃
債務に加え、原状回復や訴訟に要する費用
も保証の対象に追加しており、これらによ
り大家の不安を解消することによって、障
害のある人の民間賃貸住宅への円滑な入居
を支援している。

２ ユニバーサルデザインの考え方を
踏まえたバリアフリー施策の推進

国土交通省では、高齢者や障害のある人
のみならず可能な限りすべての人を対象と
して想定し、「どこでも、だれでも、自由
に、使いやすく」というユニバーサルデザ
インの考え方に基づき、今後の社会資本整
備、交通分野における取組方針を「ユニ
バーサルデザイン政策大綱」として平成１７
年７月に公表している。
本大綱を踏まえ、公共交通機関、建築

物、歩行空間等の一体的・連続的なバリア
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フリー化を促進し、バリアフリー施策を総
合的に推進するため、「高齢者、身体障害
者等が円滑に利用できる特定建築物の建築
の促進に関する法律（以下「ハートビル法」
という）」と「高齢者、身体障害者等の公
共交通機関を利用した移動の円滑化の促進
に関する法律（以下「交通バリアフリー法」
という）」を統合・拡充した「高齢者、障
害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律（以下「バリアフリー新法」という）」
を平成１８年６月に制定、１２月から施行して
おり、同法や、バリアフリー化の目標、施
設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の
指針等を示した、「移動等円滑化の促進に
関する基本方針（１８年国家公安委員会、総
務省、国土交通省告示第１号）」に基づき、
公共施設等のバリアフリー環境の整備を推
進している。
なお、「バリアフリー新法」は、「ハート

ビル法」と「交通バリアフリー法」で定め
られていた内容を踏襲しつつ、この２つの
法律では、措置されていなかった新たな内
容が盛り込まれており、その内容は、次の
とおりである。

（１）すべての障害のある人が対象に
「バリアフリー新法」では、「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律」と、法律名をこれまでの「身体障害
者」ではなく「障害者等」とし、身体障害
のみならず、知的障害・精神障害・発達障
害を含む、すべての障害のある人が対象と
なることを明確にしている。

（２）生活空間におけるバリアフリー
化を推進

「バリアフリー新法」では、バリアフリー
化基準に適合するように求める施設等の範
囲を、公共交通機関・建築物・道路だけで

はなく、路外駐車場・都市公園にまで広
げ、高齢者や障害のある人などが日常生活
や社会生活において利用する施設を広く面
的にとらえ、生活空間におけるバリアフ
リー化を進めることとしている。
また、公共交通機関においても、タク

シー事業者を法の対象に新たに取り込み、
その上で、高齢者や障害のある人等の輸送
を目的とした、車いすや寝台（ストレッ
チャー）のまま乗降できるリフト等を備え
た「福祉タクシー」を新たに導入する際に
は、鉄道車両やバス同様、基準に適合させ
ることとしている。

（３）駅がない地域でも重点整備地区に
市町村は、移動等の円滑化を図ることが

必要な一定の地区を重点整備地区とし、移
動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体
的な推進に関する基本構想を作成すること
ができる。
この基本構想の対象となる範囲につい

て、これまでは、大きな鉄道駅など「特定
旅客施設（主として、１日当たりの平均的
な利用者数が５，０００人以上の旅客施設）」と
呼ばれる大規模な旅客施設の周辺のみに限
定されていたが、「バリアフリー新法」で
は、５，０００人に満たない旅客施設や、そも
そも旅客施設が存在しない地区であって
も、基本構想を策定することができる。
また、これまで公共交通機関・道路・信

号機等の３分野に限って、バリアフリー化
を進めるための事業を「特定事業」として
位置づけていたが、同法では、これらに加
え、建築物・路外駐車場・都市公園、さら
にはこれらの施設の間を結ぶ経路も、特定
事業として法定化した。
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（４）当事者の参画で利用者の視点を反映
ア 協議会制度を法定化
基本構想の作成の際、高齢者や障害のあ

る人などの計画段階からの参加の促進を図
るため、作成に関する協議等を行う協議会
制度を法律に位置づけている。この協議会
は、特定事業の実施主体はもとより、高齢
者や障害のある人、学識経験者その他の市
町村が必要と認める者で構成される。
加えて、バリアフリー化の対象となる事

業の実施主体は、市町村から通知を受けた
場合に、正当な理由がある場合を除き、必
ず協議会に参加することとしており、協議
の場の設定を法的に担保することで、調整
プロセスの促進を図ることとしている。

イ 基本構想作成提案制度を創設
基本構想を策定する市町村の取組を促す

観点から、基本構想の内容を、高齢者や障
害のある人などが市町村に対し具体的に提
案できる提案制度を新たに設けている。
提案できる者には、事業実施が見込まれ

る者はもとより、整備対象となる施設の利
用に関して利害関係のある高齢者や障害の
ある人などの利用者や、地域住民なども含
まれている。また、この制度の実効性を担
保する観点から、提案を受けた市町村に検
討結果の公表義務と、提案を採用しない場
合には、その理由を説明する義務を課して
いる。

（５）「スパイラルアップ」と「心の
バリアフリー」

ア 「スパイラルアップ」の導入等
高齢化やユニバーサルデザインの考え方

が進展する中、バリアフリー化を進めるた
めには、具体的な施策や措置の内容につい
て、施策に関係する当事者の参加の下、検
証し、その結果に基づいて新たな施策や措
置を講じることによって段階的・継続的な
発展を図っていく「スパイラルアップ」の
考え方が重要であり、「バリアフリー新法」
では、これを国の果たすべき責務として新
たに位置づけている。

■図表１―４８ 重点整備地区イメージ図

資料：国土交通省
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基本方針（主務大臣）

・移動等の円滑化の意義及び目標
・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者が移動等の円滑
化のために講ずべき措置に関する基本的事項
・市町村が作成する基本構想の指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

関係者の責務

基準適合義務等

重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・一体的な推進

・関係者と協力しての施策の持続的かつ段階的な発展（スパイラルアップ）【国】
・心のバリアフリーの促進【国及び国民】
・移動等円滑化の促進のために必要な措置の確保【施設設置管理者等】
・移動等円滑化に関する情報提供の確保【国】

以下の施設について、新設等に際し移動等円滑化基準に適合させる義務
既存の施設を移動等円滑化基準に適合させる努力義務

特別特定建築物でない特定建築物（事務所ビル等の多数が利用する建築物）の建築等に際し
移動等円滑化基準に適合させる努力義務（地方公共団体が条例により義務化可能）

誘導的基準に適合する特定建築物の建築等の計画の認定制度

・旅客施設及び車両等
・一定の道路（努力義務はすべての道路）
・一定の路外駐車場
・都市公園の一定の公園施設（園路等）
・特別特定建築物（百貨店、病院、福祉施設等の不特定多数又は主として高齢者、障害者等が
利用する建築物）

住民等による基本構想の作成提案

基本構想（市町村）

・旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の高齢
者、障害者等が生活上利用する施設の所在する一
定の地区を重点整備地区として指定
・重点整備地区内の施設や経路の移動等の円滑化に
関する基本的事項を記載　　　等

事業の実施

・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者、公安委員
会が、基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施する義務（特定事業）
・基本構想に定められた特定事業以外の事業を実施する努力義務

支援措置

・公共交通事業者が作成する計画の認定制度
・認定を受けた事業に対し、地方公共団体が
助成を行う場合の地方債の特例　　　等

移動等円滑化経路協定

重点整備地区内の土地の所有者等が締結す
る移動等の円滑化のための経路の整備又は
管理に関する協定の認可制度

協議会

市町村、特定事業を実施す
べき者、施設を利用する高
齢者、障害者等により構成
される協議会を設置

協議

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の基本的枠組み
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イ 「心のバリアフリー」の促進
「バリアフリー新法」では、バリアフリー
化の促進に関する国民の理解を深め、バリ
アフリー化の実施に関する国民の協力を求
める、いわゆる「心のバリアフリー」を深
めていくことを国の責務として定めるとと
もに、高齢者や障害のある人などが円滑に
移動し施設を利用できるようにすることへ
の協力だけではなく、高齢者や障害のある
人などの自立した日常生活や社会生活を確
保することの重要性についての理解を深め
ることが、国民の責務として新たに定めら
れている。

３ 建築物のバリアフリー化の推進

（１）官庁施設のバリアフリー化
官庁施設の整備においては、昭和４８年度

以降、公共職業安定所、法務局、税務署等
の窓口業務を行う官署、合同庁舎等につい
て、車いす使用者の利用を考慮したスロー
プ、肢体不自由者用トイレの設置や視覚に
障害のある人の利用を考慮した構内通路の
整備等、所要の措置を講じてきた。
更にきめ細かい障害者・高齢者施策を推

進するため、建築設計基準を定め、平成１４
年度からは、窓口業務を行う官署が入居す
る官庁施設について、高齢者や障害のある
人等すべての人が円滑かつ快適に施設を利
用できるよう、窓口業務を行う事務室の出
入口の自動ドア化、多機能トイレの設置等
による高度なバリアフリー化を目指した整
備を推進している。また、２２年度までに、
窓口業務を行う官署が入居するすべての既
存施設について、手すり、スロープ、視覚
障害者誘導用ブロック、高齢者や障害のあ
る人等に対応した便所、自動ドア、エレ
ベーター（延べ面積１，０００m２以上の施設を
対象）等の改修を実施することとしている。

また、平成１８年度からは、新営する国の
すべての官庁施設を、移動等円滑化誘導基
準に照らし、「全ての施設利用者が、でき
る限り、円滑かつ快適に利用できる」施設
として整備をすることとしている。さら
に、２４年度までに、国の合同庁舎の５０％に
ついて、窓口までの経路、高齢者や障害の
ある人等に対応した便所（オストメイト対
応）、駐車スペース等の整備を「バリアフ
リー新法」に基づいて実施することとして
いる。

（２）人にやさしい建築物の整備
デパート、ホテル等の多数の人々が利用

する建築物を、障害のある人等が利用しや
すくするためには、昇降装置の設置、廊下
の幅員等の確保、各種設備の充実等を図る
必要がある。このため、「バリアフリー新
法」に基づき特別特定建築物の建築等につ
いての移動等円滑化基準への適合義務化、
認定特定建築物に対する支援措置等の措置
を講じている。

（３）「バリアフリー新法」に伴う助成等
「バリアフリー新法」に基づき、障害の

ある人等が円滑に利用できる特定建築物の
廊下・階段等に関する基準を定め、特定建
築物の建築主等への指導・助言を行ってい
る。
また、同法に基づく認定を受けた優良な

建築物（認定特定建築物）のうち一定のも
のに対して、障害のある人等の利用に配慮
したエレベーター、幅の広い廊下等の施設
整備に対する補助制度（バリアフリー環境
整備促進事業）や税制上の特例措置（所得
税・法人税における割増償却）のほか、日
本政策投資銀行による融資制度として、
「人にやさしい建築物（ハートフルビル
ディング）整備事業」等の支援措置が設け



第
５
章

住
み
よ
い
環
境
の
基
盤
づ
く
り

129

られている。
また、地方公共団体が行う、公共施設等

のバリアフリー化を支援している。

（４）表示方法の統一
①点字表示
多くの公共施設等では、設置された製品

「バリアフリー教室」

少子高齢社会の進展や障害を持った方々の自立と社会参加を促進するために
は、高齢者や障害のある人等が公共交通機関を円滑に利用できるようにすること
が必要ですが、バリアフリー施設の整備といったハード面の対応だけではなく、
国民一人ひとりが高齢者や障害のある人等の移動制約者を見かけた際に進んで手
を差し伸べる環境づくりといったソフト面の対応も重要です。
このため、多くの国民が高齢者や障害のある人等に対する基礎的知識を学び、

車いす利用体験や視覚障害者疑似体験・介助体験等を行うことを通じて、バリア
フリーについての理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成し、
誰もが高齢者や障害のある人等に対して自然に快くサポートできる「心のバリア
フリー」社会の実現を目指すことを目的として、全国各地で「バリアフリー教室」
を開催しています。
平成１９年度には、全国で１０７件の「バリアフリー教室」を開催し、約５，７００人の

参加を得ました。小中学生をはじめとした学生や、鉄道やバスといった公共交通
関係事業に関わる現場職員等、様々な方にご参加いただいています。
体験終了後、参加した学生からは、「大変さや苦労を知ることができた」、「と

ても勉強になった。声をかけることはとても勇気がいると思うが、学んだことを
生かし、素直な気持ちで障害のある方のお手伝いができたらと思う」などの感想
をいただくなど、本教室が高齢者・障害者等の移動制約者に対する理解とボラン
ティアに関する意識啓発の一助となっています。

列車乗降体験 視覚障害者誘導用ブロック体験 高齢者疑似体験
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エレベーター
エレベーターは車いすを使
用する方や目の不自由な方
も利用しやすく

浴室等
浴室やシャワー室は車
いすを使用する方でも
使いやすいように

トイレ
トイレは車いすを使用する
方でも使いやすいように

廊下等
廊下は車いすを使用
する方や目の不自由
な方も安心して楽に
通れるように

視覚障害者
誘導用ブロック等
視覚障害者誘導ブ
ロック等で安全に

階段
階段は手すりをつ
けて緩やかに

出入口
玄関や部屋のドアは
車いすを使用する方
でも通れるように

駐車場
駐車スペースは車いす
を使用する方でも楽に
利用できるように

アプローチ
出入口までは段差が
ないかスロープ式に

案内用図記号の一例

お手洗い 身障者用設備 避難所（建物）

等に点字表示を付すことによる情報提供が
進みつつあるが、点字の表示方法について
は統一されていないのが現状である。今
後、更に拡大するであろう点字による情報
提供において、表示方法の混乱を避けるた
め、その標準化を目指し、平成１５年度より
点字表示に対する利用者ニーズの把握、国
内実態調査等の調査研究を行った。１７年度
は「高齢者・障害者配慮設計指針－点字の
表示原則及び点字表示方法－公共施設・設
備（JIST０９２１）」を制定し、普及を図って
いる。

②案内用図記号
不特定多数の人々が利用する交通施設、

観光施設、スポーツ文化施設、商業施設な
どの公共施設や企業内の施設において、文
字や言語によらず対象物、概念又は状態に
関する情報を提供する図形（案内用図記号）
は、一見してその表現内容を理解できる、
遠方からの視認性に優れている、言語の知
識を要しないといった利点があり、一般の

人だけでなく、視力の低下した高齢者や障
害のある人、さらに外国人等でも容易に理
解することができ、文字や言語に比べて優
れた情報提供手段である。
案内用図記号については、その標準とな

るものを示すため、平成１３年３月に案内用
図記号１２５項目を策定し、このうち、１０４項
目が１４年３月に JIS として制定された。
平成１９年１月には、「堤防」や「避難所

（建物）」などの案内図記号４項目を追加
するための改正を行った。

③公共トイレ、触知案内図
視覚障害のある人が、鉄道駅、公園、病

院、百貨店などの不特定多数の人が利用す
る施設・設備等を安全で、かつ、円滑に利

■図表１―４９ 建築物のバリアフリー化
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用できるようにするため、「高齢者・障害
者配慮設計指針－公共トイレにおける便房
内操作部の形状、色、配置（JISS００２６）」
及び「高齢者・障害者配慮設計指針－触知
案内図の情報内容及び形状並びにその表示
方法（JIST０９２２）」が平成１８年度に制定さ
れた。

４ 公共交通機関、歩行空間等のバ
リアフリー化の推進

（１）公共交通機関のバリアフリー化
ア 法令等に基づく公共交通機関のバリア

フリー化の推進
①「バリアフリー新法」に基づく公共交通
機関のバリアフリー化の推進
公共交通機関のバリアフリー化について

は、平成１２年１１月に施行された「交通バリ

オストメイト対応トイレ

直腸がんや膀胱がんなどが原因で臓器
に機能障害（内部障害のひとつ）を負い、
手術によって、人工的に腹部へ人工肛門
や人口膀胱の「排泄口（ギリシャ語でス
トーマ）」を造設した人を「オストメイ
ト（ostomate）」と言います。国内には
約２０万～３０万人のオストメイトがいると
いわれています。
オストメイトの人は括約筋がないため

便意や尿意を感じたり、我慢することが
できないため、便や尿を溜めておくため
の袋＝「パウチ」を腹部に装着していま
す。パウチに溜まった排泄物は一定時間
ごとに便器や汚物流しに捨てる必要があ

ります。このときに、パウチや腹部を洗
浄する必要があります。
そのため、シャワー等の特別な設備を

備えたトイレが、最近では設置されるよ
うになってきました。オストメイト対応
トイレについては、公共交通機関を中心
に下図のようなマークが表示されていま
す。

身体障害者・オストメイト用の設備を備えています

パウチの例 オストメイト対応トイレの設備の例
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アフリー法」に基づく取組が行われてきた
が、「バリアフリー新法」においても、公
共交通事業者等に対して、鉄道駅等の旅客
施設の新設、大改良及び車両等の新規導入
に際しての移動等円滑化基準（「移動等円
滑化のために必要な旅客施設又は車両等の
構造及び設備に関する基準」（１８年国土交
通省令第１１１号））への適合を義務付けてい
る。既設の旅客施設・車両等についても移
動等円滑化基準に適合させるよう努めなけ
ればならないこととしている。

②旅客施設に関するガイドラインの策定
平成１３年８月に策定された「公共交通機

関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライ
ン」について、「バリアフリー新法」及び
「公共交通移動等円滑化基準」の施行を契
機に必要な見直しを行い、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」を策定した。整備ガ
イドラインの対象施設は、同法に定められ
た旅客施設（鉄軌道駅、バスターミナル、
旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル施
設）とし、主な対象者は、高齢者、障害の
ある人などの移動制約者を念頭におきつ

つ、「どこでも、だれでも、自由に、使い
やすく」というユニバーサルデザインの考
え方に配慮することとしている。

③車両等に関するガイドライン等の整備
平成１３年３月に策定された「公共交通機

関の車両に関するモデルデザイン」につい
て、「バリアフリー新法」及び「公共交通
移動等円滑化基準」の施行を契機に必要な
見直しを行い、１９年７月に「公共交通機関
の車両等に関する移動等円滑化整備ガイド
ライン」を策定した。整備ガイドラインの
対象は、同法に定められた車両等（鉄軌道
車両、バス車両、福祉タクシー車両、航空
機）とし、主な対象者は、旅客施設のガイ
ドラインと同様である。
平成１５年３月に「次世代普及型ノンス

テップバスの標準仕様」を策定し、１６年１
月に標準仕様ノンステップバスの認定制度
を創設した。
また、バリアフリー新法が施行されたこ

とを受け、「旅客船バリアフリー～設計マ
ニュアル」の見直しを行い、平成１９年８月、
新たに「旅客船バリアフリーガイドライン」
を策定した。本ガイドラインは、障害のあ

■図表１―５０ 旅客施設のバリアフリー化の状況

１日当たりの平
均 利 用 者 数
５，０００人以上の
旅客施設数

平成１８年度末 １日当たりの平
均利用者数５，０００
人以上かつトイ
レを設置してい
る旅客施設数

平成１８年度末

段差の解消
視覚障害者
誘導用
ブロック

障害者用
トイレ

鉄軌道駅 ２，８０１ １，７５８（６２．８％）２，４８３（８８．６％） ２，６７８ １，４０８（５２．６％）
バスターミナル ４２ ３２（７６．２％） ２８（６６．７％） ３３ ９（２７．３％）
旅客船ターミナル ９ ８（８８．９％） ７（７７．８％） ９ ５（５５．６％）

航空旅客ターミナル ２３ １５（６５．２％）
（１００％＊２）

２１（９１．３％） ２３ ２２（９５．７％）

注１：バリアフリー新法に基づく移動等円滑化基準に適合するものの数字。なお、１日当たりの平均利用者数
が５，０００人以上であり高低差５ｍ以上の鉄軌道駅において、エレベーターが１基以上設置されている駅
の割合は７５．２％、エスカレーターが１基以上設置されている駅の割合は７２．４％となっている。

注２：航空旅客ターミナルについてのエレベーター・エスカレーター等の設置は平成１３年３月までに１００％達
成済み。 資料：国土交通省
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■図表１―５１ 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）

■図表１―５２ 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）

■図表１―５３ 主要な鉄道駅周辺等における主な道路のバリアフリー化率
平成１８年度 平成１９年度

バリアフリー化率 ４４％ 約５割

資料：国土交通省

（注）バリアフリー新法に基づく鉄軌道車両に係る移動等円滑化基準（新基準）では以下の内容が追加となっ
ている。
追加内容：車両内の扉等に車両番号等を文字及び点字により表示すること。

資料：国土交通省

資料：国土交通省
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車両等の種類 車両等の総数 バリアフリー化される車両等の数
鉄軌道車両 約５２，０００ 約２６，０００（約５０％）
乗合バス車両 約６０，０００ ２０１５年までに原則として低床化された車両に代替

（うちノンステップバス）約１８，０００（約３０％）
タクシー車両 （ 約１８，０００台の福祉タクシーを導入 ）
旅客船 約１，０００ 約５００（約５０％）
航空機 約５３０ 約３４０（約６５％）

バリアフリー新法基本方針における目標設定

バリアフリー新法に基づく基本方針では、これまでの各施設等におけるバリアフリー
化の状況等を踏まえ、原則平成２２年までのバリアフリー化の目標値を設定しています。
新５か年計画においては、これらを数値目標として位置付け、施策を推進しています。

１ 旅客施設
平成２２年までに、１日当たりの平均的な利用者の数が５，０００人以上の原則としてす

べての鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルについ
て、
（１）段差の解消
（２）視覚障害者誘導用ブロックの整備
（３）障害者用トイレの設置

等のバリアフリー化を実施します。
２ 車両等
平成２２年までに、以下のバリアフリー化を実施します。

３ 道路
平成２２年までに、原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成するすべ

ての道路について、バリアフリー化を実施します。
４ 都市公園
平成２２年までに、以下のバリアフリー化を実施します。
（１）園路及び広場 園路及び広場の設置された都市公園のうち、約４５％
（２）駐車場 駐車場の設置された都市公園のうち、約３５％
（３）便所 便所の設置された都市公園のうち、約３０％

５ 路外駐車場
平成２２年までに、特定路外駐車場の約４０％についてバリアフリー化を実施します。

６ 建築物
平成２２年までに、２，０００㎡以上の特別特定建築物の総ストックの約５０％についてバ

リアフリー化を実施します。
７ 信号機
平成２２年までに、原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成するすべ

ての道路において、バリアフリー対応型信号機等を整備します。
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る人等をはじめとした多様な利用者の多彩
なニーズに応え、すべての利用者がより円
滑に旅客船を利用できるようなバリアフ
リー化の指針として、その望ましい整備内
容等を示している。

イ 施設整備及び車両に対する支援体制の
整備

①交通ターミナルにおけるエレベーター、
エスカレーター等の施設の整備に対する
助成及び融資
鉄道駅及びバスターミナルにおけるバリ

アフリー施設の整備に対しては、国と地方
公共団体が協調して補助を実施している。
障害のある人のための施設整備に対する

低利融資制度として、鉄道駅、バスターミ
ナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミ
ナルにおけるエレベーター、エスカレー
ター等の施設の整備に対する、日本政策投
資銀行の融資制度が設けられており、ま
た、地方公営企業の交通事業のうち、既存
の公営地下鉄のバリアフリー化に係る事業
に対する公営企業金融公庫の融資制度が設
けられている。
鉄道駅のバリアフリー化のために設置さ

れるエレベーターについて、法人税、不動
産取得税、固定資産税、都市計画税の特例
措置を講じており、また、ICカードの乗車
券の共通化・相互利用化に係る設備につい
て、固定資産税の特例措置を講じている。

②障害のある人にやさしい車両の整備につ
いての助成及び融資
ノンステップバス、低床式路面電車

（LRT）等の導入に対して、公共交通移
動円滑化設備整備補助事業等において補助
を行っており、平成１６年に標準仕様ノンス
テップバスの認定制度を創設し、補助を重
点化して交付している。

障害のある人のための車両整備に対する
低利融資制度として、リフト付バス、ス
ロープ付バスの導入、低床式路面電車
（LRT）、ノンステップバス等のバリアフ
リー化設備に対する日本政策投資銀行及び
リフト付きバス・タクシー、スロープ付き
バス・タクシー及びノンステップバス等に
対する中小企業金融公庫・国民生活金融公
庫の融資制度が設けられているとともに、
地方公営企業が行うバス事業及び路面電車
事業においても同様の融資制度が公営企業
金融公庫において設けられている。地方公
営企業の交通事業のうち、リフト付き又は
超低床型車両の導入に係るバス事業及び路
面電車事業に対する公営企業金融公庫の融
資制度が設けられている。
また、低床式路面電車（LRT）に対す

る法人税、固定資産税の特例措置、リフト
付バス、ノンステップバス、バリアフリー
対応型航空機に対する法人税の特例措置を
講じている。

③離島航路におけるバリアフリー化建造費
補助及び共有建造における国内旅客船の
バリアフリー化の推進
平成１６年度から、離島航路に就航する船

舶のバリアフリー化を図るため、国庫補助
対象航路に就航する船舶の代替建造又は改
造工事に当たって、バリアフリー化に係る
工事費に対する一部補助を実施している。
バリアフリーの高度化・多様化に資する

船舶（車いす対応トイレ、エレベーター等
障害のある人等の利便性及び安全性の向上
に資する設備を有する船舶）を共有建造す
る場合に、「独立行政法人鉄道建設・運輸
施設整備支援機構」の分担割合の上限を引
き上げる措置が講じられており、平成１８年
度より、事業金利の引き下げ措置が講じら
れている。
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線状ブロック

歩く方向を示すもの。駅構
内など誘導を目的とした所
に設置される。

点状ブロック

このラインを超えると危険
であるなどの注意を示すも
の。階段の上り口・下り
口、線状ブロックの分岐・
屈曲・停止位置などに設置
される。

ホーム縁端警告ブロック

ホーム縁端の警告を示すも
の。点状ブロックと１本の
線状突起で構成され、線状
突起のある方がホーム内側
になるように設置される。

視覚障害者用誘導案内用設備

バリアフリー新法及び公共交通移動等円滑化基準の施行を契機に改定した「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」において、視覚障害者誘
導用ブロックと音案内についてのガイドラインが示されています。

（１）視覚障害者誘導用ブロック

（２）音案内（標準的なもの）
①改札：「ピン・ポーン」又はこれに類似した音響案内
②エスカレーター：「（行き先）（上下方向）エスカレーターです」などの音声案内
③トイレ：「向かって右が男子トイレ、左が女子トイレ」などの音声案内
④ホームからの階段：鳥の鳴き声を模した音響案内
⑤地下鉄の地上出口：「ピン・ポーン」又はこれに類似した音響案内

改 札 エスカレーターの音響装置（埋込型）
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■図表１―５４ 車両等のバリアフリー化の状況

■図表１―５５ 鉄道駅のエレベーター・エスカレーター整備状況（平成１８年度）

車両等の総数 平成１８年度末移動等円滑化基
準に適合している車両等

鉄軌道車両 ５１，６１８ １０，３０９（２０．０％）
【２１，５６０（４１．８％）】

総数 ５８，７３５
バス 低床バス １９，４３４（３３．１％）

うちノンステップバス １０，３８９（１７．７％）
旅客船 ９３９ １０８（１１．５％）
航空機 ４９６ ２７０（５４．４％）

JR旅客会社 大手民鉄 東京地下鉄・
公営地下鉄 合計

総駅数 ４，５７２ １，６６０ ６０３ ６，８３５

１日当たりの平均利用者数が５０００人以
上、かつ高低差５m以上の駅数

７３０ ７５１ ５７２ ２，０５３

エレベーター （Ev）
を設置している駅数

全体 ６７７ ６０１ ５３０ １，８０８

うち５０００人以上か
つ５m以上駅数

５１２ ５２３ ５０２ １，５３７

５０００人以上かつ
５m以 上 駅 に
対する割合（％）

７０．１％ ６９．６％ ８７．８％ ７４．９％

エ ス カ レ ー タ ー
（Es）を設置して
いる駅数

全体 ５３３ ５２８ ５５２ １，６１３

うち５０００人以上か
つ５m以上駅数

４５９ ４７９ ５２４ １，４６２

５０００人以上かつ
５m以 上 駅 に
対する割合（％）

６２．９％ ６３．８％ ９１．６％ ７１．２％

注１：「移動等円滑化基準に適合している車両等」は、各車両等に関する移動等円滑化基準への適合をもって
算定。

注２：【 】内は、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準（基準強化前）に照らした場合の数値であ
る。

資料：国土交通省

注１：新幹線が乗り入れている在来線の駅であって、在来線の駅を管理する事業者が新幹線の駅も管理する場
合、当該在来線の駅に新幹線の駅も含み全体で１駅として計上している。新幹線の駅と在来線の駅を
別々の事業者が管理する場合には、別駅として計上している。

資料：国土交通省
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通常車両 低床式車両（LRV）

⇨

段差があるためステップが必要 ホームから段差なしで直接乗降可能

⇨

（２）歩行空間等のバリアフリー化
ア 福祉のまちづくりの推進
障害のある人が自立して生活し、積極的

に社会参加していく上で、まち全体を障害
のある人にとって利用しやすいものへと変

えていくことの重要性が、近年、広く認識
されるようになっている。このため、幅の
広い歩道の整備や建築物の出入口の段差の
解消、鉄道駅舎のエレベーターの設置、音
響信号機等の整備等による障害のある人の
円滑な移動の確保、公園整備等による憩い

LRT（Light Rail Transit）システム

LRTシステムとは、従来の路面電車から走行空間、車両等を向上させたもので、
道路空間、鉄道敷等の既存インフラも有効活用し、高い速達性、定時性、輸送力等を
持った、人や環境に優しい都市公共交通システムです。
低床で車内に段差のない LRV（低床式車両）の導入や電停へのスロープ整備等の

段差解消の取組によりバリアフリー化を図り、高齢者や障害のある人も安心して利用
できるようになります。

路面電車車両とLRVの違い

床の高さが ７８０mm ⇒ ３３０mm

段差のある場合 段差のない場合
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と交流の場の確保等、福祉の観点も踏まえ
た総合的なまちづくりが各地で進められて
いる。
国土交通省においては、障害のある人等

に配慮した活動空間の形成を図り、障害の
ある人等が積極的に社会参加できるように
するために、快適かつ安全な移動を確保す
るための動く通路、エレベーター等の施設
の整備や障害のある人等の利用に配慮した
建築物、障害のある人等が安心して通行で
きる幅の広い歩道、昇降装置付きの立体横
断施設の整備等を行う「バリアフリー環境
整備促進事業」を実施している。
このほか、福祉のまちづくりへの取組を

支援するため、以下のような施策を実施し
ている。

①公共交通機関の旅客施設等を中心とした
まちのバリアフリー化の推進
障害のある人が介助なしに外出し、公共

交通機関を利用できるようにするために
は、歩行者交通、自動車交通、公共交通が
連携し、一連の円滑な交通手段を確保する
ことが必要である。このため、駅等の交通
結節点において道路・街路事業等により駅
前広場やペデストリアンデッキ、自由通路
等を整備するとともに、エレベーター、エ
スカレーター等の歩行支援施設の整備や沿
道の建築物との直接接続を行っている。
「駅内外歩行者快適化作戦」を展開し、

駅内外を通じて連続性の高い快適な歩行空
間確保のための施設を、関係者の連携の下
に推進している。さらに、路面電車の新
設・延伸の支援を目的として、道路・街路
事業により路面電車が走行する路面等の整
備を推進するとともに、駅周辺における歩
行空間の整備を推進している。
また、「バリアフリー新法」に基づき、

公共交通機関、建築物、歩行空間等の一体

的・連続的なバリアフリー化を推進してい
る。

②農山漁村における生活環境の整備
農林水産省においては、障害のある人に

配慮した生活環境の整備を図るため、「農
村振興総合整備事業」及び「水産基盤整備
事業」等を実施している。
これらの事業を活用して、農山漁村地域

においては、広幅員の歩道整備、福祉施設
の用地整備、生きがい農園の整備及び農業
施設のバリアフリー化の整備等が行われて
いる。

③普及啓発活動の推進
最近における地方公共団体の動きとして

は、総合的なまちづくりを効果的に進める
ために、福祉のまちづくりに関する条例の
制定など制度面の整備が行われるととも
に、事業面においても、ユニバーサルデザ
インによるまちづくり（すべての人にやさ
しいまちづくり）が行われている。
総務省では、地方公共団体が行う高齢

者、障害のある人、児童等すべての人が自
立していきいきと生活し、人と人との交流
が深まる共生型の地域社会の実現に向けた
取組を支援するため、ハード・ソフト両面
から必要な地方財政措置を講じている。ソ
フト事業として、ユニバーサルデザインに
よるまちづくりやNPO等の活動の活性化
を推進する地方公共団体の取組に要する経
費に対して、普通交付税措置を行うととも
に、ハード事業として、ユニバーサルデザ
インによるまちづくり、地域の少子高齢化
社会を支える保健福祉施設整備、共生社会
を支える市民活動支援のための施設整備等
に対して、地域活性化事業債等により財政
措置を講じている。
また、国民一人ひとりが、高齢者や障害
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のある人の困難を自らの問題として認識
し、その社会参加に積極的に協力する「心
のバリアフリー」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リー教室を開
催している。

イ 都市計画等による取組
都市計画における総合的な福祉のまちづ

くりに関する取組としては、適切な土地利
用や公共施設の配置を行うとともに、障害
のある人に配慮した道路、公園等の都市施
設の整備、土地区画整理事業や市街地再開
発事業などの面的な都市整備を着実に進め
ていることが挙げられる。
中心市街地等における面的な都市整備に

当たっては、社会福祉施設の適正かつ計画
的な立地を進めている。
市町村が具体の都市計画の方針として策

定する「市町村の都市計画に関する基本的
な方針（市町村マスタープラン）」の中に、
まちづくりにおける高齢者や障害のある人
等への配慮を積極的に位置付け、都市計画
に反映することもできる。
平成１６年度より全国の都市の再生を効率

的に推進する観点から、地域の創意工夫を
生かした個性あふれるまちづくりを実施す
るため「まちづくり交付金」が創設された。
本制度の活用により、全国各地において、
地域住民の生活の質の向上と地域経済・社
会の活性化に向けた取組が進められてお
り、その一環として、バリアフリー化等を
通じて、安心・快適に過ごせるまちづくり
が多くの市町村で実施されている。
市街地再開発事業等においては、施設建

築物に一定の社会福祉施設等を導入するも
のを「福祉空間形成型プロジェクト」と位
置付け、通常の補助対象に加え、共用通行
部分整備費、駐車場整備費等を補助対象と

することにより、社会福祉施設等の再開発
事業への円滑な導入を可能としている。ま
た、社会福祉施設等を一体的に整備する場
合の整備費補助額の割増を実施しており、
平成１６年度からは整備費補助額の割増措置
の対象に「介護保険法」に基づく施設を追
加している。
また、バリアフリー化等に先導的に対応

した施設建築物を整備する場合に生じる付
加的経費について、別枠で補助を行ってい
る。

ウ 歩行空間のバリアフリー化
移動はあらゆる生活活動に伴い発生する

要素であり、また、就労、余暇を支える要
素である。したがって、その障壁を取り除
き、障害のある人を含むすべての人が安全
に安心して暮らせる道路交通環境づくりを
行うことが重要な課題となっている。
平成１５年度を初年度とする「社会資本整

備重点計画」においては、歩行空間のバリ
アフリー化の推進を重要な柱の一つとし
て、信号機、歩道等の交通安全施設等の整
備を推進することとしている。
平成５年１１月に、歩道等において車いす

利用者も安心して通行できるよう「道路構
造令」を改正し、歩道の最小幅員を拡大し
た。
平成１２年には「交通バリアフリー法」に

基づき、「重点整備地区における移動円滑
化のために必要な道路の構造に関する基
準」（１２年建設省令第４０号）を制定、１３年
４月には、身体に障害のある人や高齢者等
が安全に、安心して通行できる歩行空間の
確保のために、歩道や自転車道のための空
間を独立して位置づける等を内容とする
「道路構造令」の改正を実施した。
さらに、平成１７年２月には重点整備地区

以外の歩道においてもバリアフリーの観点
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を踏まえた整備を行うため、「歩道の一般
的構造に関する基準」（都市・地域整備局
長、道路局長通達）を改正した。
平成１８年１２月には、「バリアフリー新法」

の制定を受け、従来の移動円滑化基準と比
べて歩道幅員、歩道の設置についての選択
肢が広がった「移動等円滑化のために必要
な道路の構造に関する基準を定める省令」
（１８年国土交通省令第１１６号）を制定した。
市街地の駅、商店街、病院等の周辺及び

これらの施設間において、車いす（電動車
いすを含む）の利用者など、だれもが安心
して通行できるよう、十分な幅員が確保さ
れた歩道等の整備、波打ち歩道の解消、段
差・勾配等の改善、無電柱化、自転車駐輪

場の整備による空間の確保、視覚障害者誘
導用ブロックの整備などを推進している。
立体横断施設についてもスロープやエレ
ベーター、エスカレーター等の歩行支援施
設の設置、ペデストリアンデッキ化等利用
しやすいものとなるよう努めている。整備
に当たっては、「バリアフリー新法」を踏
まえて、駅構内、病院など公共的施設のバ
リアフリー化やノンステップバスの導入等
と連携して整備を行っている。
「バリアフリー新法」の重点整備地区内

の主要な生活関連経路を構成する道路に設
置されている信号機等については、平成２２
年までに、原則としてすべての当該道路に
おいてバリアフリー化を実施することを目

福祉空間形成型プロジェクト

〔福祉空間形成型プロジェクトの要件〕

●社会福祉施設等の再開発ビルへの導入が福祉のまちづくり計画等に位置づけら
れていること。

●当該社会福祉施設の延べ面積が保留床延べ面積の１０分の１以上又は１，０００㎡以
上であること。
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標として、整備を推進している。
携帯端末等を用いた安全で快適な歩行を

支援するための情報提供を行う歩行者向け
の ITS（高度道路交通システム）を推進す
るとともに、PICS（歩行者等支援情報通
信システム）について、平成１５年度以降、
視覚障害のある人等の利用の多い信号交差
点等を中心に順次導入している。
冬期の安全で快適な歩行空間を確保する

ため、中心市街地や公共施設周辺等におけ
る除雪の充実や消融雪施設の整備等の冬期
バリアフリー対策を推進している。

エ 路外駐車場のバリアフリー化
自宅から交通機関、まちなかまで連続し

たバリアフリー環境の実現を目指し、高齢
者、身体に障害のある人等を含むすべての
人々が安全で快適な社会生活を送ることが
できるよう、路外駐車場のバリアフリー化
を図ることが必要である。
「バリアフリー新法」に路外駐車場のバ

リアフリー化が位置づけられ、同法の規定
に基づき、「移動等円滑化のために必要な
特定路外駐車場の構造及び設備に関する基
準を定める省令」（平成１８年国土交通省令
第１１２号）を制定し、バリアフリー化を推
進している。（１８年度末現在の特定路外駐
車場のバリアフリー化率：約２８％）
また、同法の規定に基づく基本方針にお

いて、路外駐車場のバリアフリー化の目標
を定めており、引き続き、目標達成に向
け、地方公共団体及び関係団体等に対して
周知・徹底を図り、路外駐車場のバリアフ
リー化を一層推進していくこととしてい
る。

（３）移動支援
ア 福祉タクシー等の運行
高齢者や障害のある人等の日々の輸送を

より便利にするため、福祉タクシーの普及
促進とともに、バス事業者やタクシー事業
者によることが困難であり、地域の関係者
が必要であると合意した場合にNPO等に
よる福祉有償運送を可能とする登録制度を
創設し、輸送の安全性等を確保すること等
を内容とする「改正道路運送法」が平成１８
年１０月１日より施行された。今後は福祉タ
クシーとNPO等によるボランティア輸送
がそれぞれ多様なニーズに応じた輸送を提
供することにより、障害のある人等の外出
が促進されることが期待される。
平成１８年度末における福祉タクシーの導

入状況は、タクシー車両総数２７３，７４０両に
対し、９，６５１両となっている。
また、屋外での移動が困難な障害のある

人について、外出のための支援を行うこと
により、地域における自立生活及び社会参
加を促すため、「障害者自立支援法」に基
づく「地域生活支援事業」において、各市
町村の判断により地域の特性や利用者の
ニーズに応じて、個別支援型、グループ支
援型及び車両移送型など柔軟な形態での
サービスを提供する「移動支援事業」を実
施している。

イ 移動支援システムの研究開発
障害のある人を含めだれにでも使いやす

い情報端末技術を開発するため、独立行政
法人情報通信研究機構では平成１２年度か
ら、高齢者や障害のある人が自由に市街地
を移動できるように支援するための要素シ
ステムの研究開発を開始した。支援システ
ムは、環境に分散して配置される環境シス
テムと、利用者と共にあり移動するシステ
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ムから構成される。移動システムは利用者
が身に付けて持ち歩く携帯型と、利用者の
乗り物としても利用できる搭乗型の２種類
の形態がある。環境システムは、配置場所
周辺の環境をモニターし、路面状態、障害
物、動物体などを検出する。移動システム
は、利用者の行為や、利用者近傍の環境を
モニターし、利用者の状態や意図、障害物
や動物体の接近を検出する。これらの検出
結果は、ネットワークを介して複数の要素
システム間で利用者情報、現実世界の情報
として共有される。さらに、バリアフリー
情報を埋め込んだ地図や経路案内、事故に
よる経路の遮断等緊急事態の知らせなどの
ネットワーク上の情報も加えて、移動シス
テムを通じてメディア変換・加工されて利
用者に伝達される。このシステムは１７年度
までに総合的な実証実験システムとして完
成され、公道等で実証実験を行った。ま
た、住宅地代表としての小金井市全域、観
光地代表としての京都東山地区、大規模地
下街代表としての東京駅周辺地下街のバリ
アフリールート検索システムを作成し、一
部はインターネットに公開した。１８年度よ
り、バリアフリールート検索システムのた
めの情報収集にかかるコスト削減を目的と
した研究を開始し、１９年度までに PCおよ
び携帯電話から一般市民がバリアフリー情
報を入力・訂正できるシステムを開発し
た。また、上記の搭乗型の移動システムに
搭載されているステレオカメラとGPSを
用いて走行環境を自動的に収集するための
研究を行った。
経済産業省では、障害のある人等が IT

を活用して社会・経済に積極的に参画でき
る環境を整備するため、平成１５年度から
「障害者等 ITバリアフリープロジェク
ト」を実施し、携帯端末を用いた移動支援
システムの開発、愛・地球博及び東京大学

構内における実証・評価試験を行い、規格
原案のたたき台を作成した。１９年度は、前
記たたき台の規格・標準化に向けた検討が
行われた。

ウ 「オムニバスタウン構想」の推進
警察庁及び国土交通省では、バスの有す

る社会的意義（マイカーに比べて人・ま
ち・環境にやさしい）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」
を推進しており、障害のある人等交通弱者
に配慮したノンステップバス、リフト付き
バス等の導入の促進やバス停の整備等バス
の利便性の向上を図っている。平成１９年度
末現在１４市をオムニバスタウンに指定して
いる。

エ 障害のある人に対する運賃・料金割引
鉄道、バス、タクシー、旅客船、航空等

の各公共交通機関では、身体障害者手帳の
交付を受けた身体に障害のある人・療育手
帳の交付を受けた知的障害のある人及び常
時介護を要するこれらの人の介護者に対し
て運賃・料金の割引を実施している。
有料道路では、身体障害者手帳の交付を

受けた身体に障害のある人が自ら運転する
場合や、身体に重度の障害のある人又は重
度の知的障害のある人の移動のために介護
者が運転する場合において、通行料金の割
引を実施している。
また、従来の精神障害者保健福祉手帳は

写真貼付欄がなく、本人確認が困難である
ため、公共施設の入場料や公共交通機関の
運賃に対する割引等の支援の協力を得にく
いという実態があったことから、身体障害
者手帳及び療育手帳と同様に平成１８年１０月
１日より精神障害者保健福祉手帳において
も写真貼付を行うこととした。これによ
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り、本人確認を容易にし、手帳の信頼性を
向上させ、一層の支援策が講じられるよう
に促進を図ることとしている。

オ 駐車禁止の除外指定
障害があり、歩行が困難な人に対して駐

車禁止除外指定車標章を交付することによ
り、その者が使用中の車両について駐車禁
止規制の適用が除外されるよう措置してい
るところである。

カ 自律移動支援プロジェクトの推進
IC タグなどの情報基盤を整備すること

により、身体的状況、年齢、言語等を問わ
ず、「いつでも、どこでも、だれでも」移
動等に必要な情報を携帯端末で入手するこ
とを可能にする自律移動支援システムの開
発・普及に取り組んでいる。

（４）バリアフリー情報の提供
平成１９年６月に閣議決定した「観光立国

推進基本計画」においても観光旅行者の利
便の増進としてユニバーサルデザインの考
え方に基づく観光の促進等が定められてい
るが、（社）日本旅行業協会では、協会関
係者向けに、海外のバリアフリー設備を備
えた施設の情報をまとめた「バリアフリー
海外旅行情報」と、障害のある人等が安全
かつ円滑な旅行の実施を確保できるように
するための会員向けガイドラインである
「障害をもつ人・高齢の人の海外旅行に関
する取扱い手引書」を発行し業界関係者へ
の周知に努めている。
また、同協会では、一般旅行者向けに

も、「バリアフリー旅行ハンドブック」の
配布や協会ホームページ上に設けた「バリ
アフリー旅行」に関するコンテンツの充実
等を通じ、広く情報を発信している。
さらに、国土交通省及び（財）交通エコ

ロジー・モビリティ財団では、高齢者や身
体に障害のある人等の移動支援のため、イ
ンターネットによるバリアフリー情報「ら
くらくおでかけネット」を運用している。
当該ネットでは、約６，０００の駅・ターミナ
ルのバリアフリー情報を提供し、平成１９年
度末時点で約６００万件（１４年１月の運用開
始時からの累計）のアクセス数となってい
る。
なお、国土交通省では、地方公共団体の

意識の向上、基本構想作成促進を図り、面
的なバリアフリー環境の整備を進めるた
め、旅客施設、道路、都道府県庁、市町村
役場等の公共建築物、バス車両等のバリア
フリー化の状況、「バリアフリー新法」に
基づく基本構想の策定状況等の個別指標に
ついて情報収集を行い、地方公共団体毎に
取りまとめ公表している。

（５）公園、水辺空間等のバリアフリー化
ア 公園整備における配慮
都市公園は、良好な都市環境の形成、地

震災害時の避難地などの機能を有するとと
もに、スポーツ、レクリエーション、文化
活動などを通じた憩いと交流の場であり、
障害のある人の健康増進、社会参加を進め
る上で重要な役割を担っていることから、
利便性及び安全性の向上を図ることが必要
である。
平成１８年１２月には、「バリアフリー新法」

に基づき、同法施行令に定めるバリアフ
リー化が必要な公園施設（特定公園施設）
の新設、増設又は改築を行う際の移動等円
滑化の基準（都市公園移動等円滑化基準）
を制定した（「移動等円滑化のために必要
な特定公園施設の設置に関する基準を定め
る省令」（１８年国土交通省令第１１５号））。
都市公園のバリアフリー化については、

障害のある人を含むすべての人の利用に配
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慮した公園施設とするため、園路の幅の確
保や段差・勾配の改善、車いす使用者を始
め、多くの人にとって利用可能な駐車場や
トイレの設置など、公園施設のバリアフ

リー化を行ってきており、都市公園移動等
円滑化基準の運用等により、今後一層推進
していくこととしている（平成１８年度末現
在の公園施設のバリアフリー率【園路及び

らくらくおでかけネット

公共交通機関（鉄軌道駅、バスターミナル、空港ターミナル、旅客船ターミナル）
のバリアフリー情報をインターネットや携帯端末により提供しています。また、駅・
ターミナル情報については一部英語版での提供もしています。
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広場：約４２％、駐車場：約３２％、便所：約
２５％】）。
また、平成２０年１月には、バリアフリー

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」を策定し、公園管理者へ通知したほか、
２０年度より「都市公園バリアフリー化緊急
支援事業」を創設し、都市公園のバリアフ
リー化を推進していくこととしている。
全国の国営公園においては、身体に障害

のある人や介添する人等に対する入園料金
を免除することにより、野外活動の機会の
増進や経済的負担の軽減を図っているほ
か、国営昭和記念公園等においては、障害
のある人も楽しく安全に遊ぶことができる
バリアフリー化した遊具等を設置してい
る。
環境省では、国立公園等において、自然

環境を保全しつつ、自然との豊かなふれあ
いの場の整備を行っており、主要な利用施
設であるビジターセンター、園路、公衆ト
イレ等のバリアフリー化を着実に実施する
など、様々な利用者を想定した、人にやさ
しい施設の整備を推進している。

イ 水辺空間の整備における配慮
河川、海岸等の水辺空間は、公園と同様

に、障害のある人にとって憩いと交流の場
を確保するための重要な要素となってい
る。このため、水系環境整備事業、海岸環
境整備事業等を通じて、障害のある人等に
も配慮した水と緑の空間の確保を行い、堤
防・護岸の緩傾斜化、堤防及び親水広場に
おけるスロープの設置、休憩施設の設置な
どの自然空間と調和のとれた河川、海岸等
の親水空間づくりに取り組んでいる。

ウ 港湾緑地・マリーナ等における配慮
港湾緑地は、人々がみなとを訪れ、海に

親しみながら寛げる空間として、重要性が
高まってきており、誰もが快適に利用でき
るよう、計画段階から周辺交通施設との円
滑なアクセス向上に配慮するとともに、施
設面においてもスロープ、手すりの設置や
段差の解消等のバリアフリー対応の整備を
推進している。また、マリーナ等について
は、障害のある人でも気軽に安全に海洋性
レクリエーションに参加できるよう、バリ
アフリー化のための施設整備を今後一層推
進していくこととしており、平成１３年度に
は愛知県の三河港において、障害のある人
の利用に配慮したプレジャーボートの係留
施設であるバリアフリーポンツーン（浮桟
橋）を整備した。

エ 森林・施設の整備における配慮
森林は、心身の癒しや健康づくりの場等

として、幅広い国民に利用されている。平
成１８年９月に策定された「森林・林業基本
計画」においては「国民参加の森林（もり）
づくりと森林の多様な利用の推進」の中で、
里山林の利用のための施設の整備に当たっ
ては、年齢や障害の有無等にかかわらず多
様な利用者に対応するユニバーサルデザイ
ンを取り入れるよう努めることとされてい
る。このため、ユニバーサルデザイン手法
の普及を進めるとともに、森林空間総合整
備事業、森林（もり）づくり交付金事業（森
林の多様な利用・緑化の推進）、共生保安
林整備統合補助事業等において、ユニバー
サルデザインの考え方を踏まえた森林・施
設の整備を支援している。
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便所

管理事務所
カウンターは車いすを使用
する方でも使いやすく

標識

駐車場

園路及び広場

公園の案内板は出入口
付近に設置

車いすを使用する方の
駐車スペースを設置

野外劇場

段差がある場合は傾斜路を併設

トイレは車いすを使用する方
でも使いやすく 車いすを使用する

方の観賞スペース
を確保

休憩所

水飲場

出入口の段差を解消

主要な公園施設の例

移動等円滑化された経路

特定公園施設の例

車いすを使用する方
でも使いやすく

広場

花壇

■図表１―５６ 「都市公園移動等円滑化基準」によってバリアフリー化した公園施設の例

国営公園の取組

国営昭和記念公園では、平成９年度より「誰でも安心して楽しむことができる公園
づくり」を基本理念とし、JRに直結した西立川口を中心として、園路や遊具、トイ
レ等のバリアフリー化など、ハード面の整備を進めるともに、ソフト面でも、障害者
や高齢者の方々に公園をより楽しんでいただくようガイドボランティアの育成を実施
しています。

バリアフリー対応のトイレ 車いす使用者も利用できるデッキ

車いす使用者に配慮した園路 ガイドボランティアの様子
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５ 安全な交通の確保

（１）安全かつ円滑な通行の確保
ア あんしん歩行エリアの整備等
我が国では、交通事故死者数に占める歩

行中と自転車乗用中の割合が約４割を超
え、欧米と比べて高い割合となっている。
また、歩行中の交通事故死者数の約６割が
自宅から５００m以内で被害に遭っている。
こうした情勢を踏まえ、障害のある人を含
むすべての人が安全に安心して歩くことが
できるよう、死傷事故発生割合が高い住居
系地区又は商業系地区をあんしん歩行エリ
アとして指定し、都道府県公安委員会と道
路管理者が連携して、信号機の新設・高度
化、路側帯の拡幅、車両速度を抑制するよ
うな道路構造の採用など、面的かつ総合的
な死傷事故抑止対策を推進した。
また、あんしん歩行エリア以外の生活道

路においても、「生活道路事故抑止対策マ
ニュアル」を活用するなどして、歩行者と
車両が共存する安全で安心な道路空間を創
出するための取組を推進するなど、交通事
故抑止のための施策を実施している。

イ 沿道等を活用した道路施設の整備
建築空間との協調を図りつつ、沿道と一

体となった道づくりを進める。特に、交通
安全施設等整備事業等による整備と併せ、
「道路交通環境改善促進事業」により、道
路空間と一体となって機能する沿道や駅等
の公共施設の空間を活用して、歩行者道路
や交通広場等の整備を推進している。

ウ 利用する視点からの歩行空間の整備
歩行空間の整備に当たっては、様々な利

用者の視点を踏まえて整備され、整備後
も、不法占用や放置自転車のない歩行環境

が確保されるよう、行政と住民・企業など
地域が一体となった取組を行っていく必要
がある。このようなことから、様々な利用
する人の視点に立って道路交通環境の整備
が行われ、適切な利用が図られるよう、
「交通安全総点検」の点検結果を新規整備
の際に活用するなど計画段階から住民が参
加した整備を推進している。

エ 障害のある人等の利用に配慮した信号
機等の設置

鳥の声を模した音を出して歩行者に歩行
者用青信号を表示していることを知らせる
視覚障害者用付加装置付信号機や、押ボタ
ンを押したり携帯用発信機を操作したりす
ることにより歩行者用青信号の時間が延長
される高齢者等感応信号機、携帯情報端末
等を通じて安全な歩行に必要な情報を提供
する PICS（歩行者等支援情報通信システ
ム）等、障害のある人等の利用に配慮した
交通安全施設の整備を推進している。
また、道路を横断する目の不自由な人の

安全性、利便性を向上させるために、目の
不自由な人が横断歩道を横断するときに横
断方向の手がかりとなる「エスコートゾー
ン」を横断歩道上に設置することに関する
基準を示した。

種類 基数
高齢者等感応信号機 ５，８６４千基
歩行者感応信号機 １，１６５千基
視覚障害者用付加装置 １４，９４０千基
音響式歩行者誘導付加装置 １，８９１千基
歩行者支援装置 ５６２千基

■図表１―５７ バリアフリー対応型信号機の
設置状況（平成１８年度末現在）

資料：警察庁
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身体障害者標識 聴覚障害者標識

オ 障害のある人等が運転しやすい道路交
通環境の整備

障害のある人を含むすべての人が安心し
て運転できるよう、ゆとりある道路構造の
確保や視環境の向上、疲労運転の防止等を
図ることとし、道の駅等の休憩施設の整
備、付加車線（ゆずり車線）の整備、道路
照明の増設を行うとともに、高速自動車国
道等のサービスエリア（SA）やパーキン
グエリア（PA）、自動車駐車場等において
障害者用トイレや障害者用駐車スペース等
の設置を推進している。
障害のある人を含むすべての人が運転し

やすい環境を実現するために、信号灯器の
LED化、道路標識の大型化・高輝度化、
道路標示の高輝度化、交通情報提供装置の
整備、道路情報板、情報ターミナル等の道
路情報提供装置やそれを支える光ファイバ
網等の情報通信基盤の整備を推進してい
る。
また、「道路交通法」においては、肢体

不自由を理由に免許に条件を付された者
が、身体障害者標識を表示して普通自動車
を運転している場合には、他の運転者は、
危険防止のためやむを得ない場合を除い
て、その普通自動車に対して幅寄せや割込
みをすることが禁止されている。さらに、
同法においては、身体に障害のある歩行者
等その通行に支障がある歩行者が道路を横
断し、又は横断しようとしている場合にお
いて、当該歩行者から申出があったときそ
の他必要があると認められるときは、警察
官等その他その場所に居合わせた者は、当
該歩行者が安全に道路を横断することがで
きるように努めなければならないことと
し、車両等の運転者は、身体に障害のある
歩行者等その通行に支障のある者が通行し
ているときは、その通行を妨げないように
しなければならないこととされている。

このほか、これまで運転免許を受けるこ
とのできなかった聴覚障害のある人につい
て、ワイドミラー装着を条件に、聴覚障害
者標識を表示して普通自動車の運転を認め
ることとした「道路交通法の一部を改正す
る法律」が平成２０年６月１日に施行される
こととなっている。聴覚障害者標識を表示
した自動車に対する幅寄せや割込みは禁止
されることとなり、警察では、聴覚障害者
標識に関する広報啓発を行うとともに、聴
覚障害者が安全に運転できるよう、関係団
体と連携し、講習等の充実や周囲の運転者
が配慮すべき事項についての安全教育に努
めている。

（２）電動車いすの型式認定
「道路交通法」上、一定の基準に該当す

る原動機を用いる身体障害者用の車いすを
通行させている者は歩行者とされるが、平
成１９年度において、その基準に該当する４
型式が型式認定された。

（３）運転免許取得希望者への配慮
身体に障害のある運転免許取得希望者の

利便の向上を図るため、各都道府県警察の
運転免許試験場に、スロープ、エレベー
ター等を整備することに努めているほか、
運転適性相談窓口を設け、身体に障害のあ
る人の運転適性について知識の豊富な職員
を配置して、運転免許取得に関する相談を
行っている。
また、身体に障害のある人が、身体の状

態に応じた条件を付すことにより、自動車
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の安全な運転に支障を及ぼすおそれがない
と認められるときは、標準の試験車両以外
の車を運転免許試験場に持ち込んで技能試
験を受けることができることとしているほ
か、指定自動車教習所に対しても、身体に
障害のある人の持ち込み車両による教習の
実施や施設の改善等を指導している。
このほか、知的障害のある運転免許取得

希望者の利便の向上を図るため、学科試験
の実施に当たり、試験問題の漢字に振り仮
名を付けるなどの対応をしている。

６ 防災、防犯対策の推進

（１）防災対策
ア 防災対策の基本的な方針
「災害対策基本法」においては、平成７

年１月に発生した阪神・淡路大震災の教訓
を踏まえ、障害のある人、高齢者、乳幼児

等特に配慮を要する者に対する防災上必要
な措置に関する事項の実施努力義務が規定
されている。
中央防災会議が作成する防災基本計画に

おいては、防災知識の普及、災害時の情報
提供、避難誘導等防災の様々な場面におい
て、高齢者や障害のある人、外国人等いわ
ゆる災害時要援護者に配慮したきめ細やか
な施策を行う必要があるとしている。ま
た、平成１７年７月の本計画の改正において
災害時要援護者に配慮した避難場所におけ
る施設・設備の整備等の規定を追加した。
平成１５年５月と１２月には、東海地震、東

南海・南海地震対策のマスタープランとな
る、「東海地震対策大綱」及び「東南海・
南海地震対策大綱」が中央防災会議で決定
され、高齢者や障害のある人、外国人等の
災害時要援護者への対策については、情報
提供や避難の支援、避難生活の運営等災害

■図表１―５８ 条件付運転免許の保有者数（平成１９年）

PICS（歩行者等支援情報通信システム）

交差点等に設置する光通信装置と歩行
者が所持する携帯端末が、双方向に情報
をやり取りすることにより、通行する高
齢者、身体障害者等に交差点名、歩行者
用信号の状態等に関する情報を提供し、
安全な移動を支援するシステムです。

人 数
補聴器の使用 ３７，９２８人
身体障害者用車両に限定 ２０８，３９２人
義手又は義足の条件 ４，２５９人

合 計 ２５０，５７９人
注：上記区分中、２種類以上の条件が付されている場合は、表の上側となる区分に計上。 資料：警察庁
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応急対策のあらゆる面で、どのような対策
が必要となるか関係機関で十分検討し、迅
速かつ的確な対応がなされるよう措置する
旨規定している。
平成１７年３月には、「集中豪雨時等にお

ける情報伝達及び高齢者等の避難支援に関
する検討会」が「災害時要援護者の避難支
援ガイドライン」を取りまとめ、①情報伝
達体制の整備、②災害時要援護者情報を共
有する仕組みの構築、③要援護者一人一人
に避難支援を定める「避難支援プラン」の
整備等について、地方公共団体の取組の促
進に努めてきた。さらに、１８年３月には、
避難所における要援護者用窓口の設置や、
災害時における福祉サービスの継続、要援
護者避難支援連絡会議（仮称）等を通じた
緊密な連携等の具体策を盛り込んだ検討成
果を取りまとめガイドラインを改訂した。
災害時要援護者対策については、平成１９

年１２月に内閣府においてとりまとめた「自
然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すために早
急に取り組むべき施策」の中においても主
要な施策として位置づけられたところであ
り、国としてもモデル計画の活用促進など
により、２１年度までを目途に、市町村にお
ける災害時要援護者の避難支援対策の取組
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するこ
ととしている。

イ 災害時要援護者対策等の推進
地方公共団体が、障害のある人等の災害

時要援護者にも配慮した、避難地、避難路
等の整備を計画的、積極的に行えるよう、
防災基盤整備事業等により支援し、地方債
の元利償還金の一部について交付税措置を
行っている。また、地域防災計画上社会福
祉施設など災害時要援護者等の避難所とな
る公共・公用施設のうち、耐震改修を進め

る必要がある施設についても公共施設等耐
震化事業により支援し、地方債の元利償還
金の一部について交付税措置を行ってい
る。
地域における災害時要援護者対策を更に

推進するためには、地方公共団体等が、
ハード、ソフト両面において防災に配慮し
て行うまちづくりが重要であることから、
特に優れた取組・工夫・アイディアを表彰
する「防災まちづくり大賞」を実施してい
る。
防災基盤整備事業の一つとして「災害時

要援護者消防緊急通報システム」の普及に
努めるとともに、災害時要援護者が入所す
る施設における避難対策の強化等の防火管
理の充実について消防機関に周知してい
る。
地域や企業等における各種防災訓練の際

に、災害時要援護者を重点とした避難誘導
訓練を実施し、防災意識の高揚を図ってい
る。
各都道府県警察においては、障害のある

人が入所する施設等への巡回連絡、ミニ広
報紙の配布、FAXネットワーク（交番等
に設置されているFAXと障害者団体、障
害のある人の自宅等のFAXを利用して情
報交換を行うもの）の活用等による障害の
ある人の防災に関する知識の普及等障害の
ある人に対する支援体制の整備促進に努め
ている。
災害時においては、建物の崩壊、道路の

損壊等による交通の混乱が予想されること
から、光ビーコン、交通情報板等の整備を
推進し、災害時に障害のある人等を救援す
るための緊急通行車両等の通行を確保する
とともに、災害時の停電による信号機の機
能停止に備え、自動起動型信号機電源付加
装置の整備を推進し、障害のある人等の安
全な避難を確保するよう努めている。
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ウ 災害時要援護者関連施設等への対策
災害時要援護者対策を推進するには、ま

ず、地域における災害時要援護者の状況を
的確に把握した上で、社会福祉施設など災
害時要援護者が入所している施設自らの対
策を促進するための情報提供等を行う必要
がある。
また、「災害時要援護者避難支援プラン

作成の促進について」（平成１８年４月１２日
付総務省消防庁通知）等を踏まえ、「災害
時要援護者の避難支援ガイドライン」（１８
年３月改訂災害時要援護者の避難対策に関
する検討会）及び「避難勧告等の判断・伝
達マニュアル作成ガイドライン」（１７年３
月集中豪雨時等における情報伝達及び高齢
者等の避難支援に関する検討会）を参考に、
災害時要援護者や災害時要援護者関連施設
への防災情報の伝達体制を整備し、入所者
等の避難・救出・安否確認などの警戒避難
体制の具体化を促進するとともに、被災し
た場合の防災関係機関への迅速な通報体制
の整備及び避難先における入所者等の生活
確保体制の整備を促進する必要がある。同
時に、消防職・団員や災害時要援護者施設
の職員、自主防災組織等が中心となって、
地域の実情に応じた支援体制をつくること
が必要である。
なお、災害時要援護者関連施設における

土砂災害対策については、砂防関係施設等
による保全対策を重点的に進めるととも
に、「災害弱者施設に係る総合的な土砂災
害対策の実施について」（平成１１年１月２９
日付関係５省庁共同通知）を踏まえ、全国
の地方公共団体に対し、立地条件の把握、
施設周辺のパトロール体制の確認等を要請
しているほか、施設への平常時、緊急時に
おける適切な情報提供、的確な避難誘導体
制等の再点検を行い、警戒避難体制等の防
災体制の整備に努めること及び消防団、自

主防災組織、近隣居住者等との連携協力の
もと、迅速かつ適切な避難誘導ができる体
制の構築に努めることを要請している。さ
らに、山地災害危険地区等のうち病院、社
会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が
隣接している箇所において計画的な治山対
策の推進を図っている。
また、災害時要援護者の安全かつ迅速な

避難が可能となるように、防災情報システ
ム等の整備強化を図ることに加え、洪水、
津波、高潮、土砂災害等が発生した場合に
備え、過去の災害や危険箇所、情報入手方
法、避難場所、避難経路等を具体的に示し
たハザードマップ等によるきめ細かな情報
の提供を推進し、防災意識の高揚に努めて
いる。
土砂災害により建築物に損壊が生じ、住

民に著しい危害が生じるおそれのある区域
（土砂災害特別警戒区域）において、災害
時要援護者関連施設等の開発行為を行う場
合については、許可制とすることなどを内
容とする「土砂災害警戒区域等における土
砂災害防止対策の推進に関する法律」（以
下「土砂災害防止法」という。）が平成１３
年４月より施行され、現在、基礎調査を重
点的に実施することにより、土砂災害警戒
区域等の指定を推進している。また、１７年
７月には、「土砂災害防止法」の一部改正
により、土砂災害警戒区域内に市町村地域
防災計画に位置づけられた災害時要援護者
関連施設がある場合は、円滑な警戒避難が
行われるよう、土砂災害に関する情報、予
報及び警報の伝達方法を定めることを規定
するなど、災害時要援護者関連施設の防災
力強化を図っている。
平成１７年１０月には、災害時要援護者への

避難時の対応として、都道府県に対して、
市町村が避難準備情報を発出するための客
観的基準が地域防災計画書に定められるよ
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う技術的支援を行うことや、災害時要援護
者の避難行動の支援に当たっては、福祉部
門との十分な連携を図ることなどの助言を
行っている。
さらに、土砂災害防止対策基本指針（「土

砂災害防止法」に基づき土砂災害の防止の
ための対策の推進に関する基本的な方向を
示すものとして、平成１３年７月に国土交通
大臣が定めた指針）を１８年９月に変更し、
災害時要援護者の避難支援体制の強化を図
るとともに、１９年４月には、「土砂災害警
戒避難ガイドライン（国土交通省砂防部）」
を都道府県に通知し、災害時要援護者の避
難支援について、市町村の警戒避難体制の
整備を支援している。
なお、平成１７年には「水防法」が改正さ

れ、水災時における災害時要援護者の円滑
かつ迅速な避難を確保するために、市町村
地域防災計画に位置づけられた浸水想定区
域内の災害時要援護者関連施設にあって
は、洪水予報等の伝達方法を定めることを
規定するなど、水災防止体制の強化を図っ
ている。

エ 水害対策
洪水被害を防止又は軽減することを目的

に河川改修やダム建設等を行う治水対策、
過去の高潮・津波等による災害発生の状況
等を勘案した海岸保全施設整備を積極的に
推進することとしている。浸水被害は被災
後従前の生活に戻るまでに多大な労力を要
し、障害のある人にとって日常生活に著し
い負担をもたらすものであるため、そうし
た被害に対しては、床上浸水対策特別緊急
事業など早期に対策を講じるハード整備を
着実に推進するとともに、ハザードマップ
などの円滑かつ迅速な避難を支援するソフ
ト対策を一体的に行っている。
平成１６年度に安全情報伝達施設の整備や

既存施設のバリアフリー化等を行う災害弱
者対策事業を創設し、障害のある人等災害
時要援護者の海岸利用の促進を図るととも
に、災害時要援護者の津波・高潮等の海岸
災害からの防護を推進している。
また、雨量・水位等の河川情報を地方公

共団体をはじめ地域住民に迅速かつ的確に
伝達するため、インターネット等によりリ
アルタイムで情報提供しており、特に雨
量・水位が一定量を超えるなどの緊急時に
おいては、視覚障害のある人の安全性の確
保等を考慮し、警報アラームで危険を知ら
せることとなっている。また、地方公共団
体の防災活動や国民の警戒避難行動等を支
援し、土砂災害から人命を守るため、気象
庁及び都道府県が共同して、土砂災害警戒
情報の提供を行っている。渇水時において
も情報提供を推進しており、全国のダムの
貯水状況、取水制限、給水制限を受けてい
る市町村に関する情報等の提供を行ってい
る。これらの情報をNHK等報道機関に情
報提供する体制の整備も併せて進めてい
る。

オ 防火安全対策
全国の消防機関では、春、秋の全国火災

予防運動を通じて「災害時要援護者の把握
とその安全対策に重点を置いた死者発生防
止対策の推進」及び「小規模福祉施設にお
ける防火安全対策の徹底」等を重点目標と
して取り組み、身体に障害のある人等に対
する避難誘導体制の確立や、自力避難困難
者が入所している施設における近隣住民、
ボランティア組織との応援・協力体制の確
立等の防火安全対策を積極的に推進すると
ともに、地域や企業等における各種防災訓
練の際に、災害時要援護者を重点とした避
難誘導訓練を実施し、防災意識の高揚を
図っている。
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総務省消防庁では、平成１８年１月に発生
した長崎県の認知症高齢者グループホーム
火災を踏まえて、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、
防火管理者の選任及びスプリンクラー設備
等の設置を行わなければならない施設の範
囲を拡大するとともに、当該施設につい
て、スプリンクラー設備の設置及び維持に
関する技術上の基準の整備等を行った。
また、平成１８年度から２か年にわたり学

識経験者、障害者団体及び消防機関等から
なる検討会を開催し、聴覚障害のある人向
けに火災情報を配信するメールシステムの
整備検討を実施した。
さらに、特に障害のある人に懸念される

住宅火災からの逃げ遅れの防止に有効であ
る住宅用火災警報器の早期普及を目指し、
消防団、婦人防火クラブ、自主防災組織等
と連携した普及活動に努めている。

（２）防犯対策
ア 警察へのアクセス
障害のある人は、防犯に関する通常の

ニーズを満たすのに特別の困難を有してお
り、また、犯罪や事故の被害に遭う危険性
が高く、不安感も強いことから、障害のあ
る人の気持ちに配慮した各種施策の推進に
努めている。
障害のある人が警察へアクセスする際の

困難を取り除くための対策としては、
FAXによる緊急通報の受理（FAX１１０番）
及びEメールによる緊急通報の受理（メー
ル１１０番）を全都道府県警察において導入
していること、FAXネットワークの構築
等による障害のある人への情報提供に努め
ていること、交番等の玄関前にスロープを
設けるなど交番等における障害のある人の

利用に配慮した施策を推進していることな
どが挙げられる。

イ 犯罪・事故被害の防止
障害のある人が犯罪や事故の被害に遭う

ことの不安感を除くための対策としては、
パトロールや巡回連絡を通じて、障害のあ
る人の相談や警察に対する要望に応じると
ともに、身近な犯罪や事故の発生状況、防
犯上のノウハウ等の安全確保に必要な情報
の提供に努めていることなどが挙げられ
る。
また、警察では、住宅等に対する侵入犯

罪対策として大きな効果が期待できる建物
部品を掲載している「防犯性能の高い建物
部品目録」の公表及び普及を図るほか、
（社）日本防犯設備協会に対して、障害の
ある人を対象とした安全で信頼性の高い防
犯システムの普及に努めるよう指導してお
り、同協会ではホームセキュリティガイド
の中で障害のある人に対応した機器を紹介
する等の活動を行っている。

第２節

障害のある人の情報・コミュニケー
ションを確保するための施策

１ 情報バリアフリー化の推進

（１）総合的な支援
地域生活支援事業においては、障害のあ

る人の情報通信技術の利用・活用の機会の
拡大を図るため、IT関連施策の総合サー
ビス拠点となる障害者 ITサポートセン
ターの運営（２５都府県・市３５か所：平成１９
年４月１日現在）や、パソコンボランティ
ア養成・派遣等の IT関連施策を、総合的
かつ一体的に行う「障害者 IT総合推進事
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業」が実施されている。

（２）障害のある人に配慮した機器・
システムの研究開発

情報通信の活用によるメリットを十分に
享受するためには、障害のある人を含めだ
れもが、自由に情報の発信やアクセスがで
きる社会を構築していく必要がある。
障害のある人の利用に配慮した情報通信

機器・システムの研究開発の推進に当たっ
ては、その公益性・社会的有用性が極めて
高いにもかかわらず、収益性の低い分野で
あることから、国立研究機関等における研
究開発体制の整備及び研究開発の推進を図
るとともに、民間事業者等が行う研究開発
に対する支援を行うことが重要である。
総務省では、高齢者や障害のある人をは

じめ、誰もが簡単・安心にその場の状況に
応じた多様なサービスを利用できる環境を
実現するため、ユビキタスネットワーク技
術等の ICT（Information and Communica-
tions Technology：情報通信技術）とロ
ボット技術が融合する技術（ネットワーク
ロボット技術）に関する研究開発やユビキ
タスネットワーク技術の一層の高度化・汎
用化等に向けた研究開発を実施している。
また、ICTの利活用を通じた高齢者や

障害のある人の社会参加を促進するため、
高齢者や障害のある人が ICTを用いて活
躍する事例の収集やその評価・分析等を通
じて、必要な支援等の在り方を検討し、平
成１８年度及び１９年度に報告書をとりまとめ
たところである。２０年３月には、障害のあ
る人の ICTを活用した社会参加推進を目
指しセミナーを開催するなど、これら成果
の普及を図ることで、高齢者や障害のある
人の ICT利活用の有用性についての国民
の理解を促し、地方公共団体等における
ICT利活用支援の取組を促進していくこ

ととしている。

（３）障害のある人の利用に配慮した
システムの普及

ア アクセシビリティ指針の策定
近年、補聴器の小型化・高性能化の開発

は目覚ましいものがあり、屋外等の離れた
場所からでも、距離や周囲の騒音の影響を
受けずに聞き取ることができる電波を利用
した補聴援助システム（ワイヤレス補聴器）
についての需要が高まっている。

ろう

また、聾学校等の教育の場においても、
幼児児童生徒の耳元に教師及び他の生徒の
声を確実に届け、スムーズな会話を行うこ
とのできるシステムが望まれている。ま
た、日常生活で補聴器を利用している難聴
者にあっても、講演などの場において講師
の声がスムーズに聞くことのできるシステ
ムが求められている。
こうしたことから、個人や集団で使用す

る電波を利用した補聴援助システムについ
て、制度化を図った。
平成１２年６月には情報化及び情報処理機

器を取り巻く利用環境の変化を踏まえ、
「障害者・高齢者等情報処理機器アクセシ
ビリティ指針」を制定して公表した。また、
情報処理機器・ソフトウェアを障害のある
人や高齢者が使いやすくするために、アク
セシビリティ専用製品を開発する上で参考
となる数値データや操作方法のイラストの
例示を追加した解説書を作成し、Webサ
イトにより公表するとともに、セミナーを
開催し、業界への普及に努めている。
JEITAアクセシビリティ事業委員会
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/
accessibility/

イ JIS及び国際標準化の推進
平成１８年までに、情報アクセシビリティ



156

資料：経済産業省

のJIS（日本工業規格）であるJIS X８３４１
シリーズ「高齢者・障害者等配慮設計指
針－情報通信における機器、ソフトウェア
及びサービス」５部門（「共通指針」、「情
報処理装置」、「ウェブコンテンツ」、「電気
通信機器」、「事務機器」）の制定を完了し
た。
国内の規格開発と並行し、国際的な情報

アクセシビリティのガイドライン共通化を
図るため、JIS X８３４１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が行
われている。
電気通信アクセシビリティについては、

「障害者等電気通信設備アクセシビリティ
指針」（平成１０年郵政省告示）を踏まえ、
電気通信関連団体、障害者・高齢者関連団
体、学識経験者から構成される「情報通信
アクセス協議会」において、この指針を満
たす電気通信の実現方法、統一仕様等につ
いての関係業界の自主基準として、「高齢

■図表１―５９ アクセシビリティに関する規格体系
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者・障害者等に配慮した電気通信アクセシ
ビリティガイドライン」（第２版）が１６年
５月に改定・公表された。同ガイドライン
をベースとし、電気通信機器のアクセシビ
リティに関しては、１７年１０月にJIS X８３４１―
４が策定されている。１６年１１月には ITU-
T（国際電気通信連合の電気通信標準化部
門）に同ガイドラインを基にした電気通信
アクセシビ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
ITU-T の勧告として承認された。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月にシンポジウムを開催するな
ど、電気通信機器・サービスのアクセシビ
リティ向上を促進するための取組を積極的
に推進している。また、アクセシビリティ
の普及活動として、様々な機会を活用して
（社）電子情報技術産業協会が会員企業に
よる対応機器の展示等を行うとともに、セ
ミナー等を開催して啓発を図っている。

（４）ホームページ等のバリアフリー
化の推進

平成１９年７月に「IT戦略本部」が決定
した「重点計画－２００７」、１９年８月に「各
府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議」
が改定した「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、引き続き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
が明記された。
総務省では、高齢者や障害のある人を含

むすべての人が地方公共団体のホームペー
ジやウェブシステムを利用することができ
るよう、平成１６年１１月から「公共分野にお
けるアクセシビリティの確保に関する研究
会」を開催し、１７年１２月に報告書を公表し

た。同研究会では、具体的なウェブアクセ
シビリティ維持・向上のための運用モデル
である「みんなの公共サイト運用モデル」
を策定しており、引き続き、地方公共団体
の担当者等を対象としたセミナーの開催な
どを通して、「みんなの公共サイト運用モ
デル」の積極的な活用を促すための取組を
継続的に進めている。

２ 社会参加を支援する情報通信
システムの開発・普及

（１）電子投票の実施の促進
電子投票とは、電磁的記録式投票機（い

わゆる電子投票機）を用いて投票する方法
であり、開票事務の迅速化に貢献するとと
もに、自書を必要としないことから、自書
が困難な選挙人であっても比較的容易に投
票することが可能である。
我が国における電子投票は、平成１４年２

月より、地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙において導入することが認められて
いる。２０年３月現在、電子投票条例を制定
している市町村は８団体で、１９年度は、そ
のうち４団体の地方選挙において実施され
ている。
総務省としては、電子投票の導入を促進

するにあたり、電子投票システムの更なる
信頼性向上のための技術的な課題や導入団
体の実施状況等についての調査分析を引き
続き行い、地方公共団体に対する必要な情
報の提供に取り組んでいる。

（２）テレワークの推進
テレワークは ICT（情報通信技術）を

活用した、場所と時間にとらわれない柔軟
な働き方であり、女性、高齢者、障害のあ
る人等の就業機会の拡大にも寄与するもの
と期待されている。
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政府では、平成２２年までにテレワーカー
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「テレワーク人口倍増ア
クションプラン」を策定し、政府一体と
なってテレワークの普及を推進している。
総務省においては、テレワークの普及の

ための実証実験（多くの企業等にテレワー
クを試行・体験いただく機会の提供や、テ
レワークの活用による地域活性化等効果の
提示・啓発など）を行うなど、アクション
プランの着実・迅速な実施に取り組んでい
る。

３ 情報提供の充実

（１）情報提供に係る研究開発の推進
ア 民間による研究開発に対する支援
高齢者や障害のある人向けの通信・放送

サービスの開発を行うための通信・放送技
術の研究開発を行う者に対し、独立行政法
人情報通信研究機構が支援を行っているほ
か、同機構を通じて、身体に障害のある人
のための通信・放送サービスの提供又は開
発を行う者に対する助成、情報提供を実施
している。

イ 使いやすい電話機の開発
通信サービスの中でも特に電話は、障害

のある人にとって日常生活に欠かせない重
要な通信手段となっており、こうした状況
を踏まえ、電気通信事業者においても、音
量調節機能付電話等福祉用電話機器の開発
や車いす用公衆電話ボックスの設置など障
害のある人が円滑に電話を利用できるよう
種々の措置を講じている。

（２）情報提供体制の整備
ア 情報ネットワークの整備
コンピュータ・ネットワークを利用し、

新聞情報等を即時に全国の点字図書館等で
点字データにより受信できる「点字ニュー
ス即時情報提供事業」を行うとともに、全
国の点字図書館の蔵書、製作中図書の検索
及び貸し出し予約ができる「点字図書情報
ネットワーク（ないーぶネット）」が稼働
している。
また、「デジタル音声情報システム（デ

イジー）」を全国の点字図書館等に導入し、
視覚障害のある人にとって利便性の高い録
音図書を製作するとともに、１６年度から
「録音図書ネットワーク配信システム（び
ぶりおネット）」を活用したインターネッ
ト配信による録音図書の貸出しを行ってい
る。
障害のある人の社会参加に役立つ各種情

報の収集・提供と、障害のある人の情報交
換の場を提供する「障害者情報ネットワー
ク（ノーマネット）」では、視覚障害のあ
る人等からの情報アクセスを容易にするた
め、文字情報、音声情報及び画像情報を統
合して同時提供するマルチメディアシステ
ム化を図るとともに、国内外からの障害の
ある人に関係する国内外の保健福祉研究情
報を収集・蓄積し、インターネットで提供
する「障害保健福祉研究情報システム」を
構築している。
視覚障害のある人が「食事バランスガイ

ド」を正しく理解し、実際の食事に活用す
ることにより、バランスのとれた食生活を
実行できるよう、視覚障害者向けに「食事
バランスガイド」のカセットテープ及び大
活字・透明点字併用解説カードを作成・配
布する等、視覚障害のある人に対する食生
活情報の提供を行っている。
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また、視覚障害のある人を対象とした広
報の充実を図るため、視覚障害者向け資料
「音声広報CD」及び「点字広報誌」につ
いて発行している。
さらに、新５か年計画においては、「障

害者の情報へのアクセスに配慮した著作権
制度の在り方について検討を進め、必要に
応じて法整備を行う。」こととされている。
文化審議会著作権分科会においては、放送
番組等への字幕付与を著作権者等の許諾な
く行えることとすること等の課題について
検討を行っている。

イ 字幕付きビデオの作成
法務省刑事局では、犯罪被害者やその家

族、さらに一般の人々に対し、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１９年３月に、全国の検察庁に
配布した。
このDVDは、説明のポイントにテロッ

プを利用しているほか、全編に字幕を付す
などしており、聴覚障害のある人も利用で
きるようになっている。
法務省の人権擁護機関では、各種人権課

題に関する啓発広報ビデオを作成する際
に、字幕付ビデオも併せて作成している。

ウ 国政選挙における配慮
国政選挙においては、点字による「候補

者名簿及び名簿届出政党等名簿」の投票所
等への備付け、点字・音声による「選挙の
お知らせ」の配布、投票所における車いす
用スロープの設置等により、障害のある人
が投票を行うために必要な配慮を行ってい
る。なお、参議院比例代表選出議員選挙に
おいては、政見放送に手話通訳を付すこと
ができることとされており、また、衆議院

小選挙区選出議員選挙においては、政見放
送として政党が作成したビデオを放送する
ことができるようになったことに伴い、政
党の判断により手話通訳や字幕をつけるこ
とが可能となっている。
また、平成１４年からは視覚障害のある人

が、自ら投票用紙の種類を識別できるよう
に、投票用紙に点字で選挙の種類を表示す
る取組が行われており、１９年の参議院議員
通常選挙においては、４６都道府県で、その
表示が実施された。
さらに、平成１５年の「公職選挙法」の改

正により、郵便等投票の対象者が拡大され
るとともに、代理記載制度が新たに創設さ
れた。１９年の参議院議員通常選挙において
は、郵便等投票証明書の発効件数は５１，５９９
件であり、また、郵便投票等を行った投票
者数（選挙区選挙）は３４，８７６人で、そのう
ち、２，４６９人が代理記載制度により投票を
行った。

（３）字幕放送等の推進
視覚障害のある人向けには、番組の内容

に即応して場面・状況、出演者の動き等を
音声により説明する解説放送がある。聴覚
障害のある人向けには、番組に即応して台
詞、ナレーション、歌詞等を画面上に字幕
で表示する字幕放送や、画面の全部又は一
部に手話を表示する手話放送がある。これ
らの放送は、視聴覚障害のある人が障害の
ない人と同様に放送を通して情報を入手
し、楽しむ上で極めて有効な手段となって
おり、国としても、制度面、予算面から、
これらの放送を普及させるための各種施策
を展開している。
制度面では、平成９年の、字幕放送、解

説放送に係る免許制度の改善や字幕番組、
解説番組をできる限り多く放送しなければ
ならないとする努力義務規定の創設等を内
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資料：総務省

65.9
77.8

100

容とする放送法の改正により、字幕放送の
参入に係る負担が軽減され、１４社（８年度
末）に過ぎなかった字幕放送実施事業者が、
１１７社（１８年度末現在）にまで大幅に増加
した。また、この改正の趣旨を踏まえ、字
幕放送の大幅かつ計画的な拡充を図るた
め、１９年までの１０年間に、字幕付与可能な
全放送番組に原則として字幕を付すことを
目標とする行政上の指針として「字幕放送
普及行政の指針」を９年に策定した。
予算面では、「身体障害者の利便の増進

に資する通信・放送身体障害者利用円滑化
事業の推進に関する法律」（平成５年法律
第５４号）に基づき、独立行政法人情報通信
研究機構が衛星放送受信対策基金の運用益
を財源として、５年度から字幕番組・解説
番組の制作費に対する助成金を交付してい
る。９年度からは、計画的かつ安定的な助
成を可能とするため、これに加え新たに一
般会計からの補助金を追加して助成を行っ

ている。平成１１年度からは、助成対象に手
話番組を追加した。１９年度は１３，１４９本の字
幕番組、８７１本の手話番組、１４４本の解説番
組に対して助成を行った。２０年度予算では
４．０億円の予算額を確保し、助成を実施す
ることとしている。
今後、デジタル放送の進展、高齢化の進

展、字幕放送受信可能な端末の普及によ
り、視聴覚障害者向け放送の利用者が増加
すると予想されることから、総務省では、
平成１８年１０月から「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」を開
催し、１９年３月に報告書を取りまとめた。
この報告書には、今後の視聴覚障害者向け
放送の推進に当たっての提言として、２０年
度以降の普及目標については字幕付与可能
な放送番組を拡大しつつ策定することや、
解説放送の普及目標を新たに策定すること
等が盛り込まれた。
総務省では、この報告書の提言を踏まえ、

■図表１―６０ 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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平成１９年１０月、２０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定めた「視
聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を策
定した。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、そのすべてに字幕が付与
されることを目標とし、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１０％、NHK教育は
１５％に解説が付与されることを目標として
いる。新５か年計画においてはこれを数値
目標として位置づけている。
経済産業省では、日本映画の字幕付与に

ついて、映画関係団体とともに引き続き取
り組みを促進することとしている。
また、聴覚障害者用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の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
備を促進している。

４ コミュニケーション支援体制の充実

（１）手話や点訳等によるコミュニ
ケーション支援

地域生活支援事業においては、聴覚、言
語機能、音声機能、視覚その他の障害のた
め、意思疎通を図ることに支障がある人
に、手話通訳者等の派遣や設置、点訳や音
声訳等による支援などを行う「コミュニ
ケーション支援事業」や、点訳奉仕員、朗
読奉仕員、要約筆記奉仕員、手話奉仕員及
び手話通訳者の養成研修が実施されてい
る。
各都道府県警察においては、聴覚に障害

のある人のための字幕スーパー入り講習用
ビデオの活用や手話通訳員の確保に努めて
いる。

（２）コミュニケーション支援用絵記号
日本工業標準調査会（JISC）は、平成

１７年４月に文字や話し言葉によるコミュニ
ケーションの困難な人が、自分の意思や要
求を相手に的確に伝え、正しく理解しても
らうことを支援するための絵記号に関する
規格をコミュニケーション支援用絵記号デ
ザイン原則（JIST０１０３）として制定した。
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コミュニケーション支援用絵記号の例

（注）コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則（JIST０１０３）には参考として約３００の絵記号の例
を収載しており、これらは（財）共用品推進機構のホームページから無償でダウンロードするこ
とができます。（http://www.kyoyohin.org/）
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施 策 名 平成１８年度
予 算 額

平成１９年度
予 算 額

平成２０年度
予 算 額

平成１８年度
決 算 額

障害者施策関係予算 総計 １，３７６，２２８ １，４８９，５７１ １，５４９，９７４ ９６４，０１８

［啓発・広報］ １２５ １２９ １３４ ９６
１ 障害者に関する啓発・広報活動の推進等（内閣府） １０１ １０１ １０１ ８２
２ バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策の推進（内閣府） １７ １３ １４ １４
３ 高齢者・障害者に対する差別解消のための啓発活動（法務省） ７ １５ １９ －

［生活支援］ ７７１，５４５ ８０９，３１６ ８４８，８３２ ７３３，９０７
１ 市民活動促進に必要な経費（内閣府） － － － －
２ 経済的自立の支援（総務省・厚生労働省） ６４，０８４ ５５，９９４ ４８，６７２ ６３，５９５
３ 成年後見登録事務処理（法務省） ２８２

〈２８２〉
４６４

〈４６４〉
５１６

〈５１６〉
－

〈－〉

４ 良質な障害福祉サービスの確保（厚生労働省） ４１３，０５７ ４４７，２７４ ４９４，４７９ ３８１，１７４
５ 地域生活支援事業の着実な実施（厚生労働省） ２０，０００ ４０，０００ ４０，０００ ２０，０００
６ その他の障害保健福祉関係経費（厚生労働省） ２７２，７３４ ２６３，７３９ ２６１，６９６ ２６９，１３０
７ 精神障害者の退院促進・地域定着の推進（厚生労働省） ８ ６６ １，７２３ ８
８ 発達障害者の地域支援体制の確立及び発達障害者への支援手法
の開発等（厚生労働省）

２６２ ８０１ ８６６ －

９ 医療福祉機器技術の研究開発（経済産業省） １，１１８ ９７８ ８８０ －
１０ 知的基盤整備（福祉用具評価）（経済産業省） － － － －

［生活環境］ ３６９，０７１ ３７８，７３９ ３８３，９１４ １０，８２２
１ 災害時要援護者の支援対策経費（内閣府） １０ １７ １８ ８
２ 障害者の気持ちに配意した警察活動の推進（警察庁） － － － －
３ 防災対策の推進（総務省） ２５ １１ ０ １７
４ 高齢者・障害者に配慮した法務局庁舎の施設整備（法務省） － － － －
５ 高齢者・障害者に配慮した農林水産業関連施設等の整備

（農林水産省）
－ － － －

６ 中小商業活力向上事業（平成２０年度に少子高齢化等対応中小商
業活性化事業から名称変更）（経済産業省）

－ － － －

７ 旅客施設等のバリアフリー化の推進（国土交通省） ８，４４３ ８，５５２
〈－〉

８，７０６
〈－〉

７，４７４

８ 車両等のバリアフリー化の推進（国土交通省） ３，４１５ ２，６６７ ２，５８６ ３，３２３
９ ソフト面等におけるバリアフリー化の推進（国土交通省） ８５ １００ ９１ －
１０ 障害者にやさしいまちづくりの推進（国土交通省） ３５７，０９３ ３６７，３９２ ３７２，５１３ －
１１ 障害者にやさしい住まいづくりの推進（国土交通省） － － － －
１２ 障害者等に配慮した海岸・河川等の整備の推進（国土交通省） － － － －
１３ 人にやさしい自然公園等施設整備の推進（環境省） － － － －

［教育・育成］ １１２，４８８ １１３，３００ １１６，６１１ １１１，９２８
１ 特別支援教育の充実等（文部科学省） ３１５ ４２５ ８４８ ２６４
２ 特別支援教育就学奨励費負担等（文部科学省） ６，４９１ ６，６６５ ６，８５０ ６，３７０
３ 特別支援教育設備整備費等補助（文部科学省） ５ ４ ５ ４
４ 義務教育費国庫負担金（文部科学省） １００，９６７ １０１，１８０ １０３，８６６ １００，６４５
５ 公立学校施設整備（文部科学省） － － － －
６ 私立高等学校等経常費助成費等補助（文部科学省） ３，４２５ ３，７６２ ３，８１８ ３，３７４

（単位：百万円）
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注１：「障害者施策関係予算 総計」については、障害者施策関係の額を特定化できるものについての合計額である。
注２：障害者施策関係の額を特定化できないものについては、「－」と表示している。
注３：〈 〉内の数字は特別会計の内数である。
注４：本表では、百万円未満を四捨五入の上、百万単位で表記している。このため、本表上での積上額及び対前年度

増△減額は、一致しない場合がある。

施 策 名 平成１８年度
予 算 額

平成１９年度
予 算 額

平成２０年度
予 算 額

平成１８年度
決 算 額

７ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の整備運営等
（文部科学省）

１，２８５ １，２６４ １，２２４ １，２７１

［雇用・就業］ １３，７７７ １４，５４９ １８，８６５ １３，１２５
１ 公務部門における雇用・就労の促進及び支援

（内閣府・警察庁・総務省・厚生労働省・防衛省）
５ ９ ２１０ ４

２ 司法試験における目の見えない人の受験に必要な措置（法務省） ８ ４ ３ ５
３ 工賃倍増５か年計画支援事業の推進（厚生労働省） － ５００ １，６４８ －
４ 発達障害者支援センターにおける就労支援の推進（厚生労働省） ８ １５５ ２０３ ６
５ 障害者に対する就労支援の推進（厚生労働省） １３，７５６ １３，８８１ １６，７８０ １３，１１０
６ 農業法人等による円滑な障害者雇用の促進（農林水産省） － ０ ２１ －

［保健・医療］ １０８，２４４ １７２，７８１ １８０，９０７ ９３，２９８
１ 刑務所等に収容されている身体障害者等の機能回復訓練に必要
な機器整備（法務省）

１ １ １ １

２ 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観
察等に関する法律」（以下「心神喪失者等医療観察法」という）
の規定による精神保健観察等の実施（法務省）

１６５ ２１６ ２８２ －

３ 障害者に対する良質かつ適切な医療の提供（厚生労働省） ９２，９６４ １３１，３１５ １４１，４４２ ８３，５９１
４ 「心神喪失者等医療観察法」に係る医療提供体制の整備

（厚生労働省）
１３，６６３ １５，０４９ １４，８６９ ８，４７０

５ 精神科救急医療体制の強化（厚生労働省） １，４４５ １，５１０ １，６７９ １，２３６
６ 精神障害に対する国民の正しい理解の促進（厚生労働省） ６ ６ ８６ －
７ 自殺総合対策の推進 － ２４，６８４ ２２，５４８ －

［情報・コミュニケーション］ ９７２ ７５１ ７０６ ８３６
１ 障害者への消費者情報提供の促進（内閣府） － － － －
２ 情報バリアフリー化の推進（総務省） ３４ ２５ ６ ２５
３ 社会参加を支援する情報通信システムの開発・普及（総務省） ３００ ２２３ ２１５ ２６７
４ 通信・放送による情報提供の充実（総務省） ５５８ ５０３ ４８５ ５４４
５ 日本司法支援センターにおける障害者に対する情報提供の配慮
措置（法務省）

－ － － －

６ バリアフリー推進化のための標準化調査研究（経済産業省） ８０ － － －

［国際協力］ ６ ６ ５ ６
１ 国連社会問題基金拠出金（うち国連障害者基金）（外務省） ６

（約５１，３００
ドル相当）

６
（約４８，３００
ドル相当）

５
（約４６，６００
ドル相当）

６
（約５１，３００
ドル相当）

２ 国際協力（うち障害者関連）（外務省） － － － －
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施 策 分 野 事 項 概 要

啓 発 ・ 広 報
障害者権利条約理解
推進経費

障害者に対する差別等に係る事例集の作成等
を行う。 （内閣府）

生 活 環 境

地域のニーズに応じ
たバス・乗合タク
シーに係るバリアフ
リー車両の開発

高齢者等交通弱者の円滑な移動手段としてバ
ス・乗合タクシーの重要性が高まっているた
め、自動車メーカー、交通事業者等と連携
し、高齢者等に優しく地域のニーズに応じた
バス・乗合タクシーのバリアフリー車両の開
発を行う。 （国土交通省）

地域における福祉タ
クシー等を活用した
福祉輸送のあり方に
関する調査

福祉輸送のニーズ把握方策の開発、運営協議
会のあり方等の検討を行い、地域の望ましい
福祉輸送の整備手法について調査する。

（国土交通省）

教 育 ・ 育 成

発達障害等支援・特
別支援教育総合推進
事業

発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生
徒の支援のため、医師や大学教員等の外部専
門家による巡回指導、各種教員研修、厚生労
働省との連携による一貫した支援を行うモデ
ル地域の指定などを実施することにより、特
別支援教育を総合的に推進する。

（文部科学省）

発達障害教育情報セ
ンター

発達障害のある幼児児童生徒の教育的支援の
ために、外部専門家や専門機関、教材等の情
報提供を行うとともに、教員研修用講義コン
テンツの配信、総合的調査、先端技術や
ICTを活用した支援機器の使用に関する研
究等を実施するセンターを独立行政法人国立
特別支援教育総合研究所に設置する。

（文部科学省）
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施 策 分 野 事 項 概 要

雇 用 ・ 就 業

「チャレンジ雇用」の
推進・拡大及び検証

各府省における「チャレンジ雇用」を推進・
拡大することにより障害者の雇用機会を創出
するとともに、実際の雇用例の検証等を通じ
て国の機関における障害者の雇用促進のため
の方策を検討する。 （総務省）

「チャレンジ雇用」の
実施

障害者を非常勤職員として雇用し、その経験
を踏まえて一般企業等への就職を実現する
「チャレンジ雇用」を実施する。

（内閣府・警察庁・厚生労働省・防衛省）

精神障害者の特性に
応じた支援策の充
実・強化

精神障害者の障害特性を踏まえ、一定期間を
かけて段階的に就業時間を延長し常用雇用を
目指す制度（「精神障害者ステップアップ雇
用奨励金」）を創設するとともに、「精神障害
者就職サポーター」を配置し、ハローワーク
におけるカウンセリング機能を強化する。

（厚生労働省）

情報・コミュニケーション

情報アクセシビリ
ティ向上のための取
組促進に関する研究
開発

高齢者・障害者等を含めた誰もが ICTを容
易に利用できる環境の整備を推進するための
調査研究を行う。 （総務省）
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年 月 日 内 容
１９ ４ １ ・「学校教育法等の一部を改正する法律」施行（文部科学省）

１８ ・「新健康フロンティア戦略」（新健康フロンティア戦略賢人会議）
５ ２ ・内閣総理大臣杯争奪第３６回日本車椅子バスケットボール選手権大会（４日まで 東京

都）（厚生労働省）
１７ ・障害者施策推進本部（内閣府）

６ ２ ・厚生労働大臣杯争奪第２１回日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会（３日まで
愛知県）（厚生労働省）

８ ・「自殺総合対策大綱」（閣議決定）（内閣府）
１４ ・「道路交通法の一部を改正する法律」成立（警察庁）（２０日公布）

７ ２１ ・２００７ジャパンパラリンピックアーチェリー競技大会（２２日まで 埼玉県）（厚生労働省）
８ １８ ・２００７ジャパンパラリンピック水泳競技大会（１９日まで 大阪府）（厚生労働省）
９ １ ・障害者雇用支援月間（３０日まで）（高齢・障害者雇用支援機構）

１３ ・第４１回全国ろうあ者夏季体育大会（１６日まで 岡山県）（厚生労働省）
１９ ・「アジア太平洋障害者の十年の中間評価に関するハイレベル政府間会合」（２１日までタ

イ・バンコク）（「びわこプラスファイブ」の採択）（外務省・内閣府）
２８ ・「障害者権利条約」署名（外務省）

１０ １ ・「道路運送法等の一部を改正する法律」施行（国土交通省）
２ ・２００７スペシャルオリンピックス夏季世界大会・上海（１１日まで 中華人民共和国）（厚

生労働省）
１３ ・第７回全国障害者スポーツ大会（１５日まで 秋田県）（厚生労働省）
２０ ・２００７ジャパンパラリンピック陸上競技大会（２１日まで 大阪府）（厚生労働省）
２２ ・第５５回精神保健福祉普及運動（２８日まで）（厚生労働省）
２６ ・第５５回精神保健福祉全国大会（富山県）（厚生労働省）
２９ ・中央障害者施策推進協議会（内閣府）

１１ １４ ・第７回国際障害者技能競技大会（国際アビリンピック）（１８日まで静岡県）（高齢・障
害者雇用支援機構）
・第２７回大分国際車いすマラソン大会（２８日まで 大分県）（厚生労働省）

２８ ・「身体障害者補助犬法の一部を改正する法律」成立（厚生労働省）（１２月５日公布）
３０ ・第７回全国障害者芸術・文化祭ながさき大会（１２月２日まで 長崎県）（厚生労働省）

１２ ３ ・障害者週間（９日まで）（内閣府）
・アジア太平洋障害者の十年（２００３～２０１２年）中間年記念シンポジウム（東京都）（内
閣府）
・障害者週間連続セミナー（５日まで）（東京都）（内閣府）

４ ・人権週間（１０日まで）（法務省）
・「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」シンポジウム（大
阪府）（内閣府）

５ ・平成１９年度バリアフリー化推進功労者表彰（内閣府）
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年 月 日 内 容
１９ １２ ６ ・アジア太平洋障害者の十年中間年記念障害者週間の集い（東京都）（内閣府）

８ ・第２回特別支援教育全国フォーラム（東京都）（文部科学省）
９ ・ユニバーサル・スポーツフェスタ２００７（宮城県）（内閣府）
２５ ・障害者施策推進本部（「重点施策実施５か年計画」の決定）（内閣府）

２０ １ ２２ ・２００８ジャパンパラリンピックアイススレッジホッケー競技大会（２６日まで 北海道）
（厚生労働省）

２４ ・第１９回全国車いす駅伝競走大会（京都府）（厚生労働省）
２８ ・２００８ジャパンパラリンピックスキー競技大会（アルペン）（３０日まで 長野県）（厚生

労働省）
３ ２２ ・２００８ジャパンパラリンピックスキー競技大会（クロスカントリー）（２４日まで 長野

県）（厚生労働省）
２８ ・バリアフリーに関する関係閣僚会議（「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要

綱」の決定）（内閣府）
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○啓発・広報

○生活支援
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達成目標 数値目標 計画開始前
（実績ベース）

平成１８年度
（実績ベース）

「共生社会」の用語・考
え方の周知度 ５０％ ―

４０．２％
（言葉だけは聞いたことがある２１．２％）

（１８年度）

達成目標 数値目標 計画開始前
（実績ベース）

平成１８年度
（実績ベース）

ホームヘルパー 約６０，０００人 ４２，７２２人
（１４年度末）

平成１８年４月より新
サービス体系へ移行

障害者自立支援法
新サービス体系

【訪問系サービス】
・居宅介護等
３，１６４，１２３時間（１８年度）

【日中活動系サービス等】
・生活介護
２５０，５５６人日（１８年度）

・自立訓練（機能訓練）
１１，５３７人日（１８年度）

・自立訓練（生活訓練）
３６，９２６人日（１８年度）

・就労移行支援
６２，２５５人日（１８年度）

・就労継続支援Ａ型
２９，２６４人日（１８年度）

・就労継続支援Ｂ型
１６５，２５５人日（１８年度）

・児童デイサービス
２０２，１１１人日（１８年度）

・短期入所
１５１，９６１人日（１８年度）

・療養介護
２，００６人（１８年度）

・地域活動支援センタ－
Ⅰ型：５０２か所
Ⅱ型：３５６か所
Ⅲ型：５１８か所（１８年度）

【居住系サービス】
・共同生活援助
共同生活介護

３７，４９９人（１８年度）
・施設入所支援

３，７４９人（１８年度）

（地域活動支援センター
を除く各サービスの数値
については、平成１９年３月
の月間の数値。地域活動
支援センターについて
は、平成１９年３月末時点の
施設数である。）

ショートステイ 約５，６００人分 ４，１２６人分
（１４年度末） 〃

デイサービス 約１，６００か所 １，１６４か所
（１４年度末） 〃

障害児通園（児童デイ
サービス）事業 約１１，０００人分 ５２９か所

（１４年度末） 〃

グループホーム 約３０，４００人分 １８，８０７人分
（１４年度末） 〃

福祉ホーム 約５，２００人分 ３，３５４人分
（１４年度末）

４，７１１人分
（１８年度末）

一部、平成１８年１０月より
新体系サービスへ移行

通所授産施設 約７３，７００人分 ５２，２４９人分
（１４年度末）

７１，８９９人分
（１８年度末）

一部、平成１８年１０月より
新サービス体系へ移行

重症心身障害児（者）通
園事業 約２８０か所 １７４か所

（１４年度末）
２６３か所

（１８年度末）
精神障害者地域生活支援
センター 約４７０か所 ３７７か所

（１４年度末）
平成１８年４月より新
サービス体系へ移行

精神障害者ホームヘルパー
（上記「ホームヘルパー」の内数） 約３，３００人 ― 〃

精神障害者グループホーム
（上記「グループホーム」の内数） 約１２，０００人分 ５，４１２人分

（１４年度末） 〃

精神障害者福祉ホーム
（上記「福祉ホーム」の内数） 約４，０００人分 ２，６３４人分

（１４年度末）
２，４９８人分

（１８年度末）
一部、平成１８年１０月より
新サービス体系へ移行

精神障害者生活訓練施設
（援護寮） 約６，７００人分 ５，３０６人分

（１４年度末）
５，７７２人分

（１８年度末）
一部、平成１８年１０月より
新サービス体系へ移行

精神障害者通所授産施設
（上記「通所授産施設」の内数） 約７，２００人分 ４，９１６人分

（１４年度末）
６，２６２人分

（１８年度末）
一部、平成１８年１０月より
新サービス体系へ移行
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○生活環境

○雇用・就業

○保健・医療

○情報・コミュニケーション

達成目標 数値目標 計画開始前
（実績ベース）

平成１８年度
（実績ベース）

バリアフリー化された住宅ストック 【２７年】 ２割 ２．７％
（１０年度）

３．４％
（１５年度）

窓口業務を行う官署が入居する国土交通省所管
の既存官庁施設のバリアフリー化 【２２年】１００％ ５７％

（１４年度末）
７１．０％

（１８年度末）

一日平均利用者５千人以上
の公共交通機関の段差解消

（平成２２年までには段差解
消、誘導ブロック、 障害者
用便所の設置 １００％）

鉄軌道駅 【１７年】約６０％
（２２年までには１００％）

３９．０％
（１４年度末）

６２．８％
（１８年度末）

バスターミナル 【１７年】約８０％
（２２年までには１００％）

７１．１％
（１４年度末）

７６．２％
（１８年度末）

旅客船ターミナル 【１７年】約７０％
（２２年までには１００％）

５５．６％
（１４年度末）

８８．９％
（１８年度末）

航空旅客ターミナル 【１７年】約７０％
（２２年までには１００％）

０％
（１４年度末）

６５．２％
（１８年度末）

バリアフリー化鉄軌道車両 【１７年】約２０％
（２２年までには約３０％）

１９．４％
（１４年度末）

４１．８％（２０．０％注３）
（１８年度末）

低床化バス車両 【１７年】約３０％
（２７年までには１００％）

１３．８％
（１４年度末）

３３．１％
（１８年度末）

ノンステップバス 【１７年】約１０％
（２２年までには２０～２５％）

６．５％
（１４年度末）

１７．７％
（１８年度末）

バリアフリー化旅客船 【１７年】約２５％
（２２年までには５０％）

２．１％
（１４年度末）

１１．５％
（１８年度末）

バリアフリー化航空機 【１７年】約３５％
（２２年までには約４０％）

２４．５％
（１４年度末）

５４．４％
（１８年度末）

福祉タクシー 【１７年】２，６００台 ３，２７６台
（１４年度末）

９，６５１台注３

（１８年度末）

主要鉄道駅等周辺における主な道路のバリアフリー化 ５３％ １７％
（１４年度末）

４４．０％
（１８年度末）

災害時要援護者の入院・入居施設の保全 ２４０施設 ― 約１９０施設
（１８年度末）

達成目標 数値目標 計画開始前
（実績ベース）

平成１８年度
（実績ベース）

雇用・就業の確保

ハローワークの年
間障害者就職件数 ３０，０００人 ２８，３５４人

（１４年度）
４３，９８７人
（１８年度）

雇用障害者数 【２０年度】６００，０００人 ― ４９６，０００人
（１５年度）

達成目標 数値目標 計画開始前
（実績ベース）

平成１８年度
（実績ベース）

周産期医療ネットワーク ４７都道府県 ２０都道府県
（１４年度末）

３９都道府県
（１８年度末）

精神科緊急医療システム ４７都道府県 ４６都道府県
（１４年度末）

４７都道府県
（１８年度末）

達成目標 数値目標 計画開始前
（実績ベース）

平成１８年度
（実績ベース）

障害者の IT利用支援技術者の養成・育成研修
等の受講者 10,000人以上 ― 16,725人

（１８年度末）
（注）１ 「達成目標」欄において、平成１９年度以外の時限を設けているものは【 】書きで表記。

２ 目標を段階的に定めているものは、最終目標を（ ）書きで併記している。
３ バリアフリー新法に基づく移動等円滑化基準（基準強化後）による数値。
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11
第１章 総 則

（目的）
第１条 この法律は、障害者の自立及び社会参加
の支援等のための施策に関し、基本的理念を定
め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかに
するとともに、障害者の自立及び社会参加の支
援等のための施策の基本となる事項を定めるこ
と等により、障害者の自立及び社会参加の支援
等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、
もつて障害者の福祉を増進することを目的とす
る。

（定義）
第２条 この法律において「障害者」とは、身体
障害、知的障害又は精神障害（以下「障害」と
総称する。）があるため、継続的に日常生活又
は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

（基本的理念）
第３条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜら
れ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権
利を有する。

２ すべて障害者は、社会を構成する一員として
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に
参加する機会が与えられる。

３ 何人も、障害者に対して、障害を理由とし
て、差別することその他の権利利益を侵害する
行為をしてはならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第４条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の
擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ
障害者の自立及び社会参加を支援すること等に
より、障害者の福祉を増進する責務を有する。

（国民の理解）
第５条 国及び地方公共団体は、国民が障害者に
ついて正しい理解を深めるよう必要な施策を講
じなければならない。

（国民の責務）
第６条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害
者の福祉の増進に協力するよう努めなければな
らない。

２ 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の
人権が尊重され、障害者が差別されることな
く、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活
動に参加することができる社会の実現に寄与す

るよう努めなければならない。

（障害者週間）
第７条 国民の間に広く障害者の福祉についての
関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、
経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的
に参加する意欲を高めるため、障害者週間を設
ける。
２ 障害者週間は、１２月３日から１２月９日までの
１週間とする。
３ 国及び地方公共団体は、障害者週間の趣旨に
ふさわしい事業を実施するよう努めなければな
らない。

（施策の基本方針）
第８条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の
年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連
携の下に総合的に、策定され、及び実施されな
ければならない。
２ 障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつ
ては、障害者の自主性が十分に尊重され、か
つ、障害者が、可能な限り、地域において自立
した日常生活を営むことができるよう配慮され
なければならない。

（障害者基本計画等）
第９条 政府は、障害者の福祉に関する施策及び
障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な
推進を図るため、障害者のための施策に関する
基本的な計画（以下「障害者基本計画」という。）
を策定しなければならない。
２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とすると
ともに、当該都道府県における障害者の状況等
を踏まえ、当該都道府県における障害者のため
の施策に関する基本的な計画（以下「都道府県
障害者計画」という。）を策定しなければなら
ない。
３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害
者計画を基本とするとともに、地方自治法（昭
和２２年法律第６７号）第２条第４項の基本構想に
即し、かつ、当該市町村における障害者の状況
等を踏まえ、当該市町村における障害者のため
の施策に関する基本的な計画（以下「市町村障
害者計画」という。）を策定しなければならな
い。
４ 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議す
るとともに、中央障害者施策推進協議会の意見
を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議

障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者基基基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本本本法法法法法法法法法法法法法法 昭和４５年５月２１日
法 律 第 ８４ 号

最終改正：平成１６年６月４日法律第８０号
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の決定を求めなければならない。
５ 都道府県は、都道府県障害者計画を策定する
に当たつては、地方障害者施策推進協議会の意
見を聴かなければならない。

６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当
たつては、地方障害者施策推進協議会を設置し
ている場合にあつてはその意見を、その他の場
合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴
かなければならない。

７ 政府は、障害者基本計画を策定したときは、
これを国会に報告するとともに、その要旨を公
表しなければならない。

８ 第２項又は第３項の規定により都道府県障害
者計画又は市町村障害者計画が策定されたとき
は、都道府県知事又は市町村長は、これを当該
都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告す
るとともに、その要旨を公表しなければならな
い。

９ 第４項及び第７項の規定は障害者基本計画の
変更について、第５項及び前項の規定は都道府
県障害者計画の変更について、第６項及び前項
の規定は市町村障害者計画の変更について準用
する。

（法制上の措置等）
第１０条 政府は、この法律の目的を達成するた
め、必要な法制上及び財政上の措置を講じなけ
ればならない。

（年次報告）
第１１条 政府は、毎年、国会に、障害者のために
講じた施策の概況に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第２章 障害者の福祉に関する基本的施策

（医療、介護等）
第１２条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機
能を回復し、取得し、又は維持するために必要
な医療の給付及びリハビリテーションの提供を
行うよう必要な施策を講じなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療
及びリハビリテーションの研究、開発及び普及
を促進しなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢及
び障害の状態に応じ、医療、介護、生活支援そ
の他自立のための適切な支援を受けられるよう
必要な施策を講じなければならない。

４ 国及び地方公共団体は、第１項及び前項に規

定する施策を講ずるために必要な専門的技術職
員その他の専門的知識又は技能を有する職員を
育成するよう努めなければならない。
５ 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障
害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常
生活を営むのに必要な施策を講じなければなら
ない。
６ 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策
を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開
発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなけれ
ばならない。

（年金等）
第１３条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及
び生活の安定に資するため、年金、手当等の制
度に関し必要な施策を講じなければならない。

（教育）
第１４条 国及び地方公共団体は、障害者が、その
年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育
が受けられるようにするため、教育の内容及び
方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じ
なければならない。
２ 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関す
る調査及び研究並びに学校施設の整備を促進し
なければならない。
３ 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び
生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共
同学習を積極的に進めることによつて、その相
互理解を促進しなければならない。

（職業相談等）
第１５条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選
択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応
じて適切な職業に従事することができるように
するため、その障害の状態に配慮した職業相
談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施そ
の他必要な施策を講じなければならない。
２ 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種
及び職域に関する調査及び研究を促進しなけれ
ばならない。
３ 国及び地方公共団体は、障害者の地域におけ
る作業活動の場及び障害者の職業訓練のための
施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助
成その他必要な施策を講じなければならない。
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（雇用の促進等）
第１６条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を
促進するため、障害者に適した職種又は職域に
ついて障害者の優先雇用の施策を講じなければ
ならない。

２ 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者
の雇用に関し、その有する能力を正当に評価
し、適切な雇用の場を与えるとともに適正な雇
用管理を行うことによりその雇用の安定を図る
よう努めなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事
業主に対して、障害者の雇用のための経済的負
担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を
図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要と
なる施設又は設備の整備等に要する費用の助成
その他必要な施策を講じなければならない。

（住宅の確保）
第１７条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の
安定を図るため、障害者のための住宅を確保
し、及び障害者の日常生活に適するような住宅
の整備を促進するよう必要な施策を講じなけれ
ばならない。

（公共的施設のバリアフリー化）
第１８条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の
便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会
参加を支援するため、自ら設置する官公庁施
設、交通施設その他の公共的施設について、障
害者が円滑に利用できるような施設の構造及び
設備の整備等の計画的推進を図らなければなら
ない。

２ 交通施設その他の公共的施設を設置する事業
者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて
障害者の自立及び社会参加を支援するため、社
会連帯の理念に基づき、当該公共的施設につい
て、障害者が円滑に利用できるような施設の構
造及び設備の整備等の計画的推進に努めなけれ
ばならない。

３ 国及び地方公共団体は、前２項の規定により
行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が
総合的かつ計画的に推進されるようにするた
め、必要な施策を講じなければならない。

４ 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する
事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する
障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴に
ついて障害者の利用の便宜を図らなければなら
ない。

（情報の利用におけるバリアフリー化）
第１９条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に
情報を利用し、及びその意思を表示できるよう
にするため、障害者が利用しやすい電子計算機
及びその関連装置その他情報通信機器の普及、
電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者
の利便の増進、障害者に対して情報を提供する
施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じ
なければならない。
２ 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公
共分野における情報通信技術の活用の推進に当
たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう
特に配慮しなければならない。
３ 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る
役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置
その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、
社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供又は
当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用
の便宜を図るよう努めなければならない。

（相談等）
第２０条 国及び地方公共団体は、障害者に関する
相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利
利益の保護等のための施策又は制度が、適切に
行われ又は広く利用されるようにしなければな
らない。

（経済的負担の軽減）
第２１条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害
者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又
は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措
置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な
施策を講じなければならない。

（文化的諸条件の整備等）
第２２条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的
意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を
起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレ
クリエーションの活動をし、若しくはスポーツ
を行うことができるようにするため、施設、設
備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に
関する活動の助成その他必要な施策を講じなけ
ればならない。

第３章 障害の予防に関する基本的施策

第２３条 国及び地方公共団体は、障害の原因及び
予防に関する調査及び研究を促進しなければな
らない。
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２ 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、
必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強
化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期
治療の推進その他必要な施策を講じなければな
らない。

３ 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難
病等の予防及び治療が困難であることにかんが
み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を
推進するとともに、難病等に起因する障害があ
るため継続的に日常生活又は社会生活に相当な
制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進
するよう努めなければならない。

第４章 障害者施策推進協議会

（中央障害者施策推進協議会）
第２４条 内閣府に、障害者基本計画に関し、第９
条第４項（同条第９項において準用する場合を
含む。）に規定する事項を処理するため、中央
障害者施策推進協議会（以下「中央協議会」と
いう。）を置く。

第２５条 中央協議会は、委員３０人以内で組織す
る。

２ 中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉
に関する事業に従事する者及び学識経験のある
者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この
場合において、委員の構成については、中央協
議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情
を踏まえた協議を行うことができることとなる
よう、配慮されなければならない。

３ 中央協議会の委員は、非常勤とする。
４ 前三項に定めるもののほか、中央協議会の組
織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め
る。

（地方障害者施策推進協議会）
第２６条 都道府県（地方自治法第２５２条の１９第１
項の指定都市（以下「指定都市」という。）を
含む。以下同じ。）に、地方障害者施策推進協
議会を置く。

２ 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議
会は、次に掲げる事務をつかさどる。
１ 都道府県障害者計画に関し、第９条第５項
（同条第９項において準用する場合を含む。）
に規定する事項を処理すること。

２ 当該都道府県における障害者に関する施策
の総合的かつ計画的な推進について必要な事
項を調査審議すること。

３ 当該都道府県における障害者に関する施策
の推進について必要な関係行政機関相互の連絡
調整を要する事項を調査審議すること。
３ 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議
会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で
定める。
４ 市町村（指定都市を除く。）は、条例で定め
るところにより、地方障害者施策推進協議会を
置くことができる。
５ 第２項及び第３項の規定は、前項の規定によ
り地方障害者施策推進協議会が置かれた場合に
準用する。この場合において、第２項中「都道
府県に」とあるのは「市町村（指定都市を除く。）
に」と、同項第１号中「都道府県障害者計画」
とあるのは「市町村障害者計画」と、「第９条
第５項（同条第９項において準用する場合を含
む。）」とあるのは「第９条第６項（同条第９項
において準用する場合を含む。）」と、第３項中
「都道府県」とあるのは「市町村（指定都市を
除く。）」と読み替えるものとする。

附 則（抄）

（施行期日）
１ この法律は、公布の日から施行する。

附 則（平成１６年６月４日法律第８０号）（抄）

（施行期日）
第１条 この法律は、公布の日から施行する。た
だし、第２条及び次条（内閣府設置法（平成１１
年法律第８９号）第３７条第３項の表の改正規定に
限る。）の規定は公布の日から起算して１年を
超えない範囲内において政令で定める日から、
第３条の規定は平成１９年４月１日から施行す
る。

（検討）
第３条 政府は、この法律の施行後５年を目途と
して、この法律による改正後の規定の実施状
況、障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等を
勘案し、障害者に関する施策の在り方について
検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を
講ずるものとする。
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22
はじめに

我が国では、昭和５７（１９８２）年、「国連障害者
の十年」の国内行動計画として、障害者施策に関
する初めての長期計画である「障害者対策に関す
る長期計画」が策定され、平成４（１９９２）年には、
その後継計画として平成５（１９９３）年度からおお
むね１０年間を計画期間とする「障害者対策に関す
る新長期計画」（以下「新長期計画」という。）が
策定された。新長期計画は、その後同年１２月に改
正された「障害者基本法」により同法に基づく障
害者基本計画と位置付けられた。
我が国の障害者施策は、これらの長期計画に

沿ってノーマライゼーションとリハビリテーショ
ンの理念の下に着実に推進されてきた。すなわち
平成７（１９９５）年には、新長期計画の後期重点施
策実施計画として「障害者プラン」が策定され、
障害者施策の分野で初めて数値による施策の達成
目標が掲げられた。
また、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用で

きる特定建築物の建築の促進に関する法律（平成
６年法律第４４号）」及び「高齢者、身体障害者等
の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に
関する法律（平成１２年法律第６８号）」が制定され、
建物、交通分野でのバリアフリー化に向けた制度
が整備されるとともに、障害者の社会参加を阻む
「欠格条項」の見直しが行われた。さらに、平成
１５（２００３）年には、障害者福祉サービスの利用を
従来の措置から利用者の選択による契約に改める
など、障害者の自己決定に向けた取組を強化する
こととされている。
他方、国連においては、１９９２（平成４）年、「国

連障害者の十年」の終了を受けて、アジア太平洋
地域における国連「障害者に関する世界行動計画」
を更に推進するため、ESCAP「アジア太平洋障
害者の十年」がスタートした。この「十年」は２００２
（平成１４）年５月のESCAP総会において我が国
の主唱により、更に１０年延長され、同年１０月に滋
賀県で開催されたハイレベル政府間会合におい
て、すべての人のための障壁のないかつ権利に基
づく社会に向けた行動課題「びわこミレニアムフ
レームワーク」が採択された。
我が国では、少子高齢化や IT革命の進展など

社会経済の大きな変化に直面する中で、２１世紀を
活力に満ち、国民一人一人にとって生きがいのあ
る安全で安心な社会とすることを目指して、経
済・財政、社会、行政の各分野において抜本的な
構造改革が推進されている。
新しい世紀における我が国の障害者施策は、こ

れまでの国際的な取組の成果を踏まえ、また我が
国の将来のあるべき社会像を視野に入れて策定す
る必要がある。
この障害者基本計画（以下「基本計画」という。）
においては、新長期計画における「リハビリテー
ション」及び「ノーマライゼーション」の理念を
継承するとともに、障害者の社会への参加、参画
に向けた施策の一層の推進を図るため、平成１５
（２００３）年度から２４（２０１２）年度までの１０年間に
講ずべき障害者施策の基本的方向について定める
ものである。

Ⅰ 基本的な方針

（考え方）
２１世紀に我が国が目指すべき社会は、障害の有
無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を
尊重し支え合う共生社会とする必要がある。
共生社会においては、障害者は、社会の対等な
構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決
定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画すると
ともに、社会の一員としてその責任を分担する。
他方、障害者の社会への参加、参画を実質的な
ものとするためには、障害者の活動を制限し、社
会への参加を制約している諸要因を除去するとと
もに障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現
できるよう支援することが求められる。
人権が尊重され能力が発揮できる社会の実現を
図ることは、少子高齢化の進展する我が国におい
て、将来の活力を維持向上させる上でも重要であ
る。
国民誰もが同等に参加、参画できる共生社会
は、行政だけでなく企業、NPO等すべての社会
構成員がその価値観を共有し、それぞれの役割と
責任を自覚して主体的に取り組むことにより初め
て実現できるものであり、国民一人一人の理解と
協力を促進し、社会全体としてその具体化を着実
に推進していくことが重要である。
この基本計画では、以上のような考え方に立っ
て、政府が関係者の理解と協力の下に取り組むべ
き障害者施策の基本的方向を定めるものとする。

（横断的視点）
１ 社会のバリアフリー化の推進
障害の有無にかかわらず、国民誰もがその能力
を最大限発揮しながら、安全に安心して生活でき
るよう、建物、移動、情報、制度、慣行、心理な
どソフト、ハード両面にわたる社会のバリアフ
リー化を強力に推進する。

障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者基基基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本本本計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画 平成１４年１２月２４日
閣 議 決 定
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また、ユニバーサルデザインの観点から、すべ
ての人にとって生活しやすいまちづくり、ものづ
くりを推進する。
社会全体でのバリアフリー化を推進する観点か

ら、企業、市民団体等の取組を積極的に支援す
る。

２ 利用者本位の支援
地域での自立した生活を支援することを基本

に、障害者一人一人のニーズに対応してライフサ
イクルの全段階を通じ総合的かつ適切な支援を実
施する。
利用者が自らの選択により、適切にサービスを

利用できる相談、利用援助などの体制づくりを推
進する。
利用者のニーズに沿った多様かつ十分なサービ

スを確保するため、企業等の積極的活用も含め、
供給主体の拡充を図る。
また、地域の実情に即した適切なサービス体制

を構築するため、NPOや地域住民団体との連
携・協力を推進する。

３ 障害の特性を踏まえた施策の展開
個々の障害に対応したニーズを的確に把握し、

障害の特性に応じた適切な施策を推進する。
また、現在障害者施策の対象となっていない障

害等に対しても必要性を踏まえ適切に対応する。
WHO（世界保健機関）で採択された ICF（国

際生活機能分類）については、障害の理解や適切
な施策推進等の観点からその活用方策を検討す
る。

４ 総合的かつ効果的な施策の推進
（１）行政機関相互の緊密な連携

国及び地方公共団体における教育、福祉、医
療、雇用・就業等の関係行政機関相互の緊密な
連携を確保する。

（２）広域的かつ計画的観点からの施策の推進
地域間、障害種別によりサービス水準の格差

が生じないよう計画的・総合的に施策を推進す
るほか、適切な圏域設定の下で効果的な相談支
援、サービス提供体制の整備を図る。
また、地域における効果的かつ効率的な施策

推進の観点から、高齢者、児童等に関する他の
計画との整合性に留意する。

（３）施策体系の見直しの検討
障害者福祉施設サービスの再構築を図るな

ど適宜必要な施策・事業の見直しを行う。
また、個々の障害者に適切なサービスを提供
する観点から、高齢者施策など他の関連制度と
の連携の在り方について検討する。

Ⅱ 重点的に取り組むべき課題

１．活動し参加する力の向上
（１）疾病、事故等の予防・防止と治療・医学的

リハビリテーション
障害の原因となる疾病等の予防、早期発見・
治療や交通・労災事故等の防止対策を推進す
る。
障害の重度化を予防し、その軽減を図るた
め、障害の早期発見及び障害に対する医療、医
学的リハビリテーションの提供を推進する。
障害の原因となる疾病等の予防・治療、障害
の軽減等に関する研究開発を推進する。

（２）福祉用具等の研究開発とユニバーサルデザ
イン化の促進
障害者一人一人の多様なニーズに適合する各
種福祉用具や機器等の研究開発を推進するとと
もに、国際標準によるガイドラインの策定等に
より障害の有無にかかわらず誰もが利用しやす
い製品、サービスの普及を促進する。

（３）IT 革命への対応
急速に進展する高度情報通信社会において障
害者の社会参加を一層推進するため、デジタ
ル・ディバイド（ITの利用機会及び活用能力
による格差）解消のための取組を推進する。
特に、ITの利用・活用が障害者の働く能力
を引き出し経済的自立を促す効果は大きいこと
から、その積極的な活用を図る。
また、障害者が地域で安全に安心して生活で
きるよう、ITの活用による地域のネットワー
クを構築する。

２．活動し参加する基盤の整備
（１）自立生活のための地域基盤の整備
障害者が地域において自立し安心して生活で
きることを基本にその基盤となる住宅、公共施
設、交通等の基盤整備を一層推進するととも
に、障害者の日常生活の支援体制を充実する。
支援体制は、障害者本人、ボランティア、地
域住民の参加の下に関係機関の緊密な地域的協
力により構築する。
また、障害者の自立に重要な役割を担う家族
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に対する支援策の充実を図り、家庭における障
害者の自立への取組を支援する。

（２）経済自立基盤の強化
地域での自立した生活を可能とするためには

経済的な基盤の確立が不可欠であり、雇用・就
業、年金、手当等により経済的に自立した生活
を総合的に支援する。
このため、IT等の活用や企業との連携によ

る職業能力開発を強化するとともに、福祉、医
療、教育など関係分野の連携による支援体制を
構築することにより、障害者の働く力の向上を
図る。
また、年金、手当等による所得保障を引き続

き推進する。

３．精神障害者施策の総合的な取組
精神障害者に係る保健・医療、福祉など関連施

策の総合的かつ計画的な取組を促進する。
入院医療中心から、地域における保健・医療・

福祉を中心とした施策を推進し、退院・社会復帰
を可能とするためのサービス基盤の整備を目指
す。

４．アジア太平洋地域における域内協力の強化
「アジア太平洋障害者の十年」の次の１０年の行

動課題である「びわこミレニアムフレームワーク」
の推進に積極的に貢献するとともに、技術協力や
障害者団体の交流等を通じアジア太平洋地域の各
国・地域との協力関係の強化に主導的な役割を果
たす。

Ⅲ 分野別施策の基本的方向

１．啓発・広報
（１）基本方針

障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性
を尊重し支え合う共生社会の理念の普及を図る
とともに、障害及び障害者に関する国民理解を
促進するため、幅広い国民の参加による啓発活
動を強力に推進する。

（２）施策の基本的方向
ａ．啓発・広報活動の推進
共生社会の理念の普及を図るため、行政はも

とより企業、NPO等民間団体との連携による
啓発活動を推進するとともに、インターネット
上に障害者理解のためのホームページを作成す
るなど ITを積極的に活用し国民理解の推進を

図る。
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマスメディ
アの協力を得て、国民理解促進のための広報活
動を計画的かつ効果的に実施する。
障害者の日、障害者週間等の各種行事を中心
に一般市民、ボランティア団体、障害者団体な
ど幅広い層の参加による啓発活動を推進する。

ｂ．福祉教育等の推進
交流教育の実施など小・中学校等における学
校の教育活動を通じ、障害者に対する理解を深
める福祉教育を積極的に推進する。
福祉講座や講演会の開催、ビデオテープ、映
画等のライブラリーの充実等により、社会一般
の理解を深めるとともに、福祉事務所、更生相
談所、児童相談所、保健所、精神保健福祉セン
ター等の福祉、保健サービスの実施機関と連携
しながら、地域住民への啓発・広報を展開す
る。

ｃ．公共サービス従事者に対する障害者理解の促進
障害者が地域において安全に安心して生活で
きるよう、公務員を始めとする各種公共サービ
ス従事者への障害者に関する理解の促進とその
徹底を図る。

ｄ．ボランティア活動の推進
児童生徒や地域住民等のボランティア活動に
対する理解を深め、その活動を支援するよう努
めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する
理解と協力を促進する。

２．生活支援
（１）基本方針
利用者本位の考え方に立って、個人の多様な
ニーズに対応する生活支援体制の整備、サービ
スの量的・質的充実に努め、すべての障害者に
対して豊かな地域生活の実現に向けた体制を確
立する。

（２）施策の基本的方向
ａ．利用者本位の生活支援体制の整備
ア 身近な相談支援体制の構築
身近な相談支援体制を構築するため、各種の
生活支援方策を中心として、ケアマネジメント
実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養
成を図る。なお、これらの相談窓口は、様々な
障害種別に対応して、総合的な運営を図る。
利用者によるサービス選択に資するため、福
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祉サービスについて情報提供の促進を図る。特
に、都道府県レベルにおいて、各サービス提供
事業者に関する情報のデータベース化とこれに
アクセスするためのネットワーク体制の構築を
図る。
家族と暮らす障害者について、その家庭や家

族を支援することとし、特に、障害児の健全な
発達を支援する観点から、家族に対し、療育方
法などの情報提供やカウンセリング等の支援を
行う。
障害者相談員が地域で生活する障害者の多様

なニーズに身近で対応できるようにするため、
相談員の養成・研修を行うとともに、相談員相
互のネットワーク化等を図り、その活用を推進
する。また２４時間体制の電話相談等を普及させ
るとともに、インターネットを利用した相談体
制の実施も検討する。
難病患者及びその家族の療養上又は生活上の

悩み、不安等の解消を図るため、難病に関する
専門的な相談支援体制の充実に努める。
児童相談所、更生相談所、保健所等の公的相

談機関と、地方公共団体が実施する生活支援方
策について、都道府県、障害保健福祉圏域及び
市町村の各レベルでのネットワーク化を図り、
障害者が身近な地域で専門的相談を行うことが
できる体制を構築する。

イ 権利擁護の推進
障害者の財産権や人権に関する実態を踏ま

え、判断能力が不十分な者に対応する地域福祉
権利擁護事業、成年後見制度など障害者の権利
擁護に関する事業及び財産管理を支援するシス
テムについて、利用の促進を図る。
障害者の権利侵害等に対応するため、福祉制

度や福祉サービスに係る権利擁護システムを地
域において導入していくことを促進する。ま
た、当事者等により実施される権利擁護のため
の取組を支援することを検討する。

ウ 障害者団体や本人活動の支援
知的障害者本人や精神障害者本人の意見が適

切に示され、検討されるよう支援を強化する。
特に、様々なレベルの行政施策に当事者の意見
が十分反映されるようにするため、当事者によ
る会議、当事者による政策決定プロセスへの関
与等を支援することを検討する。
ボランティアを育成し、障害者がニーズに応

じて派遣を受けることのできる体制の整備を検
討する。また、障害者自身がボランティアとし

て活動できるよう支援する。

ｂ．在宅サービス等の充実
ア 在宅サービスの充実
ホームヘルプサービス等の在宅サービスを障
害者がニーズに応じて利用できるよう、その量
的・質的充実に努める。このため、既存事業者
の活用とともに、新規事業者が参入しやすい仕
組みとする。
ホームヘルプサービスについては、障害特性
を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行
う。
豊かな地域生活のためには、日中の活動の場
としてのデイサービスを身近な地域で利用でき
ることが重要であり、デイサービスセンターに
加え、学校の空き教室等を利用して、その充実
を図る。また、重症心身障害児（者）通園事業
については、充実を図る。

イ 住居の確保
障害者の地域での居住の場であるグループ
ホーム及び福祉ホームについて、重度障害者な
どのニーズに応じて利用できるよう量的・質的
充実に努める。

ウ 自立及び社会参加の促進
地域での自立生活を支援するため、情報提
供、訓練プログラムの作成、当事者による相談
活動等の推進を図る。特に、当事者による相談
活動は、障害者同士が行う援助として有効かつ
重要な手段であることから、更なる拡充を図
る。
障害者が社会の構成員として地域で共に生活
することができるようにするとともに、その生
活の質的向上が図られるよう、生活訓練、コ
ミュニケーション手段の確保、外出のための移
動支援など社会参加促進のためのサービスを充
実する。
障害者の社会参加を一層推進するため、身体
障害者補助犬の利用を促進する。

エ 精神障害者施策の充実
精神障害者ができる限り地域で生活できるよ
うにするため、居宅生活支援事業の普及を図る
とともに、ケアマネジメントの手法の活用の推
進を検討する。特に、条件が整えば退院可能と
される者の退院・社会復帰を目指すため、必要
なサービスを整備する。
精神障害者及び家族のニーズに対応した多様
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な相談体制の構築を図る。当事者による相談活
動に取り組む市町村への支援を検討する。

オ 各種障害への対応
盲ろう等の重度・重複障害者、高次脳機能障

害者、強度行動障害者等への対応の在り方を検
討する。また、難病患者及びその家族に対し、
地域における難病患者等支援対策の充実に努め
る。さらに、自閉症の特性を踏まえた支援の在
り方について検討するとともに、自閉症・発達
障害支援センターを中心とした地域生活支援体
制の充実に努める。

ｃ．経済的自立の支援
ノーマライゼーションの理念を実現し、障害

者が地域で質の高い自立した生活を営むことが
できるよう、雇用・就業に関する施策を進める
とともに、年金や手当等の給付により、地域で
の自立した生活を総合的に支援する。
年金を受給していない障害者の所得保障につ

いては、拠出制の年金制度をはじめとする既存
制度との整合性などの問題に留意しつつ、福祉
的観点からの措置で対応することを含め、幅広
い観点から検討する。
障害年金など個人の財産については、障害者

が成年後見制度等を利用して適切に管理できる
よう支援する。

ｄ．施設サービスの再構築
ア 施設等から地域生活への移行の推進
障害者本人の意向を尊重し、入所（院）者の

地域生活への移行を促進するため、地域での生
活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための
援助技術の確立などを検討する。
「障害者は施設」という認識を改めるため、

保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を
促進する。
授産施設等における活動から一般就労への移

行を推進するため、施設外授産の活用や関係機
関と連携した職場適応援助者（ジョブコーチ）
事業の利用を推進する。

イ 施設の在り方の見直し
施設体系について、施設機能の在り方を踏ま

えた上で抜本的に検討する。
入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必

要なものに限定する。
障害者が身近なところで施設を利用できるよ

う、小規模通所授産施設等の通所施設や分場の

整備を図るとともに、障害種別を越えて相互利
用を進める。
障害者施設は、各種在宅サービスを提供する
在宅支援の拠点として地域の重要な資源と位置
付け、その活用を図る。
障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専
門的ケア方法の確立について検討する。また、
高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在
り方を検討する。
入所者の生活の質の向上を図る観点から、施
設の一層の小規模化・個室化を図る。

ｅ．スポーツ、文化芸術活動の振興
障害者自身が多様なスポーツ、文化芸術に親
しみやすい環境を整備するという観点から、障
害者の利用しやすい施設・設備の整備の促進及
び指導員等の確保を図る。
また、文化芸術活動の公演・展示等におい
て、字幕や音声ガイドによる案内サービス、利
用料や入館料の軽減などの様々な工夫や配慮等
を促進する。
全国障害者スポーツ大会や障害者芸術・文化
祭の充実に努めるとともに、民間団体等が行う
各種のスポーツ関連行事や文化・芸術関連行事
を積極的に支援する。
（財）日本障害者スポーツ協会を中心として
障害者スポーツの振興を進める。特に、身体障
害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精
神障害者のスポーツについて、振興に取り組
む。

ｆ．福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整
備を推進する。特に、専門的な相談に対応して
いくため、情報提供機関や相談機関のネット
ワーク体制の構築を図る。
福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質
向上のため、研修の充実を図る。
国立身体障害者リハビリテーションセン
ター、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開
発機構）における福祉用具開発のための先進的
研究を推進するとともに、研究機関、大学、企
業等の連携により、福祉用具の開発等を進め
る。また、研究成果の安全かつ適切な普及を図
るために、積極的に標準化を進めるとともに、
国際規格提案を行う。

ｇ．サービスの質の向上
質の高いサービスを確保する観点から、「障
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害者・児施設のサービス共通評価基準」等を活
用し、自己評価を更に進めるとともに、第三者
評価機関等による客観的なサービス評価の実施
も検討する。
サービスに関する苦情に対応するため、事業

者や都道府県社会福祉協議会が設けている苦情
解決体制の積極的な周知を図り、円滑な利用を
支援する。

ｈ．専門職種の養成・確保
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士な

ど社会福祉の専門的相談・支援、介護等に従事
する者の養成を行う。また、理学療法士、作業
療法士、視能訓練士、言語聴覚士などリハビリ
テーションに従事する者、ホームヘルパー等の
質的・量的充実を図る。
障害に係る専門的な研究を行うとともに障害

保健福祉に従事する職員を養成・研修するた
め、国立専門機関等を更に積極的に活用する。

３．生活環境
（１）基本方針
誰もが、快適で生活しやすいユニバーサルデ

ザインに配慮した生活環境の整備を推進する。
このため、障害者等すべての人が安全に安心

して生活し、社会参加できるよう、住宅、建築
物、公共交通機関、歩行空間など生活空間のバ
リアフリー化を推進し、自宅から交通機関、ま
ちなかまで連続したバリアフリー環境の整備を
推進する。
また、防災、防犯対策を推進する。

（２）施策の基本的方向
ａ．住宅、建築物のバリアフリー化の推進
障害者の特性やニーズに対応した適切な設

備・仕様を有する障害者向けの公共賃貸住宅の
供給を推進するとともに、バリアフリー化され
た住宅ストックの形成を推進する。
また、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用

できる特定建築物の建築の促進に関する法律」
に基づく多数の者が利用する一定の建築物につ
いてのバリアフリー対応の義務付け、設計者等
向けのガイドラインの作成・周知などにより、
障害者等すべての人が円滑に利用できる建築物
のバリアフリー化を推進する。さらに、窓口業
務を行う官庁施設等について、障害者等すべて
の人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を
推進する。

ｂ．公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー
化等の推進
「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利
用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び
旅客施設や車両等のバリアフリー化に関するガ
イドライン等により、鉄軌道駅、バスターミナ
ル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナル
並びに鉄軌道車両、バス車両、旅客船及び航空
機のバリアフリー化を推進する。また、道路に
ついては、道路の移動円滑化に関するガイドラ
イン等を整備し、幅の広い歩道の整備や歩行者
等を優先するエリアの形成、歩行者のための
ITS（高度道路交通システム）の研究開発等を
通じて誰もが安全で安心なバリアフリーな歩行
空間ネットワークの形成を図る。
特に、旅客施設を中心とした一定の地区にお
いては、旅客施設、道路等のバリアフリー化を
重点的・一体的に推進する。
また、単独では公共交通機関を利用できない
ような障害者等の輸送といった、公共交通機関
による輸送サービスが十分に提供されないおそ
れのある分野での移動の確保については、利用
者のニーズや地域の実情等を踏まえ、STS（ス
ペシャル・トランスポート・サービス）の活用
を含め適切な対応を図る。
さらに、障害者等すべての人が公共交通機関
を円滑に利用できるよう、バリアフリー情報の
統一的な提供や障害特性に配慮した情報提供を
推進するとともに、交通バリアフリー教室等の
普及・啓発活動の展開により、国民の理解の浸
透を図る。
また、障害者等すべての人が快適に利用で
き、親しめる環境を整備するため、公園、水辺
空間等におけるバリアフリー化を推進する。

ｃ．安全な交通の確保
「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利
用した移動の円滑化の促進に関する法律」に基
づき、音響信号機等のバリアフリー対応型信号
機等の整備を推進する。
また、交通事故が多発している住居地区や商
業地区を中心に、信号機や道路標識等の整備を
重点的に推進することにより、生活道路におけ
る通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路にお
ける交通の流れの円滑化等を図り、自動車事故
の防止と障害者の安全かつ円滑な通行を確保す
る。
さらに、自動車と歩行者の通行を時間的に分
離する歩車分離式信号の運用、携帯端末を活用
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した安全な通行に必要な情報の提供、歩行者青
時間の延長を行う PICS（歩行者等支援システ
ム）の整備を推進するとともに、障害特性に配
慮した見やすく分かりやすい標識・標示の整備
を図る。

ｄ．防災、防犯対策の推進
ア 災害対策
自力避難の困難な障害者等の災害弱者に関連

した施設が立地する土砂災害危険箇所等におい
て、治山、砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩
壊対策事業を強力に推進する。

イ 住宅等の防災対策
行政機関と福祉関係者等の防火対策推進協力

者とが連携し、障害者等の所在の積極的な把握
や訪問診断等役割に応じた防火対策を推進す
る。
消防用設備等の技術基準等の改正など障害者

等が利用する防火対象物における消防用設備等
の技術基準の在り方について検討を行う。
自力避難の困難な障害者等が居住する住宅及

び避難所となる公的施設や利用施設等における
障害者の特性に配慮した防災設備の整備・充実
を図るとともに、自主防災組織等による協力体
制の確立、地域における住民、消防署等による
防災ネットワークの確立など地域における災害
対策を推進する。
また、地域防災計画において、自力避難の困

難な障害者等に対する防災知識の普及や災害時
の適切な情報提供・避難誘導等の支援について
位置付けるとともに、障害者関係団体の参加に
よる防災訓練の実施を推進する。
緊急通報システム、ファクス、Eメール等に

よる消防、警察への緊急通信体制の一層の充実
を図るとともに、聴覚障害者など音声による意
志疎通が困難な者へのEメール等による緊急
連絡等のためのシステム検討や関係する民間活
動への支援など、障害者に対する災害時・緊急
時の情報伝達に配慮した施策を推進する。

ウ 防犯対策
緊急通報、ファクス、Eメール等による警察

への緊急通信体制の一層の充実を図る。
また、手話のできる警察官の交番等への配置

等の施策を引き続き推進する。
地域における住民と警察署による防犯・防災

ネットワークの確立に努め、障害者に対する防
犯知識の普及及び事故時における障害者への援

助に関する知識の普及に努める。
障害者の生活施設や障害者が居住する住宅等
における犯罪や事故の発生を警戒・防止するた
めの民間の防犯システムの普及を図る。

４．教育・育成
（１）基本方針
障害のある子ども一人一人のニーズに応じて
きめ細かな支援を行うために乳幼児期から学校
卒業後まで一貫して計画的に教育や療育を行う
とともに、学習障害、注意欠陥／多動性障害、
自閉症などについて教育的支援を行うなど教
育・療育に特別のニーズのある子どもについて
適切に対応する。

（２）施策の基本的方向
ａ．一貫した相談支援体制の整備
障害のある子どもの発達段階に応じて、関係
機関が適切な役割分担の下に、一人一人のニー
ズに対応して適切な支援を行う計画（個別の支
援計画）を策定して効果的な支援を行う。
乳幼児期における家庭の役割の重要性を踏ま
えた早期対応、学校卒業後の自立や社会参加に
向けた適切な支援の必要性にかんがみ、これま
で進められてきた教育・療育施策を活用しつ
つ、障害のある子どもやそれを支える保護者に
対する乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効
果的な相談支援体制の構築を図る。さらに、思
春期の児童生徒についても、必要な支援を行
う。
また、精神疾患について、関係機関が連携し
て早期発見のための相談支援体制を確立すると
ともに、学校等における正しい知識の普及を図
る。

ｂ．専門機関の機能の充実と多様化
近年の障害の重度・重複化や多様化の状況を
踏まえ、教育・療育機関の機能の充実を図り、
地域や障害のある子どもの多様なニーズにこた
える地域の教育・療育のセンターとしての役割
を担うための体制整備を図る。
盲・聾・養護学校については、その在籍する
児童生徒等への教育や指導に加えて、地域の保
護者等への相談支援や小・中学校等における障
害のある児童生徒等への計画的な教育的支援等
を行う地域の障害のある子どもの教育のセン
ター的な役割も果たす学校へ転換を図る。
療育機関については、施設の入所者だけでは
なく地域で生活する障害のある子どもに関して
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も有用で専門的な技術を有しており、これらの
機関を活用してショートステイ、ホームヘルプ
サービス等のサービスの充実を図る。

ｃ．指導力の向上と研究の推進
学校外の専門家等の人材の活用、組織として

一体的な取組を可能とする支援体制の構築、関
係機関との有機的な連携協力体制の構築等によ
り、一人一人の教員及び療育にかかわる専門職
員の教育・療育、相談等に対する専門性や指導
力の向上を図る。
児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化等

を踏まえ、そのニーズに応じた教育の効果的な
実施を確保するため、現在盲・聾・養護学校の
学校ごとに特定されている特殊教育に係る免許
制度の改善を図る。
独立行政法人国立特殊教育総合研究所、大学

等において、先導的な指導方法の開発や体制等
に関する研究を一層推進するとともに、その成
果等を教育現場等に円滑に普及するための情報
提供を推進する。

ｄ．社会的及び職業的自立の促進
障害のある子どもの社会的・職業的自立を促

進するため、教育、福祉、医療、労働等の幅広
い観点から適切な支援を行う個別の支援計画の
策定など障害のある子ども一人一人のニーズに
応じた支援体制を構築する。
また、後期中等教育及び高等教育への就学を

支援するため、各学校や地域における支援の一
層の充実を図るとともに、在宅で生活する重症
心身障害児（者）に対し、適切な医学的リハビ
リテーションや療育を提供し、日常生活動作等
にかかわる療育を行うほか、保護者等の家庭に
おける療育技術の習得を図るための支援を行
う。
地域における学校卒業後の学習機会の充実の

ため、教育・療育機関は、関係機関と連携して
生涯学習を支援する機関としての役割を果た
す。

ｅ．施設のバリアフリー化の促進
教育・療育施設において、障害の有無にかか

わらず様々な人々が、適切なサービスを受けら
れ、また、利用する公共的な施設であるという
観点から、施設のバリアフリー化を推進する。
障害のある児童生徒の学習や生活のための適

切な環境を整える観点から、施設に加えて情報
機器等学習を支援する機器・設備等の整備を推

進する。

５．雇用・就業
（１）基本方針
雇用・就業は、障害者の自立・社会参加のた
めの重要な柱であり、障害者が能力を最大限発
揮し、働くことによって社会に貢献できるよ
う、その特性を踏まえた条件の整備を図る。

（２）施策の基本的方向
ａ．障害者の雇用の場の拡大
ア 障害者雇用率制度を柱とした施策の推進
障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進策の
根幹となる柱であり、障害者に自立や社会参加
の機会を提供する強力な後ろ盾となる制度であ
る。今後とも当該制度を中心として、障害者雇
用の一層の促進を図る。
個別の企業に対する日常的な指導の充実や、
実雇用率の低い企業に対する雇入れ計画の作成
命令等の指導の厳格化を図る一方、障害者雇用
のための企業の取組を後押しするため、各種助
成金についても、より効果的な活用が図られる
方向で改善を図る。
精神障害者については、今後障害者雇用率制
度の対象とするための検討を進めることとし、
そのために、関係者の理解を図りつつ、精神障
害者の把握・確認方法の確立、企業における精
神障害者雇用の実態把握など障害者雇用率制度
を適用するために必要な検討、準備を着実に進
める。また、採用後に発病した精神障害者につ
いては、円滑な職場復帰や雇用の安定のための
施策の充実を図る。
除外率制度については、平成１６（２００４）年度

より段階的に縮小を進め、一定の準備期間を置
いて廃止を目指す。
国及び地方公共団体の除外職員制度について
も、企業との均衡を考慮して同様の方向で進め
る。
企業に対する啓発活動の充実を図るととも
に、雇用管理のノウハウの情報提供に努める。
経営者団体においても、障害者雇用について
の相談に応じるなど、障害者の雇用管理のノウ
ハウの提供が行われることが望まれる。
障害者の教員免許取得状況等を踏まえつつ、
教育委員会における実雇用率上昇のための取組
について検討する。また、国、地方公共団体に
おいて障害者雇用の取組を行いやすくするた
め、より広い職域での雇用が可能となるよう、
関係する行政機関等で合算して実雇用率を算定
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する方式の活用を進める。

イ 障害者の能力・特性に応じた職域の拡大
重度障害者多数雇用事業所や特例子会社にお

ける障害者雇用の取組を支援するとともに、そ
の蓄積されたノウハウをいかし、障害者の能
力・特性に応じた更なる職域の拡大に努める。
また、障害者がその能力にふさわしい処遇を受
け、労働条件面を含む職業生活の質の向上を図
ることができるよう、諸条件の整備に努める。
重度障害者多数雇用事業所については、今後

とも障害者雇用の先駆的な取組を促すべく助成
金制度による支援を行う。
特例子会社制度を積極的に活用し、グループ

内企業に共通する業務の集中処理等による障害
者雇用の拡大を図るとともに、グループ企業全
体の雇用を促進する。

ウ 障害者の働きやすい多様な雇用・就業形態
の促進

短時間雇用、在宅就業等の普及は障害者がそ
の能力や特性に応じて働くための機会の増大に
つながるものであり、必要な支援、環境づくり
に取り組む。
直ちにフルタイムで働くことが困難な障害者

等を念頭に、短時間雇用のための支援策の充実
を図る。
通勤の困難な重度障害者等を念頭に、在宅就

業における IT活用を推進する。

エ ITを活用した雇用の促進
障害者の職域の拡大、雇用・就業形態の多様

化、職業能力の開発などの面で ITを最大限活
用する。
就業を可能にする機器やソフトの開発及び普

及を行い、就業機会の拡大を図るとともに、障
害の部位・特性等に配慮しつつ、IT技術を活
用し、障害者がこれらの支援機器等の操作に習
熟するための効果的な職業訓練を推進する。
在宅就業を行う障害者の仕事の受発注や技能

の向上に係る援助を行う支援機関の育成、支援
等の充実を図る。

オ 障害者の雇用・就業を行う事業の活性化
障害者雇用等の社会的意義を踏まえ、国の行

う契約の原則である競争性、経済性、公平性等
の確保に留意しつつ、官公需における障害者多
数雇用事業所等及び障害者雇用率達成状況への
配慮の方法について検討する。

カ 障害者の創業・起業等の支援
自ら創業・起業を行うような挑戦意欲のある
障害者を支援するため、その実状や実態に係る
調査を実施するなど具体的ニーズの把握に努め
るとともに、その結果を踏まえ、障害者の創
業・起業に必要な資金調達の円滑化に資する施
策など必要な方策を検討する。
また、障害者によるNPO等の非営利団体の
設立、創業・起業等の活動に対する支援策等を
検討する。

ｂ．総合的な支援施策の推進
ア 保健福祉、教育との連携を重視した職業リ
ハビリテーションの推進
障害者の雇用促進を効果的に行うため、障害
者の職業生活全般にわたり福祉、教育等の関係
機関が連携を図りながら施策を推進する。
障害者総合職業センター、広域障害者職業セ
ンター及び地域障害者職業センターが連携し、
その特色をいかしつつ、中途障害者も含めた職
業リハビリテーションを推進するとともに、医
療、福祉、教育等との連携の強化を図る。特に
地域障害者職業センターにおいては、社会福祉
法人や保健福祉行政機関等と連携して職場適応
援助者事業や職業準備訓練等の効果的な実施を
図る。
また、障害者職業総合センターにおいて、障
害の特性に応じた職業リハビリテーション技法
等の研究開発を推進する。
障害者の就業面と生活面での支援を一体的に
行うため、障害者就業・生活支援センターを通
じた支援の促進を図る。

イ 雇用への移行を進める支援策の充実
トライアル雇用（一定期間の試行的雇用）の
活用、授産施設等における支援、盲・聾・養護
学校の在学中から卒業後までを通じた支援等に
より、雇用への移行の促進を図る。
トライアル雇用を更に拡充、実施するととも
に、あわせて、短期間の職場適応訓練等を活用
しながら、事業主に障害者雇用への理解を深
め、常用雇用への移行を進める。
授産施設及び小規模作業所がその本来の機能
を十分に果たし、企業等における雇用に一層効
果的につなげていくことができるよう、障害者
就業・生活支援センターや職場適応援助者事業
を活用するほか、適切な方法で施設外授産を行
う。
盲・聾・養護学校卒業生の企業への雇用を進
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めるため、労働機関、福祉機関等との十分な連
携の下、生徒一人一人の将来の就業に向けた個
別の支援計画を策定、活用するなど在学中から
卒業後を通じた適切な支援を行う。
また、障害者が、就業を行う上で必要な各種

の資格の取得において不利にならないよう、高
等教育機関等の試験等で必要な配慮を進める。

ウ 障害者の職業能力開発の充実
多様な職業能力開発資源を活用し、新たに就

業を希望する障害者及び在職障害者並びに離職
を余儀なくされた障害者の早期再就職を図るた
めの職業訓練を推進する。また、障害者の職業
能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国
民の理解を高めるための啓発に努める。
障害者の職業能力開発については、一般の公

共職業能力開発施設における障害者の受入れを
一層促進するとともに、施設のバリアフリー化
を推進するなど障害者の受入体制の整備を図
る。
これらの施設で受入れが困難な重度障害者等

については、障害者職業能力開発校において、
障害の特性や程度に応じた訓練科目を設定し職
業訓練を推進する。その際、障害の重度化・重
複化、障害者の高齢化など訓練ニーズの多様化
に留意するとともに、サービス経済化や情報化
の進展、また、除外率制度の縮小に伴う雇用
ニーズの動向を踏まえるものとする。
また、ITに係る教育訓練ソフトをインター

ネットを通じて配信し在宅でも随時能力開発が
できるようにするための遠隔訓練システムを開
発し、公共職業能力開発施設等への通所に制約
がある障害者への活用を図る。
技術革新に伴う職務内容の多様化等に対応

し、職業能力の向上を図るため在職障害者向け
訓練を実施するほか、事業所においても在職障
害者に対する効果的な職業能力開発が行われる
よう、関係機関との密接な連携の下に、事業主
や障害者に対し相談、援助等の支援を行う。
障害者が高度なレベルの職業能力を身につ

け、その能力にふさわしい処遇を受けることが
重要であることから、可能な限り多くの訓練機
会を得られるよう、民間の教育訓練機関等多様
な職業能力開発資源を活用した委託訓練を幅広
く実施する。
また、民間外部講師についても一層積極的に

活用し、多様化する訓練ニーズに対応していく
ものとする。

エ 雇用の場における障害者の人権の擁護
企業等において雇用差別など障害を理由とし
た人権の侵害を受けることがないよう、適切な
措置を講ずる。

６．保健・医療
（１）基本方針
障害者に対して、適切な保健サービス、医
療、医学的リハビリテーション等を充実すると
ともに、障害の原因となる疾病等の予防・治療
が可能なものについては、これらに対する保
健・医療サービスの適切な提供を図る。

（２）施策の基本的方向
ａ．障害の原因となる疾病等の予防・治療
障害の原因となる疾病等の適切な予防及び早
期発見・治療の推進を図り、出生から高齢期に
至る健康保持・増進等のため、健康診査等の各
種施策を推進する。
ア 障害の原因となる疾病等の予防・早期発見
妊産婦の健康教育、健康指導及び健康診査、
周産期医療等の充実、新生児や乳幼児に対する
健康診査等の適切な実施について、「健やか親
子２１」等に基づき推進を図る。
脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の予防等
について、「２１世紀における国民の健康づくり
運動（健康日本２１）」等に基づき推進を図る。
学校、職域及び地域における健康診査等の適
切な実施、疾患等に関する相談、カウンセリン
グ等の提供機会の充実を図る。

イ 障害の原因となる疾病等の治療
周産期集中治療管理室や新生児集中治療管理
室を含む周産期・小児医療施設の施設及び設備
の整備を図る。
障害の原因となる疾患、特に精神疾患、難治
性疾患等について適切な治療を行うため、専門
医療機関、身近な地域における医療機関及び在
宅における医療の提供、適切な入院医療の確
保、保健所、精神保健福祉センター、児童相談
所、市町村等による相談指導、訪問指導等の保
健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連
携を促進する。
障害の原因となる外傷等に対する適切な治療
を行うため、救急医療、急性期医療等の提供体
制の充実及び関係機関の連携を促進する。
精神疾患や難治性疾患患者に対する治療及び
保健サービスについて、福祉サービスとの連携
を踏まえたサービスの提供体制について検討
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し、その充実を図る。

ウ 正しい知識の普及等
障害の原因となる精神疾患、難治性疾患等の

疾病、外傷等について、その予防や治療につい
て、国民、保健・医療従事者等に対する正しい
知識の普及を図るとともに、これらの疾病等に
対する不当な偏見・差別や過剰な不安の除去を
図る。

ｂ．障害に対する適切な保健・医療サービスの充実
障害の早期発見及び障害に対する適切な医

療、医学的リハビリテーションの提供により、
障害の軽減並びに重度化・重複化、二次障害及
び合併症の防止を図るとともに、障害者に対す
る適切な保健サービスを提供する。
特に、小児に対しては、障害に対応した発達

を支援する。

ア 障害の早期発見
「健やか親子２１」等の推進等により、妊産婦、
新生児及び乳幼児の健康診査、学校における健
康診断等の検診の適切な実施及びこれらの機会
の活用を図り、障害の早期発見を徹底する。

イ 障害に対する医療、医学的リハビリテー
ション

治療やリハビリテーションにより軽減が期待
される障害については、適切な医療、医学的リ
ハビリテーションの提供並びにサービス提供拠
点の整備及び確保を図る。
障害の早期発見と早期療育は、その後の障害

の軽減や発達に及ぼす影響が大きいことから、
療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職
と療育の場の確保を図るとともに、障害に対応
した発達を支援する。
人工透析を要する慢性腎不全、精神疾患、難

治性疾患など障害に対する継続的な医療が必要
な障害者に対しては、身近な医療機関等におけ
る医療の提供、医学的相談体制の整備等、治療
のために適切な保健・医療サービス提供の充実
を図る。
骨、関節等の機能や感覚器機能の障害及び高

次脳機能障害など医学的リハビリテーションに
よる機能の維持、回復が期待されるものについ
て、適切な評価、病院から地域等への一貫した
医学的リハビリテーションの確保を図る。
障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感

染症等の予防と、これらを合併した際の障害及

び合併症に対して適切な医療の確保を図る。

ウ 障害者に対する適切な保健サービス
障害を有する者の健康の保持・増進、精神疾
患及び難治性疾患に対する保健サービスについ
て、福祉サービスとの連携を踏まえたサービス
の提供体制について検討し、その充実を図る。
保健所等において、障害児の発達について相
談・指導を行う。

エ 保健・医療サービス等に関する適切な情報提供
保健・医療サービス等の提供機関による自主
的な情報公開と、第三者評価を推進するととも
に、医療サービスの提供機関、その内容や評
価、各種行政サービス等に関する情報を集約
し、障害者等が入手しやすい情報提供体制の充
実を図る。

ｃ．精神保健・医療施策の推進
一般国民の心の健康づくり対策とともに、精
神障害者に対する保健・医療施策を一層推進す
る。

ア 心の健康づくり
学校、職域及び地域における心の健康に関す
る相談、カウンセリング等の提供機会の充実を
図る。
うつ対策を中心とした自殺予防対策を講じ
る。また、職場における心の健康づくり体制を
整備する。
睡眠障害を有する者のうち、特に治療を要す
る者に対する適切な相談体制を確保する。ま
た、児童思春期における心の問題及び心的外傷
体験を受けた者の心のケアに係る専門家の確保
並びに地域における相談体制の充実を図る。

イ 精神疾患の早期発見・治療
精神疾患の早期発見方法の確立及び発見機会
の確保・充実を図る。
専門診療科以外の診療科、保健所、健診の実
施機関等と専門診療科との連携を促進するとと
もに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救
急システムを確立するなど地域における適切な
精神医療提供体制の確立を推進する。
精神医療における人権の確保を図るため、都
道府県及び指定都市に対し、精神医療審査会の
機能の充実・適正化を促す。
精神疾患について、患者の病態に応じた適切
な医療の提供を確保し、患者・家族による医療
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機関の選択に資するよう、精神病床の機能分
化、精神医療に関する情報提供、EBM（根拠
に基づく医療）及び安全対策の推進を図る。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った

者に対する適切な医療の確保を推進する。

ｄ．研究開発の推進
最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配

慮しつつ、障害の原因となる疾病等の病因・病
態の解明、予防、治療、再生医療等に関する研
究開発を推進する。
障害の予防、治療、障害者のQOL（生活の

質）の向上等を推進するためには、基礎となる
技術等の開発が重要であり、最新の知見や技術
を活用した研究開発を推進する。
障害の原因となる先天性又は後天性の疾患の

発症の病因・病態の解明並びにその予防、診断
及び治療のための研究について推進を図る。特
に、近年、急速に研究の進展が期待されるゲノ
ムやプロテオーム技術、画像技術等の先端技術
と疫学研究等を総合的に活用して学際的研究開
発を推進する。
難治性疾患に関し、病因・病態の解明、画期

的な治療法の開発及び生活の質の改善につなが
る研究開発を推進する。
障害のある身体機能、感覚器機能、臓器機能

等の改善、再生、補完を行うことによって、障
害の軽減を図ることが期待できることから、低
侵襲手術やコンピューター技術等を活用した外
科的治療、筋骨格系の維持や疾病治療等のため
の再生医療、身体機能や内臓機能の代替・補完
等の支援機器に関する研究開発等を推進する。
脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、

感覚認知機能障害等に関し、新たな診断法の開
発、医学的リハビリテーションの効率化及び訓
練プログラムの改善を進める。
「キレる子」、「社会的ひきこもり」など心の

健康に関連する問題の予防と対応のため、脳及
び精神機能の発達と行動形成過程の解明、教育
等の対応手法等に関する研究開発を推進する。

ｅ．専門職種の養成・確保
理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢

装具士、言語聴覚士、精神保健福祉士及び司法
精神医療、児童精神医療等に係る医師、看護師
等の養成と適切な配置を図る。
地域の保健・医療・福祉事業従事者の連携を

図り、障害の原因となる疾病等の予防から福祉
施策まで適切に提供できる体制を整備するため

の基礎となる専門職員の資質の向上を図る。
医師等の臨床研修及び生涯教育の充実等を図
る。

７．情報・コミュニケーション
（１）基本方針
IT（情報通信技術）の活用により障害者の個々
の能力を引き出し、自立・社会参加を支援すると
ともに、障害によりデジタル・ディバイドが生じ
ないようにするための施策を積極的に推進するほ
か、障害特性に対応した情報提供の充実を図る。

（２）施策の基本的方向
ａ．情報バリアフリー化の推進
障害者のリテラシー（情報活用能力）の向上
のため、研修・講習会の開催、障害者の ITの
利用を支援する支援技術者の養成・育成を推進
するための施策を促進するとともに、障害者の
IT利用を総合的に支援する拠点の整備を推進
する。
障害者が容易に情報を発信し、情報にアクセ
スできるよう、使いやすい情報通信機器、シス
テム等の開発・普及等を促進するとともに、
ISO/IEC ガイド７１（高齢者・障害者のニーズ
への配慮ガイドライン）に基づき、障害者に
とって使いやすいように配慮した情報通信機器
設計の指針等を JIS（日本工業規格）化する。
各省庁、地方公共団体は公共調達において、
障害者に配慮した情報通信機器、システムの調
達に努力する。
行政情報について、ホームページ等のバリア
フリー化を推進する。

ｂ．社会参加を支援する情報通信システムの開
発・普及
選挙における障害者の投票を容易にする手段
として、電子投票の導入を推進する。
障害者の ITの利用を促進するため、情報通
信機器の取得を支援する施策を推進する。
SOHO（在宅や小規模な事務所での勤務）、
テレワーク（情報通信を利用した在宅勤務等）
など ITの活用による障害者の就業のための取
組を推進する。

ｃ．情報提供の充実
聴覚障害者情報提供施設について、全都道府
県での整備を促進する。
放送事業者の協力も得て、字幕番組、解説番
組、手話番組など障害者に配慮した情報提供の
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一層の拡充のための施策を推進する。
点字図書、字幕付きビデオなど視聴覚障害者

への情報提供サービスの充実を図るとともに、
公共サービスにおいては、点字、録音物等によ
る広報の促進を図る。また、字幕付きビデオ作
成に係る著作権の運用改善を図る。

ｄ．コミュニケーション支援体制の充実
コミュニケーション支援を必要とする視聴覚

障害者に対する手話通訳者、要約筆記者及び盲
ろう通訳者の養成研修を推進するとともに、こ
れらの派遣体制の充実強化を推進する。
各種サービス窓口における手話のできる職員

の育成、配置を働きかけるとともに、国民の手
話に対する理解と協力を促進する。

８．国際協力
（１）基本方針
「アジア太平洋障害者の十年」が２００３（平成１５）
年から更に１０年間延長されたこと等も踏まえ、障
害者団体間の交流、政府や民間団体による各種協
力の実施等によるアジア太平洋地域への協力関係
の強化に努める。

（２）施策の基本的方向
ａ．国際協力等の推進
ネットワークづくりや推進体制の整備によ

り、リハビリテーション等の技術交流、情報の
交換、技術指導者の養成等の国際協力を一層推
進する。特に、アジア太平洋地域における国際
協力に積極的に取り組む。
また、国際協力に当たっては、相手国の実態

やニーズを十分把握するとともに、援助を受け
る国の文化を尊重し、その国のニーズに応じ柔
軟に対応する。

ｂ．障害者問題に関する国際的な取組への参加
国連や各種の国際的な非政府機関における障

害者問題についての条約や行動計画、ガイドラ
インの作成等の取組等に積極的に参加する。

ｃ．情報の提供・収集
我が国の国内施策を諸外国へ紹介するととも

に、各国の施策の現状に関する情報の収集、提
供等に努める。

ｄ．障害者等の国際交流の支援
障害者問題に関する国際的な取組等に貢献す

る観点から、障害者団体等による国際交流を支

援する。

Ⅳ 推進体制等

１．重点施策実施計画
重点的に取り組むべき課題について、基本計画
に基づく諸施策の着実な推進を図るため、具体的
な目標及びその達成期間を定めた重点施策実施計
画を策定し実施する。重点施策実施計画を策定し
たときは、速やかに公表し、広く関係者に周知を
図るとともに、その進ちょく状況を継続的に調査
して公表する。

２．連携・協力の確保
効果的かつ総合的な施策の推進を図るため、障
害者施策推進本部を中心として、内閣総理大臣の
リーダーシップの下に関係行政機関の間の施策連
携を強化する。
また、地域における総合的、計画的な施策の推
進を図るため、都道府県との連携も図りつつ、複
数市町村による広域の対応も含め市町村計画の策
定を支援する。
全国的に均衡あるサービス水準の実現を図るた
め、地方公共団体との連携を図るとともに、地域
福祉推進の観点から、障害者関係団体、NPO等
民間団体、事業者団体、地方公共団体との連携・
協力を推進する。

３．計画の評価・管理
障害者関係団体との意見交換やニーズ調査の実
施等を通じて施策・事業の有効性についての検証
を行い、効果的かつ適切な施策・事業を実施す
る。
また、障害者施策推進本部において基本計画の
推進状況を継続的に点検するとともに、障害者の
ニーズや社会経済状況の変化等を踏まえて、必要
に応じ計画を見直す。

４．必要な法制的整備
障害者関係の各種法令の見直し等による将来的
に必要な法制的整備について検討する。

５．調査研究、情報提供
ニーズ調査、国内外の障害者施策の先進事例の
収集・提供など調査研究、情報提供の充実を図
る。
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用語（注）

１．ノーマライゼーション
障害者を特別視するのではなく、一般社会の中

で普通の生活が送れるような条件を整えるべきで
あり、共に生きる社会こそノーマルな社会である
との考え方。

２．リハビリテーション
障害者の身体的、精神的、社会的な自立能力向

上を目指す総合的なプログラムであるとともに、
それにとどまらず障害者のライフステージのすべ
ての段階において全人間的復権に寄与し、障害者
の自立と参加を目指すとの考え方。

３．バリアフリー
障害のある人が社会生活をしていく上で障壁

（バリア）となるものを除去するという意味で、
もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的
障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者
の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心
理的なすべての障壁の除去という意味でも用いら
れる。

４．ユニバーサルデザイン
バリアフリーは、障害によりもたらされるバリ

ア（障壁）に対処するとの考え方であるのに対し、
ユニバーサルデザインはあらかじめ、障害の有
無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々
が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインす
る考え方。
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33
障害者施策において、政府は、平成１４年に、１５

年度から２４年度までの１０年間を計画期間とする
「障害者基本計画」（以下「基本計画」という。）
を策定し、併せて、基本計画に基づく諸施策の着
実な推進を図るため、前期５年間に係る現行「重
点施策実施５か年計画」を策定した。
基本計画においては、我が国が目指すべき社会

を障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人
格と個性を尊重し支え合う共生社会とすることを
掲げ、そのための課題、分野別施策の基本的方向
等を規定したところである。
以来、我が国の障害者施策は、基本計画及び現

行「重点施策実施５か年計画」に基づき、共生社
会の実現に向けて着実に推進され、各分野で法制
度の改正等が行われてきたところである。

〈法制度の改正等〉
平成１６年
・障害を理由とする差別の禁止等を内容とする
障害者基本法の改正

・発達障害者に対する生活全般にわたる支援の
促進等を図るための発達障害者支援法の制定

平成１７年
・精神障害者に対する雇用対策の強化等を行う
ための障害者の雇用の促進等に関する法律の
改正

・障害者が地域で安心して暮らすことができる
よう、障害福祉サービスを質・量共に充実す
ること等を目的とした障害者自立支援法の制
定

平成１８年
・複数の障害に対応した教育を行うことのでき
る特別支援学校の制度化等を行うための学校
教育法等の改正

・教育の機会均等に係る規定に障害者の教育に
係る支援を盛り込んだ教育基本法の改正

・公共交通機関、道路、建築物等の一体的・総
合的なバリアフリー化の促進等を内容とする
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律の制定

〈国連の動向等〉
平成１８年
・国連総会における、障害者の権利及び尊厳を
保護し、及び促進するための包括的かつ総合
的な国際条約である障害者権利条約の採択

平成１９年
・国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）
における「びわこミレニアムフレームワーク」
に係る後期５年間の行動指針としての「びわ
こプラスファイブ」の採択
・障害者権利条約の署名

共生社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰
もが相互に人格と個性を尊重し支え合う社会であ
るとともに、障害者が社会の対等な構成員として
人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会
のあらゆる活動に参加、参画し、その一員として
責任を分担する社会である。

本計画においては、現行「重点施策実施５か年
計画」期間において行われた法制度の改正の施行
状況等を踏まえ、自立と共生の理念の下に、共生
社会の実現に真に寄与するようにするため、以下
に重点を置き、施策展開を図ることとするもので
ある。

☆地域での自立生活を基本に、身体障害、知的
障害、精神障害、発達障害等の障害の特性に
応じ、障害者のライフサイクルの全段階を通
じた切れ目のない総合的な利用者本位の支援
を行うこと。
☆障害者の地域における自立や社会参加に係る
障壁を除くため、誰もが快適で利用しやすい
ユニバーサルデザインに配慮した生活環境の
整備等を推進するとともに、IT（情報通信
技術）の活用等により障害者への情報提供の
充実等を図ること。
☆障害者自立支援法の抜本的な見直しの検討を
進め、その結果を踏まえ必要に応じ本計画の
見直しを行うこと。
☆障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進す
るための包括的かつ総合的な国際条約である
障害者権利条約の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。

本計画においては、これらを基とし、基本計画
の後期５年間における諸施策の着実な推進を図る
ため、平成２０年度からの５年間に重点的に取り組
むべき課題について、１２０の施策項目並びに５７の
数値目標及びその達成期間等を定めるものであ
る。

重重重重重重重重重重重重重重点点点点点点点点点点点点点点施施施施施施施施施施施施施施策策策策策策策策策策策策策策実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施５５５５５５５５５５５５５５かかかかかかかかかかかかかか年年年年年年年年年年年年年年計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画
～障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに
支え合い共に生きる社会へのさらなる取組～

平 成１９年１２月２５日
障害者施策推進本部決定
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Ⅰ 重点的に実施する施策及びその達成目標

１ 啓発・広報

○基本方針
障害者が地域において自立して生活し、障

害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人
格と個性を尊重し支え合う共生社会の理念の
普及を図るとともに、障害及び障害者に関す
る国民理解を促進し、併せて、障害者への配
慮等について国民の協力を得るため、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。

①啓発・広報活動の推進
○共生社会の理念の普及等
障害者週間の行事の実施等を通じて、共生社

会の理念の普及を図る。
特に、将来を担う若者に対する啓発・広報を

一層推進する。
また、障害のある人が障害のない人と同じよ

うに生活するために必要な配慮・工夫について
国民の理解と協力を得るため、啓発・広報を推
進する。

（数値目標・達成期間）
○共生社会の周知度
・世代全体

４０．２％〔１９年〕→ ５０％〔２４年〕
○共生社会の周知度
・若者（２０代）

２６．７％〔１９年〕→ ５０％〔２４年〕
※直近の実績の数値を矢印の左側に記載している。
以下同じ。

○精神障害、知的障害、発達障害等に係る一層
の理解促進
国民の障害及び障害者に対する理解を引き続

き促進する。とりわけ、国民の理解が遅れてい
るとされる精神障害、知的障害、発達障害等に
ついては、その障害の特性や必要な配慮等に関
し、国民の理解と協力が得られるよう一層の啓
発・広報を推進する。
また、地域社会における障害者への理解を促

進するため、福祉施設、教育機関等と地域住民
等との日常的交流の一層の拡大を図る。

○障害者権利条約及び障害者関連法令の周知
我が国が署名し、今後締結を目指している
「障害者の権利に関する条約」への関心を高め
るため、同条約の国民への周知を図る。
また、国民の障害者に対する理解を促進し、
障害者の人権の確保等を図るため、同条約等に
係る関連法令を含む障害者関連法令の国民への
周知を図る。

○障害者の利活用への配慮等に係る啓発・広報
の充実
障害者が利活用する視覚障害者誘導用ブロッ
ク、補助犬、補装具等に対する理解を促進する
とともに、円滑な利活用に必要な配慮等につい
て周知を図る。
特に、障害者用駐車スペースにおける不適切
な利用を防止するなど、当該駐車スペースを必
要とする障害者等が円滑に利用できるようにす
るため、当該駐車スペース及びいわゆる国際シ
ンボルマークの趣旨の周知や、分かりやすい表
示の普及等を図る。
障害者団体等が作成する各種障害を対象とし
た啓発、周知等のためのマークについて、国民
への情報提供を行い、その周知を図る。

○多様な媒体を活用した啓発・広報の推進
インターネットの活用等、創意工夫のある広
報媒体・広報手段を活用した効率的・効果的な
啓発・広報を推進する。

○関係機関の連携・協力による啓発・広報の推進
企業及び民間団体との連携、マスメディアの
協力による啓発・広報を推進するとともに、人
権擁護、福祉、労働、教育等の各行政分野の連
携による幅広い啓発・広報を推進する。

○「心のバリアフリー」の推進
バリアフリー化の推進に関する取組を表彰
し、その取組を広く普及させること等により、
障害者が自立した日常生活及び社会生活を確保
することの重要性について国民の理解を深め、
誰もが障害者等に自然に手助けすることのでき
る「心のバリアフリー」を推進する。

②福祉教育等の推進
○相互理解の促進
障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児
童生徒との相互理解を深めるための活動を一層
促進する。
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○障害者を理解するための教育の推進
小・中学校等の特別活動等において、障害者

に対する理解と認識を深めるための指導を推進
する。

③公共サービス従事者等に対する障害者理解の促進
○行政機関、企業等の職員に対する障害者理解
の一層の促進
行政機関、企業等の職員に対し、障害者への

配慮マニュアルの活用、各種研修の実施等によ
り、障害の特性や必要な配慮等に関し周知を図
り、その一層の理解と協力を促進する。

④ボランティア活動の推進
○ボランティア活動及び企業等の社会貢献活動
の理解促進
児童生徒、地域住民等のボランティア活動へ

の理解を引き続き促進するとともに、企業やそ
の職員等の社会貢献活動の充実を図るため、取
組事例の紹介等により、その一層の理解と協力
を促進する。

２ 生活支援

○基本方針
利用者本位の考え方に立って、個人の多様

なニーズに対応する生活支援体制の整備や
サービス基盤の量的・質的な充実を計画的に
推進し、障害の有無にかかわらず安心して暮
らせる地域社会の実現に向けた体制を確立す
る。
また、ライフサイクルを通じて切れ目のな

い相談支援及び各種サービスの提供を図ると
ともに、成年後見制度の利用促進等による権
利擁護を図り、地域生活を支援するための技
術開発を促進する。

①利用者本位の生活支援体制の整備
○利用者の立場に立ったサービス体系の実現と
事業者の経営基盤の強化
障害者自立支援法の施行状況等を踏まえ、そ

の抜本的な見直しの検討を進めるとともに、利
用者負担の見直しと事業者の経営基盤の強化に
取り組む。

○地域自立支援協議会を中心とした相談支援体
制の充実
ア ライフサイクルを通じた障害福祉サービ
スの利用援助や当事者による相互支援（ピ

アカウンセリング）、権利擁護のために必
要な援助等を提供する体制の充実のため
に、地域自立支援協議会を中心とした障害
者の地域生活を支えるネットワークを構築
する。
イ 国立専門機関等において、地域で生活す
る障害者や支援者が、障害の特性に応じた
支援方法などについて、より高度な専門
的・技術的支援を受けることができる体制
を整備する。

（数値目標・達成期間）
○地域自立支援協議会の設置市町村数

７００市町村〔１９年〕→全市町村〔２４年〕

○乳幼児期における障害児への支援
乳幼児期における障害児への支援について、
障害児施設等による療育や家族への支援を行う
とともに、保育所や幼稚園等においても、他の
子どもとの生活を通して共に成長できるよう対
応することが子どもの発育にとって重要である
ので、障害児を受け入れている保育所や幼稚園
等に対し、専門性を持った障害児施設等から巡
回支援を実施するなど、環境を整備する。

○成年後見制度の利用促進等による権利擁護
パンフレットの作成・配布やホームページに
よる情報提供等により、引き続き、成年後見制
度の利用方法等の一層の周知を図るとともに、
成年後見制度等の利用を支援する。

○矯正施設に入所している障害者等の地域生活
支援の推進
厚生労働行政と法務行政が連携を図り、矯正
施設に入所している障害者等について、相談支
援事業を活用することなどにより、社会復帰に
向けた地域生活支援を推進する。

②地域移行の推進
○障害福祉計画に基づく障害福祉サービス等の
計画的な基盤整備
障害者自立支援法において、障害者が自立し
た日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う、施設入所者の地域生活への移行や一般就労
への移行等に関する数値目標を設定するととも
に、その達成に必要な障害福祉サービスや相談
支援サービス等が地域において計画的に提供さ
れるよう、都道府県及び市町村による、障害福
祉計画の作成が義務付けられたところであり、
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同計画の着実な推進を図る。

○精神障害者の退院促進と地域移行の推進
受入条件が整えば退院可能とされる精神障害

者の地域生活への移行を推進する。

（数値目標・達成期間）
○訪問系サービス（注１）の利用時間数
約３７６万時間〔１９年度〕→約５２２万時間〔２３年度〕

○日中活動系サービス（注２）のサービス提供量
約７１３万人日分〔１９年度〕→約８２５万人日分〔２３年度〕

○療養介護事業の利用者数
約０．４万人分〔１９年度〕→約１．０万人分〔２３年度〕

○児童デイサービス事業のサービス提供量
約２６万人日分〔１９年度〕→約３４万人日分〔２３年度〕

○短期入所事業のサービス提供量
約２４万人日分〔１９年度〕→約３５万人日分〔２３年度〕

○共同生活援助事業（グループホーム）、共
同生活介護事業（ケアホーム）の利用者数
約４．５万人〔１９年度〕→約８．０万人〔２３年度〕

○相談支援事業の利用者数
約３万人〔１９年度〕→約５万人〔２３年度〕

○福祉施設入所者数
１４．６万人〔１７年度〕→約１３．５万人〔２３年度〕
○退院可能精神障害者数
４．９万人〔１９年度〕のうち、約３．７万人の減
少〔２３年度〕
（注１）居宅介護事業、重度訪問介護事業、行動援
護事業、重度障害者等包括支援事業
（注２）生活介護事業、自立訓練（機能訓練）事業、
自立訓練（生活訓練）事業、就労移行支援事業、就
労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業及び
新体系サービスに移行していない身体障害者更生施
設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設（通
所・入所）、知的障害者更生施設、知的障害者授産
施設（通所・入所）、精神障害者授産施設（通所・
入所）、精神障害者生活訓練施設、小規模通所授産
施設（身体・知的・精神）、福祉工場（身体・知的・
精神）
※「訪問系サービスの利用時間数」から「相談支援
事業の利用者数」までは、各都道府県の障害福祉
計画における１９年度の平均的なサービス見込量
（１月当たり）の合計値である。また、「退院可
能精神障害者数」については、各都道府県の障害
福祉計画における数値を１９年度に集計したもので
ある。

○障害者に対する住宅セーフティネットの構築
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（住宅セーフティネット法）
の趣旨を踏まえ、公営住宅などの供給や優先入
居の措置等の促進を図る。また、あんしん賃貸
支援事業（民間賃貸住宅への円滑な入居の促進
を図るために情報提供等を実施する。）と、居
住サポート事業（賃貸契約による一般住宅（公
営住宅及び民間賃貸住宅）への入居を希望して
いるが、入居が困難な障害者等に対し、入居に
必要な調整や支援、家主への相談・助言を行
う。）の連携により、障害者の一般住宅への入
居を進める。

○障害児の居場所の確保
放課後や夏休み等の長期休暇の間の居場所を
確保するための施策を推進する。

○身体障害者補助犬法への理解の促進
身体障害者補助犬法の改正を踏まえ、都道府
県の補助犬に関する苦情相談窓口で対応がなさ
れるよう「相談対応マニュアル」を整備するな
ど、円滑な施行を図るとともに、引き続き、補
助犬への理解の促進及び受入れの円滑化のため
の広報・啓発を推進する。

○発達障害者施策の推進
発達障害者支援法を踏まえ、発達障害者の乳
幼児期から成人期までの一貫した支援を推進す
る観点から、保健・医療・福祉・就労・教育等
の制度横断的な関連施策の推進を図る。
ア 発達障害者には幅広い領域の支援が必要
となっていることを踏まえ、各自治体にお
いてネットワーク作りを効果的に促進する
ためのモデル事例集を平成２１年度までに策
定する。
イ 標準的な支援方法が確立されておらず、
幼児期から成人期まで一貫した支援が十分
ではないことを踏まえ、平成２１年度までに
地域において実施されている支援方法を把
握し、支援マニュアルを策定する。
ウ 発達障害児やその保護者に対応できる技
能を持つ専門家が少ないことを踏まえ、地
域で核となって支援を進める人材を育成す
るための研修を行う。

③スポーツ、文化芸術活動の振興
○スポーツ、文化芸術活動の振興
障害者の社会参加等を促進するため、障害の
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有無にかかわらず、誰もが参加するスポーツ、
文化芸術活動の振興を図るとともに、地域にお
けるスポーツ大会及び文化講座等や全国の障害
者が参加する「全国障害者スポーツ大会」及び
「全国障害者芸術・文化祭」を開催する。

④福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
○優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用
化開発に対する支援
ア 高齢者・障害者及び介護者の生活の質の
向上を目的として、生活支援分野、社会活
動支援分野を中心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
間企業に対し、独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）を
通じて研究開発費用の補助を行う。

イ 脳とコンピュータをつなぐブレイン・マ
シン・インターフェイス（BMI：Brain Ma-
chine Interface）技術の開発によって、失
われた身体機能の回復・補完を可能とする
高度な義手・義足等の開発等を戦略的に推
進する。

ウ 視覚障害者、聴覚障害者、認知障害者等
向けの情報支援機器、義肢装具、電動車い
す、福祉車両、介護者を支援するための生
活環境関連機器、ロボット等、先端技術を
活用した福祉用具等の利用支援の観点か
ら、利用者ニーズに関する調査研究、人材
育成を含めた支援技術の確立等を推進する
とともに、補装具費支給事業等を適切に実
施し、また、相談支援体制の確保を図る。
併せて、福祉用具等の安全評価を実施

し、利用者ニーズに合った福祉用具の開発
を推進するため、研究開発・評価の段階で
利用者の参加を促進する。

⑤専門職種の養成・確保
○福祉人材の養成確保
ア 「福祉人材確保指針」を踏まえ、介護
職員のキャリアアップの仕組みを構築する
など、福祉人材の養成・確保のための取組
を強化する。

イ サービス管理責任者の養成及び継続的な
研修システムを整備するとともに、リハビ
リテーション関係専門職員等の養成を推進
する。

３ 生活環境

○基本方針
誰もが、快適で生活しやすいユニバーサル
デザインに配慮した生活環境の整備を推進す
る。
このため、障害者等すべての人が安全に安
心して生活し、社会参加できるよう、住宅、
建築物、公共交通機関、歩行空間など生活空
間のバリアフリー化を推進し、自宅から交通
機関、まちなかまで連続したバリアフリー環
境の整備を推進する。
また、防災、防犯対策を推進する。

①住宅、建築物のバリアフリー化の推進
○公共賃貸住宅のバリアフリー化の推進
新設されるすべての公共賃貸住宅について、
バリアフリー化を実施する。

○障害者等の利用に配慮した住宅ストックの形
成の推進
ア 手すりの設置、広い廊下幅の確保、段差
の解消等がなされた住宅ストックの形成を
推進する。

（数値目標・達成期間）
○高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅の
バリアフリー化率
・一定のバリアフリー化（注１）

２９％〔１５年度〕→７５％〔２７年度〕
・うち、高度のバリアフリー化（注２）

６．７％〔１５年度〕→２５％〔２７年度〕
（注１）２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解

消に該当
（注２）２箇所以上の手すり設置、屋内の段差解消

及び車いすで通行可能な廊下幅のいずれに
も該当

イ 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関ま
で車いす等で通行可能な住宅ストックの形
成を推進する。

（数値目標・達成期間）
○共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで
車いす等で通行可能な住宅ストックの比率
１０％〔１５年度〕→２５％〔２７年度〕

○建築物のバリアフリー化の推進
不特定多数の者又は主に高齢者、障害者等が
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利用する特別特定建築物（床面積が２，０００平方
メートル以上のもの）のバリアフリー化を推進
する。

（数値目標・達成期間）
○床面積２，０００㎡以上の特別特定建築物のう
ち、バリアフリー化されたものの割合
３７％〔１７年〕→約５０％〔２２年〕

○官庁施設のバリアフリー化の推進
ア 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（以下「バリアフリー新法」
という。）に基づいて、新営する国のすべ
ての官庁施設を、移動等円滑化誘導基準に
照らし、「すべての施設利用者が、できる
限り、円滑かつ快適に利用できる」施設と
して整備する。

イ バリアフリー新法に基づいて、国の合同
庁舎について、窓口までの経路、高齢者、
障害者等に対応した便所（オストメイト対
応）、駐車スペース等の整備を実施する。

（数値目標・達成期間）
○国の合同庁舎のうち、窓口までの経路、高
齢者、障害者等に対応した便所（オストメ
イト対応）、駐車スペース等の整備が行わ
れた施設の割合
７％〔１９年度〕→５０％〔２４年度〕

ウ 窓口業務を行う官署が入居する国の既存
官庁施設について、手すり、スロープ、視
覚障害者誘導用ブロック、高齢者、障害者
等に対応した便所、自動ドア、エレベー
ター（延床面積１，０００平方メートル以上の
もの）等の改修を実施する。

（数値目標・達成期間）
○窓口業務を行う官署が入居する国の既存官
庁施設のうち、手すり、スロープ、視覚障
害者誘導用ブロック、高齢者、障害者等に
対応した便所、自動ドア、エレベーター
（延床面積１，０００平方メートル以上のもの）
等の改修を実施した割合
５７％〔１４年度〕→１００％〔２２年度〕

○地方公共団体による公共施設等のバリアフ
リー化の推進
地方公共団体が行う公共施設等のバリアフ

リー化を支援する。

②公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等
の推進
○旅客施設のバリアフリー化の推進
一日当たりの平均利用者数が５，０００人以上で

ある鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミ
ナル及び航空旅客ターミナルに関し、原則すべ
てについて、段差の解消、視覚障害者誘導用ブ
ロックの整備、便所がある場合には高齢者、障
害者等に対応した便所（オストメイト対応）の
設置を推進する。
また、これ以外の鉄軌道駅についても、地域
の実情にかんがみ、利用者数のみならず、高齢
者、障害者等の利用の実態を踏まえて、バリア
フリー化を可能な限り実施する。

（数値目標・達成期間）
○一日当たりの平均利用者数が５，０００人以上
である鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船
ターミナル及び航空旅客ターミナルのう
ち、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロッ
クの整備、便所がある場合には高齢者、障
害者等に対応した便所（オストメイト対応）
の設置が行われた割合
１００％〔２２年〕

○車両等のバリアフリー化の推進
ア バリアフリー化された鉄軌道車両の導入
を推進する。

（数値目標・達成期間）
○バリアフリー化された鉄軌道車両の導入割合

２０％〔１８年度〕→約５０％〔２２年〕

イ 低床化されたバス車両の導入を推進する。

（数値目標・達成期間）
○低床化されたバス車両の導入割合

３３．１％〔１８年度〕→１００％〔２７年〕

ウ ノンステップバスの導入を推進する。

（数値目標・達成期間）
○ノンステップバスの導入割合

１７．７％〔１８年度〕→約３０％〔２２年〕
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エ バリアフリー化された旅客船の導入を推
進する。

（数値目標・達成期間）
○バリアフリー化された旅客船の導入割合

１１．５％〔１８年度〕→約５０％〔２２年〕

オ バリアフリー化された航空機の導入を推
進する。

（数値目標・達成期間）
○バリアフリー化された航空機の導入割合

５４．４％〔１８年度〕→約６５％〔２２年〕

カ 福祉タクシーの導入を推進する。

（数値目標・達成期間）
○福祉タクシーの導入台数

９，６５１台〔１８年度〕→約１８，０００台〔２２年〕

○都市公園のバリアフリー化の推進
都市公園における園路及び広場、駐車場、便

所等を始めとした公園施設のバリアフリー化を
推進する。

（数値目標・達成期間）
○園路及び広場の設置された都市公園のう
ち、園路及び広場がバリアフリー化された
ものの割合
約４０％〔１８年度〕→約４５％〔２２年〕

○駐車場の設置された都市公園のうち、駐車
場がバリアフリー化されたものの割合
約３０％〔１８年度〕→約３５％〔２２年〕

○便所の設置された都市公園のうち、便所が
バリアフリー化されたものの割合
約２５％〔１８年度〕→約３０％〔２２年〕

○路外駐車場のバリアフリー化の推進
特定路外駐車場（自動車の駐車の用に供する

部分の面積が５００平方メートル以上であり、か
つ、その利用について駐車料金を徴収する路外
駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施
設であるもの、建築物であるもの、建築物に付
随しているものを除いたもの）のバリアフリー
化を推進する。

（数値目標・達成期間）
○特定路外駐車場のうち、バリアフリー化さ
れたものの割合
２８％〔１８年度〕→約４０％〔２２年〕

○歩行空間のバリアフリー化の推進
原則として、バリアフリー新法に基づく重点
整備地区内の主要な生活関連経路を構成するす
べての道路について、バリアフリー化を実施す
る。

（数値目標・達成期間）
○重点整備地区内の主要な生活関連経路を構
成する道路のうち、バリアフリー化された
ものの割合
４４％〔１８年度〕→１００％〔２２年〕

○高速道路等のサービスエリア等のバリアフ
リー化の推進
今後整備する高速道路等のサービスエリア及
びパーキングエリア並びに主要な幹線道路の道
の駅については、高齢者、障害者等に対応した
便所、駐車スペースの整備を推進する。

○河川利用の拠点施設のバリアフリー化の推進
直轄河川において新設される水辺プラザ等の
河川利用の拠点において、手すり・緩傾斜ス
ロープ等の設置、堤防・護岸の緩傾斜化等を実
施する。

○港湾緑地のバリアフリー化の推進
人の利用に供するすべての新設港湾緑地にお
いて、手すり、スロープ、休憩施設、高齢者、
障害者等に対応した便所、駐車スペース等を整
備する。

○国立公園のバリアフリー化の推進
国立公園の主要な利用拠点において、直轄で
整備する施設のバリアフリー化を推進する。

○森林総合利用施設のバリアフリー化の推進
バリアフリーに配慮した森林総合利用施設の
整備を推進する。

○ソフト施策の推進
ア 身体的状況、年齢、言語等を問わず、
「いつでも、どこでも、だれでも」移動等
に関する情報を入手することを可能にする
自律支援施策を推進する。
イ バリアフリー情報提供システム「らくら
くおでかけネット」等を通じてバリアフ
リー情報の統一的な提供を促進するととも
に、バリアフリー教室の実施等により、国
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民の「心のバリアフリー」に対する理解の
浸透に努める。

③安全な交通の確保
○バリアフリー対応型信号機等の整備の促進
原則として、バリアフリー新法に基づく重点

整備地区内の主要な生活関連経路を構成するす
べての道路において、バリアフリー対応型信号
機等を整備する。

（数値目標・達成期間）
○重点整備地区内の主要な生活関連経路を構
成する道路のうち、バリアフリー対応型信
号機等が整備された割合
１００％〔２２年〕

④運転免許取得希望者等に対する利便の向上
○持ち込み車両等による障害者等に配慮した教
習等の実施
ア 指定自動車教習所に対する持ち込み車両
等を使用した教習の実施等の指導を行う。

イ 持ち込み車両等による技能試験の実施等
を推進する。

ウ 免許申請時等における障害者等のプライ
バシー保護への配慮及び運転適性相談等に
係る態勢の充実を図る。

○聴覚障害者に配慮した免許制度の推進
健聴者と同じ適性試験の合格基準に達しない

聴覚障害者が、ワイドミラー等を条件として普
通自動車免許を取得することができる制度の導
入を推進し、その場合における免許試験・講習
等の態勢の充実を図る。

⑤防災、防犯対策の推進
○防災対策の推進
ア 障害者等災害時要援護者関連施設に係る
きめ細かな治山対策を実施する。

イ 砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩壊対
策事業の実施により、土砂災害のおそれの
ある自力避難の困難な障害者等の災害時要
援護者が２４時間入院・入居している施設を
重点的に保全する。

ウ 行政機関と福祉関係者等による防火指導
等を一層推進する。

エ 緊急通報システムによる消防への緊急通
報体制の一層の充実など障害者に係る火災
予防体制を強化する。

○災害時の支援体制等の整備
ア 自主防災組織による支援体制を整備す
る。
イ 最新の通信技術を踏まえつつ、平成２４年
度までに災害時の住民への情報伝達のあり
方についてまとめる。
ウ 国による市町村モデル計画の策定や全国
キャラバンの展開等を通じ、平成２１年度ま
でを目途に、市町村において要援護者情報
の収集・共有等を円滑に進めるための避難
支援プランの全体計画などが策定されるよ
う促進し、災害時要援護者が安全に避難す
るための支援体制を確立する。

○障害者の消費トラブル等の防止
消費者基本計画（平成１７～２１年度）を踏まえ、

障害者の消費者トラブルの防止に向けて、国民
生活センターから、消費生活相談の現場で把握
された警戒を要すると思われる悪質商法や製品
事故に関する情報を始め防犯・防災情報を含む
見守りに必要な情報を、障害者やその家族、日
ごろから障害者に接している周りの方々へ迅速
に届ける総合的ネットワークを作ることによ
り、地域の見守り力を高める動きを支援する。

○防犯・安全ネットワークの充実
ア FAXによる緊急通報受理（FAX１１０番）、
Eメールによる緊急通報受理（メール１１０
番）の利用状況を勘案しつつ、運用の在り
方を検討する。
イ FAXにより警察署と障害者とが情報交
換を行うFAXネットワーク等、地域にお
ける防犯ネットワークの利用状況を勘案し
つつ、運用の在り方を検討する。

○交番における障害者等の利用に配慮した施策
の推進
交番における障害者等の利用に配慮した施策
を引き続き推進する。

○防犯性能の高い建物部品の普及促進
住宅等に対する侵入犯罪対策として大きな効
果が期待できる建物部品を掲載している「防犯
性能の高い建物部品目録」の公表及び普及を図
る。
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４ 教育・育成

○基本方針
発達障害を含む障害のある子ども一人一人

のニーズに応じた一貫した支援を行うため
に、各関係機関等の連携によりすべての学校
における特別支援教育の体制整備を進めると
ともに、特別支援教育に携わる教員の専門性
の向上等により、特別支援教育の更なる充実
を推進する。
また、障害のある社会人等に対しても、

ニーズに応じた学習の機会を提供していくこ
とにより、着実な支援の推進を図る。

①一貫した相談支援体制の整備
○個別の支援計画の策定・活用の推進
教育、福祉、医療、保健、労働関係機関等が

緊密な連携の下、一人一人のニーズに応じた適
切な支援を一貫して行うため、学校において、
個別の教育支援計画の位置付けの明確化、その
策定・活用の推進を図る。

（数値目標・達成期間）
○個別の教育支援計画策定率
・小・中学校 ２０％〔１８年〕→５０％〔２４年〕

○校内委員会の設置や特別支援教育コーディ
ネーターの指名などの支援体制の整備
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒への

支援のため、幼稚園・小学校・中学校・高等学
校等において校内委員会の設置や特別支援教育
コーディネーターの指名などの支援体制を整備
する。特に幼稚園、高等学校を重点的に整備す
る。

（数値目標・達成期間）
○校内委員会の設置
・幼稚園（公立）

３２．７％〔１８年〕→７０％〔２４年〕
・高等学校（公立）

２５．２％〔１８年〕→７０％〔２４年〕
○特別支援教育コーディネーターの指名
・幼稚園（公立）

２９．４％〔１８年〕→７０％〔２４年〕
・高等学校（公立）

１８．５％〔１８年〕→７０％〔２４年〕

②専門機関の機能の充実と多様化
○特別支援学校の小・中学校等に対する支援の
推進
幼稚園・小学校・中学校及び高等学校等の教
員への支援、障害のある幼児児童生徒への指
導・支援、特別支援教育に関する相談・情報提
供、関係機関との連絡・調整等、特別支援学校
の小・中学校等に対する支援を推進する。

③指導力の向上と研究の推進
○特別支援学校教諭免許保有率の向上
特別支援学校において、教員の特別支援学校
教諭免許状の保有率向上を図る。

（数値目標・達成期間）
○特別支援学校教諭免許保有率向上を中期計
画（５年以内）等に位置付ける都道府県の
割合
３２都道府県〔１８年度〕→全都道府県〔２４年〕

○特別支援教育に関する教員研修の促進
特別支援教育に携わるすべての教員の専門性
を向上させるため、都道府県の講習や校内研修
の促進を図る。各種指導者養成研修など、都道
府県の指導者に対する研修を推進する。

○障害に関する外部専門家の学校における活用
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対
し適切な支援を行うため、専門的知識・経験を
有する外部専門家が教員に適切な指導・助言を
行えるよう、外部専門家の活用を促進する。

○国立特別支援教育総合研究所における教育現
場のニーズを踏まえた重点的な研究や研修の
実施、教育情報の提供
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は
我が国唯一の特別支援教育のナショナルセン
ターであることから、国の喫緊の課題や教育現
場のニーズを踏まえ研究や研修を重点的に実施
するとともに、特に新たな課題となっている発
達障害を含めた教育情報の提供を行う。

④社会的及び職業的自立の促進
○特別支援学校と関係機関等の連携・協力によ
る、現場実習先の開拓・新たな職域の開拓
特別支援学校卒業後の職業的自立を推進する
ため、特別支援学校・教育委員会、労働関係機
関、企業等の緊密な連携・協力の下、現場実習
先の開拓や新たな職域の開拓を図る。
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○障害者の職業自立に対する理解啓発の促進
障害のある生徒及びその保護者等に対し、障

害者の一般雇用や雇用支援策に関する理解の促
進を図る。

○特別支援学校高等部と連携した効果的な職業
訓練の実施
卒業後の就職先が内定していない就職希望者

に対し、より早い段階で職業訓練を活用するこ
とにより職業能力の向上を図り、就労に向けた
切れ目のない支援を実施する。

○障害学生の支援の充実
ア 独立行政法人日本学生支援機構が行う
「障害学生就学支援ネットワーク」（全国
の大学や関係機関がネットワークを作り、
障害学生就学支援制度の整備を目指す。）
等の事業を推進することにより、障害のあ
る学生が学びやすい環境をつくる。

イ 「新たな社会的ニーズに対応した学生支
援プログラム」において採択されたプログ
ラム（障害学生支援関係を含む。）につい
て、財政支援を行うとともに、今後、広く
社会に情報提供することで、各大学等にお
ける学生支援機能の充実を図る。

ウ 大学入試に関し、障害者の受験機会等を
確保する観点から、障害の種類に応じた配
慮（試験時間の延長、点字・拡大文字によ
る出題、介助者の付与等）を行うことを各
大学に要請する。

○放送大学における視聴者のニーズに応じた多
様な字幕番組の制作
聴覚障害のある学生等からの要望を受け、希

望の多いテレビ番組について字幕を制作し、字
幕付与番組として放送する。

⑤施設のバリアフリー化の促進
○特別支援教育に係る施設整備計画策定事例の
周知
特別支援教育に係る施設の計画的な整備のた

め、特別支援学校や小・中学校等の具体的な整
備計画の事例を取りまとめ、各都道府県等への
周知を図る。

５ 雇用・就業

○基本方針
雇用・就業は、障害者が地域でいきいきと
生活していくための重要な柱であり、働くこ
とを希望する障害者が能力を最大限発揮し、
就労を通じた社会参加を実現するとともに、
職業的自立を図るため、雇用政策に加え、福
祉政策や教育政策と連携した支援等を通じて
障害者の就労支援のさらなる充実・強化を図
る。

①障害者の雇用の場の拡大
○障害者雇用率制度を柱とした障害者雇用の一
層の促進
障害者の雇用機会の拡大による職業的自立を
図るため、障害者雇用率制度を中心として、障
害者雇用の一層の促進を図る。このため個別の
企業への雇用率達成指導を厳格に実施するとと
もに、障害者の雇用管理に関する専門的支援を
充実する等、特に中小企業への働きかけを強化
する。また、障害者雇用促進法及び障害者基本
計画に基づき除外率制度の段階的縮小を進め
る。

（数値目標・達成期間）
○雇用障害者数

６４万人〔２５年度〕

○各府省・各地方公共団体における「チャレン
ジ雇用」の推進等
各府省・各地方公共団体において、職場実習
を活用するなどして、知的障害者等が、一般雇
用に向けて経験を積むための「チャレンジ雇用」
を推進する。

（数値目標・達成期間）
○チャレンジ雇用の推進
全府省で実施〔２０年度〕

○公的機関における障害者雇用の一層の促進
国及び地方公共団体の障害者雇用を一層促進
し、実雇用率の更なる上昇を図る。特に障害者
雇用率の達成率が低い都道府県教育委員会での
障害者雇用の取組の促進を図る。
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（数値目標・達成期間）
○公的機関の障害者雇用率
すべての公的機関で障害者雇用率達成

〔２４年度〕

○精神障害者、発達障害者等の雇用促進
精神障害の特性に応じた支援の充実・強化を

通じて、精神障害者の雇用機会の拡大を図る。
また発達障害者等について、調査研究や支援

のための技法開発を進め、企業等の理解の促進
等を図ることにより雇用の促進を図る。

（数値目標・達成期間）
○精神障害者の雇用
・５６人以上の規模の企業で雇用される精神
障害者数
０．４万人〔１９年〕→１．５万人〔２５年〕

・精神障害者ステップアップ雇用
常用雇用移行率 ６０％〔２４年度〕

〔障害者の能力や特性に応じた働き方の支援〕
○障害者の在宅就業の促進
多様な就業形態による就業機会の拡大を図る

ため、在宅就業団体の登録数を増やす。

（数値目標・達成期間）
○在宅就業支援団体登録数

１６団体〔１９年〕→１００団体〔２４年度〕

○短時間労働による障害者雇用の促進
障害者の能力や特性に応じた働き方を支援す

るため、障害者のニーズを踏まえつつ、短時間
労働に対応した障害者雇用促進法制の整備等に
より、障害者の雇用機会の拡大を図る。

○農業法人等への障害者雇用の推進
農業法人等における障害者雇用を推進するた

め、農業法人等に障害者雇用のノウハウ及び関
連情報等の提供を行う。
また、農業分野におけるトライアル雇用を推

進するため、農業法人等に関連制度等の情報を
提供する。

②総合的支援施策の推進
〔雇用、福祉、教育等の連携による地域の就労支
援力の強化〕
○ハローワークを中心とした「チーム支援」の
充実・強化等

ハローワークを中心に福祉・教育等関係機関
と連携した「障害者就労支援チーム」による支
援を行うこと等により、就職の準備段階から職
場定着までの一貫した支援を展開する。

（数値目標・達成期間）
○ハローワークを通じた障害者の就職件数

２４万件〔２０～２４年度の累計〕

○障害者職業センターにおける専門的支援の推進
障害者職業総合センターにおいて、発達障害
者、精神障害者等これまで効果的な対応ができ
ずに来た障害者への新たな支援技法の開発を行
い、普及を図る。また、地域障害者職業セン
ターにおいては、どの地域においても、比較的
軽度な障害者を含め、あらゆる障害者を対象と
して、それぞれに必要な職業リハビリテーショ
ンサービスを提供することとした上で、就職等
の困難性の高い障害者に対する専門的支援に重
点化する。併せて、就労支援を担う専門的な人
材の育成、地域の就労支援機関に対する助言・
援助を積極的に行い、地域の就労支援力の底上
げを図る。

（数値目標・達成期間）
○地域障害者職業センター
・支援対象者数

１２．５万人〔２０～２４年度の累計〕
・職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事
業における支援終了後の定着率
８０％以上〔２４年度〕

○障害者就業・生活支援センターの全国展開と
支援の充実
障害者の身近な地域において就業面と生活面
における一体的な支援を行う障害者就業・生活
支援センターについて、すべての障害保健福祉
圏域に設置するとともに、地域のニーズや支援
実績等に応じた実施体制の充実を図る。

（数値目標・達成期間）
○障害者就業・生活支援センター
・設置数１３５〔１９年〕→全障害保健福祉圏
域に設置〔２３年〕

・利用者の就職件数 ９，０００件〔２４年度〕
・就職率 ５０％以上〔２４年度〕
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○職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援
の推進
職場での適応に課題を有する障害者及び事業

主に対してきめ細かな支援を行う職場適応援助
者（ジョブコーチ）の養成を進め、障害者の円
滑な就職及び職場適応を推進する。

（数値目標・達成期間）
○ジョブコーチ養成数

１，５００人〔１８年度〕→５，０００人〔２３年度〕
○ジョブコーチ支援

支援終了後の定着率 ８０％以上〔２４年度〕

○中途障害者等の雇用継続のための支援
在職中に身体障害者、精神障害者、難病患者

等となった者に対し、適切な職業リハビリテー
ションサービスを提供し、雇用の継続を図る。

（数値目標・達成期間）
○精神障害者総合雇用支援

支援終了後の復職・雇用継続率
７５％〔２４年度〕

○関係機関が連携して職業自立の支援を行うた
めの個別の支援計画の策定・活用の推進
障害者の職業自立を支援するため、雇用、福

祉、教育等の関係機関が緊密な連携の下、個別
の支援計画の策定やその活用の推進を図る。

〔一般就労への移行を促進するための支援等の充
実・強化〕
○トライアル雇用の推進
事業主に障害者雇用のきっかけを提供すると

ともに、障害者に実践的な能力を取得させて常
用雇用に移行するための短期間の試行雇用（ト
ライアル雇用）を推進する。

（数値目標・達成期間）
○トライアル雇用

対象者の常用雇用移行率
８０％以上〔２４年度〕

○福祉施設から一般就労への移行の促進
福祉施設から一般就労への移行を促進するた

め、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所
の計画的整備を行う。
また、職場実習など施設外での就労に協力可

能な農業法人等の情報を提供する。

（数値目標・達成期間）
○一般就労への年間移行者数

０．２万人〔１７年度〕→０．９万人〔２３年度〕
○就労移行支援の利用者数

２９．２万人日分〔１９年度〕→７２万人日分〔２３年度〕
○就労継続支援の利用者数

８３．１万人日分〔１９年度〕→２７７万人日分〔２３年度〕
※「就労移行支援の利用者数」及び「就労継続支援
の利用者」は、各都道府県の障害福祉計画におけ
る１９年度の平均的なサービス見込量（１月当たり）
の合計値である。

○授産施設等で働く障害者の工賃水準を引き上
げるため「工賃倍増５か年計画」による福祉
的就労の底上げ
平成１９年度からの５か年において、官民一体
となった取組を推進し、工賃水準の倍増を図る
とともに、一般雇用への移行を進める。

（数値目標・達成期間）
○授産施設等の平均工賃月額

１２，２２２円〔１８年度〕→平均工賃倍増を目
指す〔２３年度〕

○福祉施設等における仕事の確保に向けた取組
の推進
福祉施設等における障害者の仕事の確保に向
け、国は、公共調達における競争性及び公正性
の確保に留意しつつ、福祉施設等の受注機会の
増大に努めるとともに、地方公共団体等に対
し、国の取組を踏まえた福祉施設等の受注機会
の増大の推進を要請する。
また、企業から福祉施設等に対する発注を促
進する税制を創設し、当該税制の活用を促すこ
と等により、障害者の仕事の確保に向けた取組
を推進する。

○特別支援学校高等部卒業者の就労支援の推進
特別支援学校高等部卒業者の職業自立を推進
するため、特別支援学校とハローワーク、企業
等の関係機関等の連携・協力により現場実習の
開拓を行うなど、就労支援の推進を図る。

○高等学校・大学における就労支援の推進
高等学校における発達障害を含む障害のある
生徒の就労を支援するため、各自治体や学校等
において、教育、医療、保健、福祉やハロー
ワーク、地域障害者職業センター等の労働関係
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機関等が連携した特別支援教育体制を整備す
る。また、大学における障害のある学生の就労
を支援する。

○障害者の就労に対する理解啓発の促進
障害者やその保護者、企業関係者、福祉関係

者等を始めとした国民全体に対し、障害者の就
労に対する理解啓発を促進する。

〔障害者の職業能力開発の推進〕
○公共職業能力開発施設における障害者職業訓
練の推進
障害者職業能力開発校において、職業訓練上

特別な支援を要する障害者に重点を置いた支援
を実施するとともに、一般の公共職業能力開発
施設において、障害者の受入れを推進する。

○障害者の態様に応じた多様な委託訓練の拡充
就労移行支援事業の利用者、特別支援学校の

生徒等の職業訓練機会の充実を図るため、企
業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間
教育訓練機関等地域の委託訓練先を開拓し、障
害の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。

（数値目標・達成期間）
○障害者の態様に応じた多様な委託訓練の就
職率
４１．３％〔１８年〕→５０％〔２４年〕

６ 保健・医療

○基本方針
障害者に対して、適切な保健サービス、医

療、医学的リハビリテーション等を充実し、
障害者のQOL（生活の質）を高めるととも
に、障害の原因となる疾病等の予防・治療が
可能なものについては、これらに対する保
健・医療サービスの適切な提供を図り、障害
の予防・早期発見・早期治療に努める。
また、こころの病についても医療的ケアの

充実を図り、「うつ」や自殺の防止を推進す
る。

①障害の原因となる疾病等の予防・治療
○生活習慣の改善による循環器病等の減少
生活習慣の改善により、循環器病等の減少を

図る。

○糖尿病の予防・治療の継続
糖尿病について、検診を受ける者の増加、有
病者数の減少及び有病者の治療継続率の向上を
図る。

○難治性疾患に関する病因・病態の解明
難治性疾患に関し、病因・病態の解明、治療
法の開発及び生活の質の向上につながる研究開
発を推進する。

②障害に対する適切な保健・医療サービスの充実
○高次脳機能障害の支援拠点機関の設置等
ア 高次脳機能障害への支援を行うための支
援拠点機関を、全都道府県に設置する。
イ 国立専門機関等において、高次脳機能障
害のための認知リハビリテーション技法の
確立や評価尺度の開発を推進するととも
に、高次脳機能障害者に対する都道府県単
位の支援ネットワークに対する専門的な支
援を行い、その支援技術の普及を図る。

（数値目標・達成期間）
○高次脳機能障害支援拠点

１８都道府県〔１８年度末〕→全都道府県〔２４
年度〕

○障害者の健康維持とQOL（生活の質）の向上
障害者の健康維持とQOLの向上のため、障
害者向け医療サービスシステム及び障害者の健
康維持管理に関する研究開発及び普及を図る。

○認知症疾患に対する専門医療の提供等
急増する認知症患者に対応していくため、専
門医療や保健福祉サービスの提供、地域連携の
強化を図るとともに、情報提供を行う。

③精神保健・医療施策の推進

○一般医のうつ病診断技術の向上
精神科医以外の一般医を対象にうつ病に関す
る研修を行い、一般医のうつ病の診断技術の向
上を図る。

○自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する知
識の普及
自殺未遂者・自殺者親族等のケアのガイドラ
インを作成し、関係者に配布するなど、自殺未
遂者・自殺者親族等のケアの方法について普及
させる。
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○精神科救急医療体制の確保
精神障害者の緊急時における精神医療を適切

に提供するため、精神科救急情報センターや精
神科救急医療施設を始めとした精神科救急医療
体制について、地域の実情に応じた確保を図
る。

○医療刑務所におけるリハビリテーション機器
の更新整備
医療刑務所等８施設に機能回復訓練に必要な

リハビリテーション機器を更新整備する。

④研究開発の推進
○再生医療の手法を取り入れた研究の推進
ア 再生医療の手法を取り入れた脊髄神経機
能の再獲得可能性に関する研究を推進す
る。

イ 細胞移植・細胞治療等によってこれまで
の医療を根本的に変革する可能性を有する
再生医療について、必要な幹細胞利用技術
等を世界に先駆け確立し、その実用化を目
指した研究開発を推進する。

○うつ病等の精神疾患に関する研究
ア うつ病等の精神疾患の病態解明や、早期
発見、治療技術に係る開発、社会復帰プロ
グラムの開発のための研究を行い、その普
及を図る。

イ 少子高齢化を迎えた我が国の医療・福祉
の向上等への貢献を目指し、アルツハイ
マー病やうつ病等の精神神経疾患の予防・
治療法の開発などに結びつく脳科学研究や
分子イメージング研究を戦略的に推進す
る。

⑤専門職種の養成・確保
○精神科医をサポートできる心理職等や専門職
種の養成
心理職等を対象とした精神医療に関する研修

を行い、精神科医をサポートできる心理職等の
養成を図るとともに、精神保健福祉士について
資質の向上を図る。

７ 情報・コミュニケーション

○基本方針
IT（情報通信技術）の活用により障害者の

個々の能力を引き出し、自立・社会参加を支
援するとともに、障害特性に対応した情報提
供の充実を図り、障害によりデジタル・ディ
バイドが生じないようにするための施策を積
極的に推進する。

①情報バリアフリー化の推進
○障害者 IT 総合推進事業の実施の促進
障害者の ITの利用・活用の機会拡大を図る
ため、地域における IT支援の総合サービス拠
点となる障害者 ITサポートセンターの設置・
運営や、パソコンボランティア養成・派遣等を
総合的に行う障害者 IT総合推進事業の実施を
促進する。

○障害者が使いやすい情報通信機器、システム
等の開発・普及支援
障害者が使いやすい情報通信機器、システム
等の開発・普及支援を行うとともに、情報通信
機器等のユニバーサルデザイン化の促進を図
る。

○障害者の利用する IT 機器に関する JIS 規格
の適切な見直し
高齢者・障害者の利用する IT機器に関する
JIS 規格について、国際規格の動向にあわせ、
必要に応じて見直しを行う。

○ホームページ等のバリアフリー化に係る普
及・啓発の推進
ホームページ等のバリアフリー化の推進のた
めの普及・啓発を推進する。

○政府広報関連ウェブサイトの障害者対応推進
政府広報関連ウェブサイトの障害者対応を進
めるため、「政府インターネットテレビ」への
字幕スーパーを挿入するとともに、「政府広報
オンライン」に文字サイズの拡大機能や文字読
上げツールを付加する。

○関係行政機関による障害者にとって分かりや
すい広報の推進
関係行政機関の実施する障害者施策に係る制
度等について、障害者に十分配慮した、分かり
やすい広報を推進する。
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②社会参加を支援する情報通信システムの開発・
普及
○電子投票の実施の促進
電子投票システムの技術的な課題や導入団体

の実施状況についての調査分析を引き続き行
い、地方公共団体に対して必要な情報を提供
し、電子投票の実施の促進を図る。

○日常生活用具給付等事業の適正な運用の促進
情報・意思疎通支援用具の給付などを行う日

常生活用具給付等事業の市町村における適正な
運用を促進する。

○テレワークの普及・啓発の推進
「テレワーク人口倍増アクションプラン」（平
成１９年５月２９日テレワーク推進に関する関係省
庁連絡会議決定）を着実に推進するなど、テレ
ワーク普及に向けた総合的な支援環境の整備を
図り、通勤困難者でも仕事が可能となるテレ
ワークの普及・啓発を推進する。

○ユビキタスネット技術の研究開発の推進
年齢・身体等の壁を乗り越え、高齢者や障害

者を始め人にやさしいサービスを実現するため
のユビキタスネット技術の研究開発を推進す
る。

○障害者が障害を意識することなく使える情報
コミュニケーション機器の研究開発
脳からの情報を用いて、障害者が障害を意識

することなく使えるコミュニケーション機器を
開発するための研究を実施する。

③情報提供の充実
○聴覚障害者情報提供施設の整備の促進
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、その整備を促進する。

○字幕番組、解説番組及び手話番組の制作の促
進
ア NHK総合及び在京キー５局等におい
て、字幕付与可能なすべての放送番組（注１）
に字幕を付与する。
また、NHK総合及び在京キー５局等に

おいて、対象の放送番組（注２）の１０％、NHK
教育において、対象の放送番組の１５％に解
説を付与する。

注１）複数人が同時に会話を行う生放送番組など技
術的に字幕を付すことができない放送番組等を

除く７時から２４時までのすべての放送番組に範
囲を拡大

注２）権利処理上の理由等により解説を付すことが
できない放送番組を除く７時から２４時までのす
べての放送番組

（数値目標・達成期間）
○字幕放送時間の割合
NHK総合１００％、在京キー５局平均７７．８％
〔１８年度〕

※現行指針における字幕付与可能な放送時間（生放
送番組など技術的に字幕を付すことができない放
送番組等を除く７時から２４時までの新たに放送す
るすべての放送番組の放送時間）に占める字幕放
送時間の割合
→ １００％〔２９年度〕

※新たな指針においては、字幕付与可能な放送番組
の範囲を拡大し、その中に占める字幕放送時間の
割合
○解説放送時間の割合
NHK総 合３．７％、NHK教 育８．８％、在 京
キー５局平均０．３％〔１８年度〕

※総放送時間に占める解説放送時間の割合
→
NHK総合及び在京キー５局等１０％、NHK
教育１５％〔２９年度〕

※対象放送番組の放送時間に占める解説放送時間の
割合

イ 字幕番組、解説番組及び手話番組の制作
費に対する必要な助成を行う。

○映画の字幕付与の促進
日本の映画の字幕付与について、映画関係団
体とともに引き続き取組を促進する。

○視覚障害者用図書情報ネットワーク運営事業
等の利用の促進
視覚障害者が ITを利用して、自宅から点字

図書や録音図書の検索や貸出予約等を行うこと
ができる「視覚障害者用図書情報ネットワーク
運営事業」等の利用を促進する。

○視覚障害者を対象とした広報の充実
視覚障害者向け資料「音声広報CD」及び「点
字広報誌」について、引き続き発行する。
また、広報媒体の特性等に応じて可能なもの
について、音声コードの活用に配慮する。
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○障害者の自立した食生活の実現に資する情報
提供の推進
障害者の自立した食生活の実現のための関連

情報の提供を推進する。

○障害者の情報へのアクセスに配慮した著作権
制度の在り方の検討
障害者の情報へのアクセスに配慮した著作権

制度の在り方について検討を進め、必要に応じ
て法整備を行う。

④コミュニケーション支援体制の充実
○手話通訳者等の養成、派遣の促進
手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等の養成

を図るとともに、地域における視聴覚障害者の
ニーズに応じた手話通訳者の派遣等を行うコ
ミュニケーション支援事業の適正な運用を促進
する。

８ 国際協力

○基本方針
「びわこプラスファイブ」の採択等を踏ま

え、障害者団体間の交流、政府や民間団体に
よる各種協力の実施等によるアジア太平洋地
域への協力関係の強化に努める。また、障害
者権利条約の締結に向け必要な国内法令の整
備を図る。

①国際協力の推進
○政府開発援助を通じた国際協力の推進
独立行政法人国際協力機構（JICA）等を通

じた研修員の受け入れ、技術協力プロジェクト
等を実施する。
また、草の根・人間の安全保障無償資金協力

を通じた支援を実施する。
さらに、日本NGO連携無償資金協力及び

NGO事業補助金を通じた支援を実施する。

②障害者問題に関する国際的な取組への参加
○国連における取組への参加
国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）

における障害者対策分野での協力を推進する。
また、国連障害者基金への拠出を実施する。
さらに、「障害者の権利に関する条約」につ

いて、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。

③情報の提供・収集
○国立特別支援教育総合研究所における国内外
への教育情報の提供
発達障害を含め障害のある子どもへの教育的
支援を図るため、独立行政法人特別支援教育総
合研究所において、国外の教育情報を収集する
とともに、我が国の特別支援教育に関する情報
等を国外に提供する。

Ⅱ 計画の推進方策

＊本計画の推進に当たっては、個々の障害に係る
ニーズや社会・経済の状況等に適切に対応する
とともに、制度改正の際の見直し規定等を踏ま
え、必要に応じ計画の見直しを行う。
＊本計画の着実かつ効果的な推進を図るため、そ
の進ちょく状況を毎年度、中央障害者施策推進
協議会に報告する。
＊障害を理由とした不当な差別的取扱い等に対す
る救済措置を整備する。
＊本計画の推進に当たり、地方公共団体と緊密な
連携協力を図るため、都道府県との会議を毎年
開催するとともに、市町村に対し障害者計画に
係る技術的協力を行う。
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障害者基本計画（平成１４年１２月２４日閣議決定）
に沿って、同基本計画の前期５年間において重点
的に実施する施策及びその達成目標並びに計画の
推進方策を以下のとおり定める。

Ⅰ 重点的に実施する施策及びその達成目標

１ 活動し参加する力の向上のための施策
（１）障害の原因となる疾病の予防及び治療・医

学的リハビリテーション
・難治性疾患に関し、病因・病態の解明、治
療法の開発及び生活の質につながる研究開
発を推進する。

・周産期医療ネットワークを全都道府県に整
備する。

・生活習慣の改善により循環器病等の減少を
図る。

・糖尿病について、検診を受ける者の増加、
有病者数の減少及び有病者の治療継続率の
向上を図る。

・医療刑務所等に機能回復訓練に必要なリハ
ビリテーション機器を更新整備する。

８施設

（２）福祉用具等の研究開発とユニバーサルデザ
イン化の促進

・基準やガイドライン等の作成における高齢
者・障害者のニーズへの配慮指針である国
際規格 ISO/IEC ガイド７１（規格作成にお
ける高齢者・障害者のニーズへの配慮ガイ
ドライン）を平成１５年度までに JIS 規格化
する。

・障害の特性に配慮したセキュリティシステ
ム、防犯・防災設備の研究開発、普及を行
う。

・個人適合型の生活環境・就業環境創出のた
めのデータベース整備・研究開発を行う。

・ユニバーサルデザインに配慮した設計に必
要な人間の寸法・形態に関する知的基盤を
整備するため、平成１６年度までに人体寸法
を、約１０分間（従来約９０分間）で測定する
技術開発を行うとともに、少なくとも１００
人程度の人体寸法・形態を測定する。

（３）情報バリアフリー化の推進
①デジタル・ディバイドの解消
・高齢者・障害者の利用する IT機器の設計
ガイドラインを平成１５年度までに作成し、
以降 IT機器別の JIS 規格を順次整備する。

・障害者の IT利用を支援する技術者の養
成・育成研修等の開催を推進し、平成１９年
度までに１０，０００人以上が受講することを目
指す。
・障害者の IT活用を総合的に支援する拠点
を整備する。
・ホームページ等のバリアフリー化の推進の
ための普及・啓発を推進する。
②情報提供の充実
・字幕番組、解説番組及び手話番組の制作費
に対する必要な助成を行う。
・効率的な番組制作技術の研究開発等の推進
により障害者向け放送番組の拡充を図る。
・障害者の自立した食生活の実現のための関
連情報の提供を推進する。
③研究開発
・障害者が使いやすい情報通信機器、システ
ム等の開発・普及支援を行う。
・障害者ナビゲーションシステムを開発す
る。
・ユビキタスネットワークとロボットを結ぶ
ネットワーク技術等の研究開発を行う。
・視覚障害者に音声情報を提供し、歩行、移
動等を支援する案内システムを設計するた
めの指針に関する JIS 規格を、平成１５年度
までに整備する。

（４）欠格条項見直しに伴う環境整備
障害者施策推進本部申合せ（平成１３年６月１２日）
に沿って、障害者に係る欠格事由の見直しに伴う
教育、就業環境等の整備に努める。

２ 地域基盤の整備
（１）生活支援
①利用者本位の相談支援体制の充実
市町村を中心とした相談・支援体制の充実
を図り、これを拠点としてケアマネジメン
ト体制を整備する。
②在宅サービス
・ホームヘルパーを約６０，０００人確保する。
・ショートステイを約５，６００人分整備する。
・デイサービスを約１，６００か所整備する。
・障害児通園（児童デイサービス）事業を約
１１，０００人分整備する。
・重症心身障害児（者）通園事業を約２８０か
所整備する。
・グループホームを約３０，４００人分整備する。
・福祉ホームを約５，２００人分整備する。
・市町村における社会参加促進事業を着実に

（（（（（（（（（（（（（（参参参参参参参参参参参参参参考考考考考考考考考考考考考考））））））））））））））重重重重重重重重重重重重重重点点点点点点点点点点点点点点施施施施施施施施施施施施施施策策策策策策策策策策策策策策実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施５５５５５５５５５５５５５５かかかかかかかかかかかかかか年年年年年年年年年年年年年年計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画 平 成１４年１２月２４日
障害者施策推進本部決定
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推進する。
③施設サービス
・通所授産施設を約７３，７００人分整備する。
・施設サービスについては、通所施設の整備
に努めるとともに、入所施設は真に必要な
ものに限定し、地域資源として有効に活用
する。

（２）生活環境
①ユニバーサルデザインによるまちづくり
地方公共団体が行うユニバーサルデザイン
によるまちづくりを支援する。

②住宅、建築物のバリアフリー化の推進
・新設されるすべての公共賃貸住宅につい
て、バリアフリー化を実施する。

・手すりの設置、広い廊下幅の確保、段差の
解消等がなされた住宅ストックの形成を推
進する。
平成２７年度までに全住宅ストックの２割

・ハートビル法の利用円滑化基準に適合する
特別特定建築物（新・増改築工事に係る部
分の床面積が２，０００㎡以上のもの）の建築
を推進する。 １００％
・ハートビル法に基づいて、新営する国土交
通省所管の官庁施設を、利用円滑化誘導基
準に適合した施設として整備する。 １００％

・窓口業務を行う官署が入居する国土交通省
所管の既存官庁施設について、手すり、ス
ロープ、視覚障害者誘導用ブロック、身体
障害者用便所、自動ドア、エレベーター
（延床面積１，０００㎡以上のもの）等の改修
を実施する。 平成２２年度までに１００％

・地方公共団体が行う公共施設等のバリアフ
リー化を支援する。

③公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー
化等の推進

・一日当たりの平均利用者数が５，０００人以上
である鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船
ターミナル及び航空旅客ターミナルに関
し、原則すべてについて、段差の解消、視
覚障害者誘導用ブロックの整備、便所があ
る場合には身体障害者用便所の設置を推進
する。 平成２２年までに１００％、
そのうち、段差の解消につき、
平成１７年までに
鉄軌道駅については約６０％、
バスターミナルについては約８０％、
旅客船ターミナルについては約７０％、
航空旅客ターミナルについては約７０％

・バリアフリー化された鉄軌道車両の導入を
推進する。 平成１７年までに約２０％

平成２２年までに約３０％
・低床化されたバス車両の導入を推進する。

平成１７年までに約３０％、
平成２７年までに１００％

・ノンステップバスの導入を推進する。
平成１７年までに約１０％、
平成２２年までに２０～２５％

・バリアフリー化された旅客船の導入を推進
する。 平成１７年までに約２５％、

平成２２年までに約５０％
・バリアフリー化された航空機の導入を推進
する。 平成１７年までに約３５％、

平成２２年までに約４０％
・福祉タクシーの導入を推進する。

平成１７年度までに２，６００台
・主要な鉄道駅等周辺における主な道路のバ
リアフリー化を実施する。

平成１９年度までに５３％
・今後整備する高速道路等のサービスエリア
及びパーキングエリア並びに主要な幹線道
路の道の駅については、身体障害者用便
所、身体障害者用駐車スペースの整備を推
進する。
・直轄河川において新設される水辺プラザ等
の河川利用の拠点において、手すり・緩傾
斜スロープ等の設置、堤防・護岸の緩傾斜
化等を実施する。
・人の利用に供するすべての新設港湾緑地に
おいて、手すり、スロープ、休憩施設、身
体障害者用便所、身体障害者用駐車スペー
ス等を整備する。
・バリアフリーに配慮した森林総合利用施設
の整備を推進する。
・移動支援バリアフリーマップを提供する。
④交通安全の確保
・バリアフリー対応型信号機の整備を推進
し、交通バリアフリー法の特定経路を構成
する道路上の信号機の約８割をバリアフ
リー対応型信号機とすることを目指す。
・「あんしん歩行エリア」の形成を進め、エ
リア内の死傷事故の約２割を抑止、うち歩
行者・自転車事故については約３割を抑止
することを目指す。
⑤運転免許取得希望者等に対する利便の向上
・指定自動車教習所に対する持ち込み車両等
を使用した教習の実施等の指導を行う。
・持ち込み車両等による技能試験の実施等を
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推進する。
・免許申請時等における障害者等のプライバ
シー保護への配慮及び運転適性相談等に係
る態勢の充実を図る。

⑥生活の安全の確保
・Eメール、ファックス等による安全ネット
ワークを推進する。

・「手話交番」を推進する。
・地域における防犯ネットワークを確立す
る。

・自主防災組織による支援体制を整備する。
・行政機関と福祉関係者等による防火指導等
を一層推進する。

・緊急通報システムによる消防への緊急通報
体制の一層の充実など障害者に係る火災予
防体制を強化する。

・砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩壊対策
事業の実施により、土砂災害のおそれのあ
る自力避難の困難な障害者等の災害弱者が
２４時間入院・入居している施設を保全す
る。

平成１９年度までに２４０施設
・障害者等災害弱者関連施設に係るきめ細か
な治山対策を実施する。

・防災情報を住民等に一斉に伝達するための
送信装置のモデルシステムを平成１５年度に
開発する。

３ 精神障害者施策の充実
条件が整えば退院可能とされる約７２，０００人の入

院患者について、１０年のうちに退院・社会復帰を
目指す。このため、今後、更に総合的な推進方策
を検討する。

（１）保健・医療
・精神科救急医療システムを全都道府県に整
備する。

・うつ病対策、心的外傷体験へのケア対策及
び睡眠障害への対策について、それぞれ平
成１５年度までに地域保健医療福祉関係者向
けマニュアルを作成し、普及させる。

・「思春期精神保健ケースマネジメントモデ
ル事業」事例集を平成１５年度までに作成し、
普及させる。

・若齢層の「社会的ひきこもり」をめぐる地
域精神保健活動のガイドラインを平成１５年
度までに作成し、普及させる。

・心的外傷体験へのケア対策及び思春期の心
の健康対策に従事する専門家を養成する。

（２）福祉
①在宅サービス
・精神障害者地域生活支援センターを約４７０
か所整備する。
・精神障害者ホームヘルパーを約３，３００人確
保する。
・精神障害者グループホームを約１２，０００人分
整備する。
・精神障害者福祉ホームを約４，０００人分整備
する。
②施設サービス
・精神障害者生活訓練施設（援護寮）を約
６，７００人分整備する。
・精神障害者通所授産施設を約７，２００人分整
備する。
※精神障害者ホームヘルパー、精神障害者グ
ループホーム、精神障害者福祉ホーム及び
精神障害者通所授産施設の達成目標につい
ては、２（１）に掲げた達成目標の内数を
掲げたものである。

４ アジア太平洋地域における域内協力の強化
（１）政府開発援助における障害者に対する配慮
・JICA等を通じた研修員の受入れ等を実施
する。
・草の根無償資金協力を通じた支援を実施す
る。
・日本NGO支援無償資金協力及びNGO事
業補助金を通じた支援を実施する。

（２）国際機関を通じた協力の推進
・平成１６年開所に向けてアジア・太平洋障害
者センターに対する支援を推進する。
・日本・エスキャップ協力基金への拠出を実
施する。
・国連障害者基金への拠出を実施する。

５ 啓発・広報
（１）共生社会に関する国民理解の向上

「共生社会」の用語、考え方の周知度を障
害者基本計画の計画期間中に成人国民の
５０％以上とする。

（２）関係機関・団体との連携による公共サービ
ス事業者に対する障害者理解を促進する。

６ 教育・育成
（１）一貫した相談支援体制の整備
・地域において一貫して効果的な相談支援を
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行う体制を整備するためのガイドラインを
平成１６年度までに策定する。

・小・中学校における学習障害（LD）、注意
欠陥／多動性障害（ADHD）等の児童生
徒への教育支援を行う体制を整備するため
のガイドラインを平成１６年度までに策定す
る。

・盲・聾（ろう）・養護学校において個別の
支援計画を平成１７年度までに策定する。

（２）専門機関の機能の充実と多様化
・盲・聾（ろう）・養護学校に関して地域に
おける教育のセンター的役割を果たす学校
についての制度的検討を行い、平成１５年度
中に結論を得るとともに、その検討状況も
踏まえて特殊教育に係る免許制度について
も改善を図る。

・大学と国立特殊教育総合研究所の連携協力
の下に自閉症の教育研究を行う学校を平成
１６年度までに設置する。

（３）指導力の向上と研究の推進
・盲・聾（ろう）・養護学校に関して地域に
おける教育のセンター的役割を果たす学校
についての制度的検討を行い、平成１５年度
中に結論を得るとともに、その検討状況も
踏まえて特殊教育に係る免許制度について
も改善を図る。

・国立特殊教育総合研究所において、教育現
場のニーズに対応した障害のある児童生徒
の教育の総合的な教育情報提供体制を平成
１６年度までに整備する。

（４）施設のバリアフリー化の推進
小・中学校等の施設のバリアフリー化の参考と

なる指針を平成１５年度中に取りまとめるととも
に、計画・設計手法等に関する事例集を平成１６年
度中に作成する。

７ 雇用・就業の確保
トライアル雇用、職場適応援助者（ジョブコー

チ）、各種助成金等の活用、職業訓練の実施など
により平成１９年度までにハローワークの年間障害
者就職件数を３０，０００人に、平成２０年度の障害者雇
用実態調査において雇用障害者数を６００，０００人に
することを目指す。

Ⅱ 計画の推進方策

・本計画の推進に当たっては、個々の障害に
係るニーズや社会・経済の状況等に適切に
対応するとともに、必要に応じ計画の見直
しを行う。
・本計画の着実かつ効果的な推進を図るた
め、障害者施策推進本部において、障害者
関係団体等との意見交換を毎年実施すると
ともに計画の進ちょく状況を毎年度調査し
公表する。
・障害を理由とした不当な差別的取扱い等に
対する救済措置を整備する。
・本計画の推進に当たり、地方公共団体と緊
密な連携協力を図るため、全国都道府県会
議を毎年開催するとともに、障害者計画未
策定市町村に対する技術的協力を積極的に
行い、全市区町村における障害者計画の策
定を目指す。
・障害者に関する総合的データベースを平成
１６年度までに構築する。
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44
平成１８年１２月１３日 ニューヨークで採択
平成１９年９月２８日 ニューヨークで署名
この仮訳文は署名のための閣議に提出したもの

であり、今後の国会提出へ向けた作業において変
更の可能性があります。

前 文

この条約の締約国は、
⒜ 国際連合憲章において宣明された原則が、
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び
価値並びに平等のかつ奪い得ない権利が世界
における自由、正義及び平和の基礎を成すも
のであると認めていることを想起し、

⒝ 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関す
る国際規約において、すべての人はいかなる
差別もなしに同宣言及びこれらの規約に掲げ
るすべての権利及び自由を享有することがで
きることを宣明し、及び合意したことを認
め、

⒞ すべての人権及び基本的自由が普遍的であ
り、不可分のものであり、相互に依存し、か
つ、相互に関連を有すること並びに障害者が
すべての人権及び基本的自由を差別なしに完
全に享有することを保障することが必要であ
ることを再確認し、

⒟ 経済的、社会的及び文化的権利に関する国
際規約、市民的及び政治的権利に関する国際
規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関す
る国際条約、女子に対するあらゆる形態の差
別の撤廃に関する条約、拷問及び他の残虐
な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又
は刑罰に関する条約、児童の権利に関する条
約及びすべての移住労働者及びその家族の構
成員の権利の保護に関する国際条約を想起
し、

⒠ 障害が、発展する概念であり、並びに障害
者と障害者に対する態度及び環境による障壁
との間の相互作用であって、障害者が他の者
と平等に社会に完全かつ効果的に参加するこ
とを妨げるものによって生ずることを認め、

⒡ 障害者に関する世界行動計画及び障害者の
機会均等化に関する標準規則に定める原則及
び政策上の指針が、障害者の機会均等を更に
促進するための国内的、地域的及び国際的な
政策、計画及び行動の促進、作成及び評価に
影響を及ぼす上で重要であることを認め、

⒢ 持続可能な開発の関連戦略の不可分の一部
として障害に関する問題を主流に組み入れる

ことが重要であることを強調し、
⒣ また、いかなる者に対する障害を理由とす
る差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害
するものであることを認め、
⒤ さらに、障害者の多様性を認め、
⒥ すべての障害者（より多くの支援を必要と
する障害者を含む。）の人権を促進し、及び
保護することが必要であることを認め、
⒦ これらの種々の文書及び約束にもかかわら
ず、障害者が、世界のすべての地域におい
て、社会の平等な構成員としての参加を妨げ
る障壁及び人権侵害に依然として直面してい
ることを憂慮し、
⒧ あらゆる国（特に開発途上国）における障
害者の生活条件を改善するための国際協力が
重要であることを認め、
⒨ 障害者が地域社会における全般的な福祉及
び多様性に対して既に又は潜在的に貢献して
いることを認め、また、障害者による人権及
び基本的自由の完全な享有並びに完全な参加
を促進することにより、その帰属意識が高め
られること並びに社会の人的、社会的及び経
済的開発並びに貧困の撲滅に大きな前進がも
たらされることを認め、
⒩ 障害者にとって、個人の自律（自ら選択す
る自由を含む。）及び自立が重要であること
を認め、
⒪ 障害者が、政策及び計画（障害者に直接関
連する政策及び計画を含む。）に係る意思決
定の過程に積極的に関与する機会を有すべき
であることを考慮し、
⒫ 人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的
意見その他の意見、国民的な、種族的な、原
住民としての若しくは社会的な出身、財産、
出生、年齢又は他の地位に基づく複合的又は
加重的な形態の差別を受けている障害者が直
面する困難な状況を憂慮し、
⒬ 障害のある女子が、家庭の内外で暴力、傷
害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱
い、不当な取扱い又は搾取を受ける一層大き
な危険にしばしばさらされていることを認
め、
⒭ 障害のある児童が、他の児童と平等にすべ
ての人権及び基本的自由を完全に享有すべき
であることを認め、また、このため、児童の
権利に関する条約の締約国が負う義務を想起
し、
⒮ 障害者による人権及び基本的自由の完全な
享有を促進するためのあらゆる努力に性別の
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視点を組み込む必要があることを強調し、
⒯ 障害者の大多数が貧困の状況下で生活して
いる事実を強調し、また、この点に関し、貧
困が障害者に及ぼす悪影響に対処することが
真に必要であることを認め、

⒰ 国際連合憲章に定める目的及び原則の十分
な尊重並びに人権に関する適用可能な文書の
遵守に基づく平和で安全な状況が、特に武力
紛争及び外国による占領の期間中における障
害者の十分な保護に不可欠であることに留意
し、

⒱ 障害者がすべての人権及び基本的自由を完
全に享有することを可能とするに当たって
は、物理的、社会的、経済的及び文化的な環
境、健康及び教育並びに情報及び通信につい
ての機会が提供されることが重要であること
を認め、

⒲ 個人が、他人に対し及びその属する地域社
会に対して義務を負うこと並びに人権に関す
る国際的な文書において認められる権利の増
進及び擁護のために努力する責任を有するこ
とを認識し、

⒳ 家族が、社会の自然かつ基礎的な単位であ
ること並びに社会及び国家による保護を受け
る権利を有することを確信し、また、障害者
及びその家族の構成員が、障害者の権利の完
全かつ平等な享有に向けて家族が貢献するこ
とを可能とするために必要な保護及び支援を
受けるべきであることを確信し、

⒴ 障害者の権利及び尊厳を促進し、及び保護
するための包括的かつ総合的な国際条約が、
開発途上国及び先進国において、障害者の社
会的に著しく不利な立場を是正することに重
要な貢献を行うこと並びに障害者が市民的、
政治的、経済的、社会的及び文化的分野に均
等な機会により参加することを促進すること
を確信して、

次のとおり協定した。
第１条 目的
この条約は、すべての障害者によるあらゆる人

権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進
し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固
有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又

は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁
との相互作用により他の者と平等に社会に完全か
つ効果的に参加することを妨げられることのある
ものを含む。

第２条 定義
この条約の適用上、
「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触
覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマル
チメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗
読者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに
補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様
式（利用可能な情報通信技術を含む。）をいう。
「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態
の非音声言語をいう。
「障害を理由とする差別」とは、障害を理由と
するあらゆる区別、排除又は制限であって、政治
的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあ
らゆる分野において、他の者と平等にすべての人
権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使す
ることを害し、又は妨げる目的又は効果を有する
ものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆ
る形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含
む。
「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等に
すべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使
することを確保するための必要かつ適当な変更及
び調整であって、特定の場合において必要とされ
るものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負
担を課さないものをいう。
「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別
な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲
ですべての人が使用することのできる製品、環
境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサ
ルデザインは、特定の障害者の集団のための支援
装置が必要な場合には、これを排除するものでは
ない。
第３条 一般原則
この条約の原則は、次のとおりとする。
⒜ 固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自
由を含む。）及び個人の自立を尊重すること。
⒝ 差別されないこと。
⒞ 社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会
に受け入れられること。
⒟ 人間の多様性及び人間性の一部として、障
害者の差異を尊重し、及び障害者を受け入れ
ること。
⒠ 機会の均等
⒡ 施設及びサービスの利用を可能にするこ
と。
⒢ 男女の平等
⒣ 障害のある児童の発達しつつある能力を尊
重し、及び障害のある児童がその同一性を保
持する権利を尊重すること。
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第４条 一般的義務
１ 締約国は、障害を理由とするいかなる差別も
なしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基
本的自由を完全に実現することを確保し、及び
促進することを約束する。このため、締約国
は、次のことを約束する。
⒜ この条約において認められる権利の実現の
ため、すべての適当な立法措置、行政措置そ
の他の措置をとること。

⒝ 障害者に対する差別となる既存の法律、規
則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するた
めのすべての適当な措置（立法を含む。）を
とること。

⒞ すべての政策及び計画において障害者の人
権の保護及び促進を考慮に入れること。

⒟ この条約と両立しないいかなる行為又は慣
行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこ
の条約に従って行動することを確保するこ
と。

⒠ 個人、団体又は民間企業による障害を理由
とする差別を撤廃するためのすべての適当な
措置をとること。

⒡ 障害者による利用可能性及び使用を促進
し、並びに基準及び指針の整備に当たりユニ
バーサルデザインを促進するため、第二条に
定めるすべての人が使用することのできる製
品、サービス、設備及び施設であって、障害
者に特有のニーズを満たすために可能な限り
最低限の調整及び最小限の費用を要するもの
についての研究及び開発を約束し、又は促進
すること。

⒢ 障害者に適した新たな技術（情報通信技術、
移動補助具、装置及び支援技術を含む。）で
あって、妥当な費用であることを優先させた
ものについての研究及び開発を約束し、又は
促進し、並びにその新たな技術の利用可能性
及び使用を促進すること。

⒣ 移動補助具、装置及び支援技術（新たな技
術を含む。）並びに他の形態の援助、支援サー
ビス及び施設に関する情報であって、障害者
にとって利用可能なものを提供すること。

⒤ この条約において認められる権利によって
保障される支援及びサービスをより良く提供
するため、障害者と共に行動する専門家及び
職員に対する研修を促進すること。

２ 締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に
関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的
に達成するため、自国における利用可能な手段
を最大限に用いることにより、また、必要な場

合には国際協力の枠内で、措置をとることを約
束する。ただし、この条約に定める義務であっ
て、国際法に従って直ちに適用可能なものに影
響を及ぼすものではない。
３ 締約国は、この条約を実施するための法令及
び政策の作成及び実施に当たり、並びにその他
の障害者に関する問題についての意思決定過程
において、障害者（障害のある児童を含む。）
を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議
し、及び障害者を積極的に関与させる。
４ この条約のいかなる規定も、締約国の法律又
は締約国について効力を有する国際法に含まれ
る規定であって障害者の権利の実現に一層貢献
するものに影響を及ぼすものではない。この条
約のいずれかの締約国において法律、条約、規
則又は慣習によって認められ、又は存する人権
及び基本的自由については、この条約がそれら
の権利若しくは自由を認めていないこと又はそ
の認める範囲がより狭いことを理由として、そ
れらの権利及び自由を制限し、又は侵してはな
らない。
５ この条約は、いかなる制限又は例外もなし
に、連邦国家のすべての地域について適用す
る。
第５条 平等及び差別されないこと
１ 締約国は、すべての者が、法律の前に又は法
律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別
もなしに法律による平等の保護及び利益を受け
る権利を有することを認める。
２ 締約国は、障害を理由とするあらゆる差別を
禁止するものとし、いかなる理由による差別に
対しても平等のかつ効果的な法的保護を障害者
に保障する。
３ 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃す
ることを目的として、合理的配慮が提供される
ことを確保するためのすべての適当な措置をと
る。
４ 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成す
るために必要な特別の措置は、この条約に規定
する差別と解してはならない。
第６条 障害のある女子
１ 締約国は、障害のある女子が複合的な差別を
受けていることを認識し、及びこの点に関し、
障害のある女子がすべての人権及び基本的自由
を完全かつ平等に享有することを確保するため
の措置をとる。
２ 締約国は、女子に対してこの条約に定める人
権及び基本的自由を行使し、及び享有すること
を保障することを目的として、女子の完全な能
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力開発、向上及び自律的な意思決定力を確保す
るためのすべての適当な措置をとる。

第７条 障害のある児童
１ 締約国は、障害のある児童が他の児童と平等
にすべての人権及び基本的自由を完全に享有す
ることを確保するためのすべての必要な措置を
とる。

２ 障害のある児童に関するすべての措置をとる
に当たっては、児童の最善の利益が主として考
慮されるものとする。

３ 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を
及ぼすすべての事項について自由に自己の意見
を表明する権利並びにこの権利を実現するため
の障害及び年齢に適した支援を提供される権利
を有することを確保する。この場合において、
障害のある児童の意見は、他の児童と平等に、
その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮
されるものとする。

第８条 意識の向上
１ 締約国は、次のことのための即時の、効果的
なかつ適当な措置をとることを約束する。
⒜ 障害者に関する社会全体（家族を含む。）
の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び
尊厳に対する尊重を育成すること。

⒝ あらゆる活動分野における障害者に関する
定型化された観念、偏見及び有害な慣行（性
及び年齢を理由とするものを含む。）と戦う
こと。

⒞ 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上
させること。

２ このため、１の措置には、次のことを含む。
⒜ 次のことのための効果的な公衆の意識の啓
発活動を開始し、及び維持すること。
ⅰ 障害者の権利に対する理解を育てるこ
と。

ⅱ 障害者に対する肯定的認識及び一層の社
会の啓発を促進すること。

ⅲ 障害者の技術、価値及び能力並びに職場
及び労働市場に対する障害者の貢献につい
ての認識を促進すること。

⒝ 教育制度のすべての段階（幼年期からのす
べての児童に対する教育制度を含む。）にお
いて、障害者の権利を尊重する態度を育成す
ること。

⒞ すべてのメディア機関が、この条約の目的
に適合するように障害者を描写するよう奨励
すること。

⒟ 障害者及びその権利に関する啓発のための
研修計画を促進すること。

第９条 施設及びサービスの利用可能性
１ 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生
活のあらゆる側面に完全に参加することを可能
にすることを目的として、障害者が、他の者と
平等に、都市及び農村の双方において、自然環
境、輸送機関、情報通信（情報通信技術及び情
報通信システムを含む。）並びに公衆に開放さ
れ、又は提供される他の施設及びサービスを利
用することができることを確保するための適当
な措置をとる。この措置は、施設及びサービス
の利用可能性における障害及び障壁を特定し、
及び撤廃することを含むものとし、特に次の事
項について適用する。
⒜ 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋
外の施設（学校、住居、医療施設及び職場を
含む。）
⒝ 情報、通信その他のサービス（電子サービ
ス及び緊急事態に係るサービスを含む。）

２ 締約国は、また、次のことのための適当な措
置をとる。
⒜ 公衆に開放され、又は提供される施設及び
サービスの利用可能性に関する最低基準及び
指針の実施を発展させ、公表し、及び監視す
ること。
⒝ 公衆に開放され、又は提供される施設及び
サービスを提供する民間の団体が、障害者に
とっての施設及びサービスの利用可能性のあ
らゆる側面を考慮することを確保すること。
⒞ 障害者が直面している施設及びサービスの
利用可能性に係る問題についての研修を関係
者に提供すること。
⒟ 公衆に開放された建物その他の施設におい
て、点字の標識及び読みやすく、かつ、理解
しやすい形式の標識を提供すること。
⒠ 公衆に開放された建物その他の施設の利用
可能性を容易にするための生活支援及び仲介
する者（案内者、朗読者及び専門の手話通訳
を含む。）を提供すること。
⒡ 障害者による情報の利用を確保するため、
障害者に対する他の適当な形態の援助及び支
援を促進すること。
⒢ 障害者による新たな情報通信技術及び情報
通信システム（インターネットを含む。）の
利用を促進すること。
⒣ 情報通信技術及び情報通信システムを最小
限の費用で利用可能とするため、早い段階
で、利用可能な情報通信技術及び情報通信シ
ステムの設計、開発、生産及び分配を促進す
ること。
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第１０条 生命に対する権利
締約国は、すべての人間が生命に対する固有の

権利を有することを再確認するものとし、障害者
が他の者と平等にその権利を効果的に享有するこ
とを確保するためのすべての必要な措置をとる。
第１１条 危険な状況及び人道上の緊急事態
締約国は、国際法（国際人道法及び国際人権法

を含む。）に基づく自国の義務に従い、危険な状
況（武力紛争、人道上の緊急事態及び自然災害の
発生を含む。）において障害者の保護及び安全を
確保するためのすべての必要な措置をとる。
第１２条 法律の前にひとしく認められる権利
１ 締約国は、障害者がすべての場所において法
律の前に人として認められる権利を有すること
を再確認する。

２ 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面にお
いて他の者と平等に法的能力を享有することを
認める。

３ 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当
たって必要とする支援を利用することができる
ようにするための適当な措置をとる。

４ 締約国は、法的能力の行使に関連するすべて
の措置において、濫用を防止するための適当か
つ効果的な保護を国際人権法に従って定めるこ
とを確保する。当該保護は、法的能力の行使に
関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好
を尊重すること、利益相反を生じさせず、及び
不当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に
応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期
間に適用すること並びに権限のある、独立の、
かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な
審査の対象とすることを確保するものとする。
当該保護は、当該措置が障害者の権利及び利益
に及ぼす影響の程度に応じたものとする。

５ 締約国は、この条の規定に従うことを条件と
して、障害者が財産を所有し、又は相続し、自
己の会計を管理し、及び銀行貸付け、抵当その
他の形態の金融上の信用について均等な機会を
有することについての平等の権利を確保するた
めのすべての適当かつ効果的な措置をとるもの

し

とし、障害者がその財産を恣意的に奪われない
ことを確保する。

第１３条 司法手続の利用
１ 締約国は、障害者がすべての法的手続（捜査
段階その他予備的な段階を含む。）において直
接及び間接の参加者（証人を含む。）として効
果的な役割を果たすことを容易にするため、手
続上の配慮及び年齢に適した配慮が提供される
こと等により、障害者が他の者と平等に司法手

続を効果的に利用することを確保する。
２ 締約国は、障害者が司法手続を効果的に利用
することに役立てるため、司法に係る分野に携
わる者（警察官及び刑務官を含む。）に対する
適当な研修を促進する。
第１４条 身体の自由及び安全
１ 締約国は、障害者に対し、他の者と平等に次
のことを確保する。
⒜ 身体の自由及び安全についての権利を享有
すること。

し

⒝ 不法に又は恣意的に自由を奪われないこ
と、いかなる自由のはく奪も法律に従って行
われること及びいかなる場合においても自由
のはく奪が障害の存在によって正当化されな
いこと。

２ 締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自
由を奪われた場合であっても、当該障害者が、
他の者と平等に国際人権法による保障を受ける
権利を有すること並びにこの条約の目的及び原
則に従って取り扱われること（合理的配慮の提
供によるものを含む。）を確保する。
第１５条 拷問又は残虐な、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
１ いかなる者も、拷問又は残虐な、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を
受けない。特に、いかなる者も、その自由な同
意なしに医学的又は科学的実験を受けない。
２ 締約国は、障害者が拷問又は残虐な、非人道
的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑
罰を受けることを防止するため、他の者との平
等を基礎として、すべての効果的な立法上、行
政上、司法上その他の措置をとる。
第１６条 搾取、暴力及び虐待からの自由
１ 締約国は、家庭の内外におけるあらゆる形態
の搾取、暴力及び虐待（性別を理由とするもの
を含む。）から障害者を保護するためのすべて
の適当な立法上、行政上、社会上、教育上その
他の措置をとる。
２ また、締約国は、特に、障害者及びその家族
並びに介護者に対する適当な形態の性別及び年
齢に配慮した援助及び支援（搾取、暴力及び虐
待の事案を防止し、認識し、及び報告する方法
に関する情報及び教育を提供することによるも
のを含む。）を確保することにより、あらゆる
形態の搾取、暴力及び虐待を防止するためのす
べての適当な措置をとる。締約国は、保護事業
が年齢、性別及び障害に配慮したものであるこ
とを確保する。
３ 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐
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待の発生を防止するため、障害者に役立つこと
を意図したすべての施設及び計画が独立した当
局により効果的に監視されることを確保する。

４ 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐
待の被害者となる障害者の身体的、認知的及び
心理的な回復及びリハビリテーション並びに社
会復帰を促進するためのすべての適当な措置
（保護事業の提供によるものを含む。）をとる。
このような回復及び復帰は、障害者の健康、福
祉、自尊心、尊厳及び自律を育成する環境にお
いて行われるものとし、性別及び年齢に応じた
ニーズを考慮に入れる。

５ 締約国は、障害者に対する搾取、暴力及び虐
待の事案が特定され、捜査され、及び適当な場
合には訴追されることを確保するための効果的
な法令及び政策（女子及び児童に重点を置いた
法令及び政策を含む。）を実施する。

第１７条 個人が健全であることの保護
すべての障害者は、他の者と平等に、その心身

が健全であることを尊重される権利を有する。
第１８条 移動の自由及び国籍についての権利
１ 締約国は、障害者に対して次のことを確保す
ること等により、障害者が他の者と平等に移動
の自由、居住の自由及び国籍についての権利を
有することを認める。
⒜ 国籍を取得し、及び変更する権利を有する

し

こと並びにその国籍を恣意的に又は障害を理
由として奪われないこと。

⒝ 国籍に係る文書若しくは身元に係る他の文
書を入手し、所有し、及び利用すること又は
移動の自由についての権利の行使を容易にす
るために必要とされる関連手続（例えば、出
入国の手続）を利用することを、障害を理由
として奪われないこと。

⒞ いずれの国（自国を含む。）からも自由に
離れることができること。

し

⒟ 自国に戻る権利を恣意的に又は障害を理由
として奪われないこと。

２ 障害のある児童は、出生の後直ちに登録され
る。障害のある児童は、出生の時から氏名を有
する権利及び国籍を取得する権利を有するもの
とし、また、できる限りその父母を知り、か
つ、その父母によって養育される権利を有す
る。

第１９条 自立した生活及び地域社会に受け入れら
れること
この条約の締約国は、すべての障害者が他の者

と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する
平等の権利を認めるものとし、障害者が、この権

利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に受け
入れられ、及び参加することを容易にするための
効果的かつ適当な措置をとる。この措置には、次
のことを確保することによるものを含む。
⒜ 障害者が、他の者と平等に、居住地を選択
し、及びどこで誰と生活するかを選択する機
会を有すること並びに特定の居住施設で生活
する義務を負わないこと。
⒝ 地域社会における生活及び地域社会への受
入れを支援し、並びに地域社会からの孤立及
び隔離を防止するために必要な在宅サービ
ス、居住サービスその他の地域社会支援サー
ビス（人的支援を含む。）を障害者が利用す
ることができること。
⒞ 一般住民向けの地域社会サービス及び施設
が、障害者にとって他の者と平等に利用可能
であり、かつ、障害者のニーズに対応してい
ること。

第２０条 個人的な移動を容易にすること
締約国は、障害者ができる限り自立して移動す
ることを容易にすることを確保するための効果的
な措置をとる。この措置には、次のことによるも
のを含む。
⒜ 障害者が、自ら選択する方法で、自ら選択
する時に、かつ、妥当な費用で個人的に移動
することを容易にすること。
⒝ 障害者が質の高い移動補助具、装置、支援
技術、生活支援及び仲介する者を利用するこ
とを容易にすること（これらを妥当な費用で
利用可能なものとすることを含む。）。
⒞ 障害者及び障害者と共に行動する専門職員
に対し、移動技術に関する研修を提供するこ
と。
⒟ 移動補助具、装置及び支援技術を生産する
事業体に対し、障害者の移動のあらゆる側面
を考慮するよう奨励すること。

第２１条 表現及び意見の自由並びに情報の利用
締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる
形態の意思疎通であって自ら選択するものによ
り、表現及び意見の自由（他の者と平等に情報及
び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。）
についての権利を行使することができることを確
保するためのすべての適当な措置をとる。この措
置には、次のことによるものを含む。
⒜ 障害者に対し、様々な種類の障害に相応し
た利用可能な様式及び技術により、適時に、
かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの
情報を提供すること。
⒝ 公的な活動において、手話、点字、補助的
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及び代替的な意思疎通並びに障害者が自ら選
択する他のすべての利用可能な意思疎通の手
段、形態及び様式を用いることを受け入れ、
及び容易にすること。

⒞ 一般公衆に対してサービス（インターネッ
トによるものを含む。）を提供する民間の団
体が情報及びサービスを障害者にとって利用
可能又は使用可能な様式で提供するよう要請
すること。

⒟ マスメディア（インターネットを通じて情
報を提供する者を含む。）がそのサービスを
障害者にとって利用可能なものとするよう奨
励すること。

⒠ 手話の使用を認め、及び促進すること。
第２２条 プライバシーの尊重
１ いかなる障害者も、居住地又は居住施設のい
かんを問わず、そのプライバシー、家族、住居

し

又は通信その他の形態の意思疎通に対して恣意
的に又は不法に干渉されず、また、名誉及び信
用を不法に攻撃されない。障害者は、このよう
な干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権
利を有する。

２ 締約国は、他の者と平等に、障害者の個人、
健康及びリハビリテーションに関する情報に係
るプライバシーを保護する。

第２３条 家庭及び家族の尊重
１ 締約国は、他の者と平等に、婚姻、家族及び
親子関係に係るすべての事項に関し、障害者に
対する差別を撤廃するための効果的かつ適当な
措置をとる。この措置は、次のことを確保する
ことを目的とする。
⒜ 婚姻をすることができる年齢のすべての障
害者が、両当事者の自由かつ完全な合意に基
づいて婚姻をし、かつ、家族を形成する権利
を認めること。

⒝ 障害者が子の数及び出産の間隔を自由にか
つ責任をもって決定する権利並びに障害者が
年齢に適した情報、生殖及び家族計画に係る
教育を享受する権利を認め、並びに障害者が
これらの権利を行使することを可能とするた
めに必要な手段を提供されること。

⒞ 障害者（児童を含む。）が、他の者と平等
に生殖能力を保持すること。

２ 締約国は、子の後見、養子縁組又はこれらに
類する制度が国内法令に存在する場合には、そ
れらの制度に係る障害者の権利及び責任を確保
する。あらゆる場合において、子の最善の利益
は至上である。締約国は、障害者が子の養育に
ついての責任を遂行するに当たり、当該障害者

に対して適当な援助を与える。
３ 締約国は、障害のある児童が家庭生活につい
て平等の権利を有することを確保する。締約国
は、この権利を実現し、並びに障害のある児童
の隠匿、遺棄、放置及び隔離を防止するため、
障害のある児童及びその家族に対し、包括的な
情報、サービス及び支援を早期に提供すること
を約束する。
４ 締約国は、児童がその父母の意思に反してそ
の父母から分離されないことを確保する。ただ
し、権限のある当局が司法の審査に従うことを
条件として適用のある法律及び手続に従いその
分離が児童の最善の利益のために必要であると
決定する場合は、この限りでない。いかなる場
合にも、児童は、自己が障害を有すること又は
父母の一方若しくは双方が障害を有することを
理由として父母から分離されない。
５ 締約国は、近親の家族が障害のある児童を監
護することができない場合には、一層広い範囲
の家族の中で代替的な監護を提供し、及びこれ
が不可能なときは、地域社会の中で家庭的な環
境により代替的な監護を提供するようあらゆる
努力を払うことを約束する。
第２４条 教育
１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認
める。締約国は、この権利を差別なしに、か
つ、機会の均等を基礎として実現するため、次
のことを目的とするあらゆる段階における障害
者を包容する教育制度及び生涯学習を確保す
る。
⒜ 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値
についての意識を十分に発達させ、並びに人
権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強
化すること。
⒝ 障害者が、その人格、才能及び創造力並び
に精神的及び身体的な能力をその可能な最大
限度まで発達させること。
⒞ 障害者が自由な社会に効果的に参加するこ
とを可能とすること。

２ 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のこ
とを確保する。
⒜ 障害者が障害を理由として教育制度一般か
ら排除されないこと及び障害のある児童が障
害を理由として無償のかつ義務的な初等教育
から又は中等教育から排除されないこと。
⒝ 障害者が、他の者と平等に、自己の生活す
る地域社会において、包容され、質が高く、
かつ、無償の初等教育の機会及び中等教育の
機会を与えられること。
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⒞ 個人に必要とされる合理的配慮が提供され
ること。

⒟ 障害者が、その効果的な教育を容易にする
ために必要な支援を教育制度一般の下で受け
ること。

⒠ 学問的及び社会的な発達を最大にする環境
において、完全な包容という目標に合致する
効果的で個別化された支援措置がとられるこ
とを確保すること。

３ 締約国は、障害者が地域社会の構成員として
教育に完全かつ平等に参加することを容易にす
るため、障害者が生活する上での技能及び社会
的な発達のための技能を習得することを可能と
する。このため、締約国は、次のことを含む適
当な措置をとる。
⒜ 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及
び代替的な形態、手段及び様式並びに適応及
び移動のための技能の習得並びに障害者相互
による支援及び助言を容易にすること。

⒝ 手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的
な同一性の促進を容易にすること。

⒞ 視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重
複障害のある者（特に児童）の教育が、その
個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通
の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的
な発達を最大にする環境において行われるこ
とを確保すること。

４ 締約国は、１の権利の実現の確保を助長する
ことを目的として、手話又は点字について能力
を有する教員（障害のある教員を含む。）を雇
用し、並びに教育のすべての段階に従事する専
門家及び職員に対する研修を行うための適当な
措置をとる。この研修には、障害についての意
識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の
補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用
並びに障害者を支援するための教育技法及び教
材の使用を組み入れるものとする。

５ 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他
の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成人教
育及び生涯学習の機会を与えられることを確保
する。このため、締約国は、合理的配慮が障害
者に提供されることを確保する。

第２５条 健康
締約国は、障害者が障害を理由とする差別なし

に到達可能な最高水準の健康を享受する権利を有
することを認める。締約国は、障害者が性別に配
慮した保健サービス（保健に関連するリハビリ
テーションを含む。）を利用することができるこ
とを確保するためのすべての適当な措置をとる。

締約国は、特に、次のことを行う。
⒜ 障害者に対して他の者に提供されるものと
同一の範囲、質及び水準の無償の又は妥当な
保健及び保健計画（性及び生殖に係る健康並
びに住民のための公衆衛生計画の分野を含
む。）を提供すること。
⒝ 障害者が特にその障害のために必要とする
保健サービス（適当な場合には、早期発見及
び早期関与を含む。）並びに特に児童及び高
齢者の間で障害の悪化を最小限にし、及び防
止するためのサービスを提供すること。
⒞ これらの保健サービスを、障害者自身が属
する地域社会（農村を含む。）の可能な限り
近くにおいて提供すること。
⒟ 保健に従事する者に対し、特に、研修を通
じて及び公私の保健に関する倫理基準を定め
ることによって障害者の人権、尊厳、自立及
びニーズに関する意識を高めることにより、
他の者と同一の質の医療（例えば、情報に基
づく自由な同意を基礎とした医療）を障害者
に提供するよう要請すること。
⒠ 健康保険及び国内法により認められている
場合には生命保険の提供に当たり、公正かつ
妥当な方法で行い、及び障害者に対する差別
を禁止すること。
⒡ 保健若しくは保健サービス又は食糧及び飲
料の提供に関し、障害を理由とする差別的な
拒否を防止すること。

第２６条 リハビリテーション
１ 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十
分な身体的、精神的、社会的及び職業的な能力
を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆる
側面に完全に受け入れられ、及び参加すること
を達成し、及び維持することを可能とするため
の効果的かつ適当な措置（障害者相互による支
援を通じたものを含む。）をとる。このため、
締約国は、特に、保健、雇用、教育及び社会に
係るサービスの分野において、包括的なリハビ
リテーションのサービス及びプログラムを企画
し、強化し、及び拡張する。この場合におい
て、これらのサービス及びプログラムは、次の
ようなものとする。
⒜ 可能な限り初期の段階において開始し、並
びに個人のニーズ及び長所に関する総合的な
評価を基礎とすること。
⒝ 地域社会及び社会のあらゆる側面への参加
及び受入れを支援し、自発的なものとし、並
びに障害者自身が属する地域社会（農村を含
む。）の可能な限り近くにおいて利用可能な
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ものとすること。
２ 締約国は、リハビリテーションのサービスに
従事する専門家及び職員に対する初期研修及び
継続的な研修の充実を促進する。

３ 締約国は、障害者のために設計された支援装
置及び支援技術であって、リハビリテーション
に関連するものの利用可能性、知識及び使用を
促進する。

第２７条 労働及び雇用
１ 締約国は、障害者が他の者と平等に労働につ
いての権利を有することを認める。この権利に
は、障害者に対して開放され、障害者を受け入
れ、及び障害者にとって利用可能な労働市場及
び労働環境において、障害者が自由に選択し、
又は承諾する労働によって生計を立てる機会を
有する権利を含む。締約国は、特に次のことの
ための適当な措置（立法によるものを含む。）
をとることにより、労働についての障害者（雇
用の過程で障害を有することとなった者を含
む。）の権利が実現されることを保障し、及び
促進する。
⒜ あらゆる形態の雇用に係るすべての事項
（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、
昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含
む。）に関し、障害を理由とする差別を禁止
すること。

⒝ 他の者と平等に、公正かつ良好な労働条件
（例えば、均等な機会及び同一価値の労働に
ついての同一報酬）、安全かつ健康的な作業
条件（例えば、嫌がらせからの保護）及び苦
情に対する救済についての障害者の権利を保
護すること。

⒞ 障害者が他の者と平等に労働組合について
の権利を行使することができることを確保す
ること。

⒟ 障害者が技術及び職業の指導に関する一般
的な計画、職業紹介サービス並びに職業訓練
及び継続的な訓練を効果的に利用することを
可能とすること。

⒠ 労働市場において障害者の雇用機会の増大
を図り、及びその昇進を促進すること並びに
職業を求め、これに就き、これを継続し、及
びその職業に復帰する際の支援を促進するこ
と。

⒡ 自営活動の機会、起業能力、協同組合の発
展及び自己の事業の開始を促進すること。

⒢ 公的部門において障害者を雇用すること。
⒣ 適当な政策及び措置（積極的差別是正措置、
奨励措置その他の措置を含めることができ

る。）を通じて、民間部門における障害者の
雇用を促進すること。
⒤ 職場において合理的配慮が障害者に提供さ
れることを確保すること。
⒥ 開かれた労働市場において障害者が実務経
験を取得することを促進すること。
⒦ 障害者の職業リハビリテーション、職業の
保持及び職場復帰計画を促進すること。

２ 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状
態に置かれないこと及び他の者と平等に強制労
働から保護されることを確保する。
第２８条 相当な生活水準及び社会的な保障
１ 締約国は、障害者及びその家族の相当な生活
水準（相当な食糧、衣類及び住居を含む。）に
ついての障害者の権利並びに生活条件の不断の
改善についての障害者の権利を認めるものと
し、障害を理由とする差別なしにこの権利を実
現することを保障し、及び促進するための適当
な措置をとる。
２ 締約国は、社会的な保障についての障害者の
権利及び障害を理由とする差別なしにこの権利
を享受することについての障害者の権利を認め
るものとし、この権利の実現を保障し、及び促
進するための適当な措置をとる。この措置に
は、次の措置を含む。
⒜ 障害者が清浄な水のサービスを平等に利用
することを確保し、及び障害者が障害に関連
するニーズに係る適当かつ利用可能なサービ
ス、装置その他の援助を利用することを確保
するための措置
⒝ 障害者（特に、障害のある女子及び高齢者）
が社会的な保障及び貧困削減に関する計画を
利用することを確保するための措置
⒞ 貧困の状況において生活している障害者及
びその家族が障害に関連する費用を伴った国
の援助（適当な研修、カウンセリング、財政
的援助及び休息介護を含む。）を利用するこ
とを確保するための措置
⒟ 障害者が公営住宅計画を利用することを確
保するための措置
⒠ 障害者が退職に伴う給付及び計画を平等に
利用することを確保するための措置

第２９条 政治的及び公的活動への参加
締約国は、障害者に対して政治的権利を保障
し、及び他の者と平等にこの権利を享受する機会
を保障するものとし、次のことを約束する。
⒜ 特に次のことを行うことにより、障害者
が、直接に、又は自由に選んだ代表者を通じ
て、他の者と平等に政治的及び公的活動に効
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果的かつ完全に参加することができること
（障害者が投票し、及び選挙される権利及び
機会を含む。）を確保すること。
ⅰ 投票の手続、設備及び資料が適当であ
り、利用可能であり、並びにその理解及び
使用が容易であることを確保すること。

ⅱ 適当な場合には技術支援及び新たな技術
の使用を容易にすることにより、障害者
が、選挙及び国民投票において脅迫を受け
ることなく秘密投票によって投票する権利
並びに選挙に立候補する権利並びに政府の
あらゆる段階において効果的に在職し、及
びあらゆる公務を遂行する権利を保護する
こと。

ⅲ 選挙人としての障害者の意思の自由な表
明を保障すること。このため、必要な場合
には、障害者の要請に応じて当該障害者が
選択する者が投票の際に援助することを認
めること。

⒝ 障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平
等に政治に効果的かつ完全に参加することが
できる環境を積極的に促進し、及び政治への
障害者の参加を奨励すること。政治への参加
には、次のことを含む。
ⅰ 国の公的及び政治的活動に関係のある非
政府機関及び非政府団体に参加し、並びに
政党の活動及び運営に参加すること。

ⅱ 国際、国内、地域及び地方の各段階にお
いて障害者を代表するための組織を結成
し、並びにこれに参加すること。

第３０条 文化的な生活、レクリエーション、余暇
及びスポーツへの参加

１ 締約国は、障害者が他の者と平等に文化的な
生活に参加する権利を認めるものとし、障害者
が次のことを行うことを確保するためのすべて
の適当な措置をとる。
⒜ 利用可能な様式を通じて、文化的な作品を
享受すること。

⒝ 利用可能な様式を通じて、テレビジョン番
組、映画、演劇その他の文化的な活動を享受
すること。

⒞ 文化的な公演又はサービスが行われる場所
（例えば、劇場、博物館、映画館、図書館、
観光サービス）へのアクセスを享受し、並び
にできる限り自国の文化的に重要な記念物及
び遺跡へのアクセスを享受すること。

２ 締約国は、障害者が、自己の利益のためのみ
でなく、社会を豊かにするためにも、創造的、
芸術的及び知的な潜在能力を開発し、及び活用

する機会を有することを可能とするための適当
な措置をとる。
３ 締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護
する法律が、障害者が文化的な作品を享受する
機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならな
いことを確保するためのすべての適当な措置を
とる。
４ 障害者は、他の者と平等に、その独自の文化
的及び言語的な同一性（手話及び聴覚障害者の
文化を含む。）の承認及び支持を受ける権利を
有する。
５ 締約国は、障害者が他の者と平等にレクリ
エーション、余暇及びスポーツの活動に参加す
ることを可能とすることを目的として、次のこ
とのための適当な措置をとる。
⒜ 障害者があらゆる水準の一般のスポーツ活
動に可能な限り参加することを奨励し、及び
促進すること。
⒝ 障害者が障害に応じたスポーツ活動及びレ
クリエーション活動を組織し、及び発展さ
せ、並びにこれらに参加する機会を有するこ
とを確保すること。このため、適当な指導、
研修及び資源が他の者と平等に提供されるよ
う奨励すること。
⒞ 障害者がスポーツ、レクリエーション及び
観光の場所へのアクセスを認められることを
確保すること。
⒟ 障害のある児童が遊び、レクリエーショ
ン、余暇及びスポーツ活動（学校制度におけ
るこれらの活動を含む。）への参加について
均等な機会を享受することを確保すること。
⒠ 障害者がレクリエーション、観光、余暇及
びスポーツ活動の企画に関与する者による
サービスを利用することを確保すること。

第３１条 統計及び資料の収集
１ 締約国は、この条約を実現するための政策を
立案し、及び実施することを可能とするための
適当な情報（統計資料及び研究資料を含む。）
を収集することを約束する。この情報を収集
し、及び保存する過程は、次のことを満たさな
ければならない。
⒜ 障害者の秘密の保持及びプライバシーの尊
重を確保するため、法令によって定められた
保護（資料の保護に関する法令を含む。）を
遵守すること。
⒝ 人権及び基本的自由を保護するための国際
的に受け入れられた規範並びに統計の収集及
び利用に関する倫理上の原則を遵守するこ
と。
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２ この条の規定に従って収集された情報は、適
宜分類されるものとし、この条約に基づく締約
国の義務の履行の評価に役立てるため、並びに
障害者がその権利を行使する際に直面する障壁
を特定し、及び当該障壁に対処するために利用
される。

３ 締約国は、これらの統計の普及について責任
を負うものとし、障害者及び他の者が当該統計
を利用可能とすることを確保する。

第３２条 国際協力
１ 締約国は、この条約の目的及び趣旨を実現す
るための自国の努力を支援するために国際協力
及びその促進が重要であることを認識し、この
点に関し、国家間において並びに適当な場合に
は関連のある国際的及び地域的機関並びに市民
社会（特に障害者の組織）と連携して、適当か
つ効果的な措置をとる。これらの措置には、特
に次のことを含むことができる。
⒜ 国際協力（国際的な開発計画を含む。）が、
障害者を受け入れ、かつ、障害者にとって利
用可能なものであることを確保すること。

⒝ 能力の開発（情報、経験、研修計画及び最
良の実例の交換及び共有を通じたものを含
む。）を容易にし、及び支援すること。

⒞ 研究における協力並びに科学及び技術に関
する知識の利用を容易にすること。

⒟ 適当な場合には、技術援助及び経済援助
（利用可能な支援技術の利用及び共有を容易
にすることによる援助並びに技術移転を通じ
た援助を含む。）を提供すること。

２ この条の規定は、この条約に基づく義務を履
行する各締約国の義務に影響を及ぼすものでは
ない。

第３３条 国内における実施及び監視
１ 締約国は、自国の制度に従い、この条約の実
施に関連する事項を取り扱う一又は二以上の中
央連絡先を政府内に指定する。また、締約国
は、異なる部門及び段階における関連のある活
動を容易にするため、政府内における調整のた
めの仕組みの設置又は指定に十分な考慮を払
う。

２ 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に
従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び
監視するための枠組み（適当な場合には、一又
は二以上の独立した仕組みを含む。）を自国内
において維持し、強化し、指定し、又は設置す
る。締約国は、このような仕組みを指定し、又
は設置する場合には、人権の保護及び促進のた
めの国内機構の地位及び役割に関する原則を考

慮に入れる。
３ 市民社会（特に、障害者及び障害者を代表す
る団体）は、監視の過程に十分に関与し、かつ、
参加する。
第３４条 障害者の権利に関する委員会
１ 障害者の権利に関する委員会（以下「委員会」
という。）を設置する。委員会は、以下に定め
る任務を遂行する。
２ 委員会は、この条約の効力発生の時は１２人の
専門家で構成する。更に６０の国がこの条約を批
准し、又はこれに加入した後は、委員会の委員
の数を６人まで増加させ、最大で１８人とする。
３ 委員会の委員は、個人の資格で職務を遂行す
るものとし、徳望が高く、かつ、この条約が対
象とする分野において能力及び経験を認められ
た者とする。締約国は、委員の候補者を指名す
るに当たり、第四条３の規定に十分な考慮を払
うよう要請される。
４ 委員会の委員については、締約国が、委員の
配分が地理的に衡平に行われること、異なる文
明形態及び主要な法体系が代表されること、男
女が衡平に代表されること並びに障害のある専
門家が参加することを考慮に入れて選出する。
５ 委員会の委員は、締約国会議の会合におい
て、締約国により当該締約国の国民の中から指
名された者の名簿の中から秘密投票により選出
される。締約国会議の会合は、締約国の３分の
２をもって定足数とする。これらの会合におい
ては、出席し、かつ、投票する締約国の代表に
よって投じられた票の最多数で、かつ、過半数
の票を得た者をもって委員会に選出された委員
とする。
６ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効
力発生の日の後六箇月以内に行う。国際連合事
務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも
四箇月前までに、締約国に対し、自国が指名す
る者の氏名を二箇月以内に提出するよう書簡で
要請する。その後、同事務総長は、指名された
者のアルファベット順による名簿（これらの者
を指名した締約国名を表示した名簿とする。）
を作成し、この条約の締約国に送付する。
７ 委員会の委員は、４年の任期で選出される。
委員は、一回のみ再選される資格を有する。た
だし、最初の選挙において選出された委員のう
ち６人の委員の任期は、２年で終了するものと
し、これらの６人の委員は、最初の選挙の後直
ちに、５に規定する会合の議長によりくじ引で
選ばれる。
８ 委員会の６人の追加的な委員の選挙は、この
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条の関連する規定に従って定期選挙の際に行わ
れる。

９ 委員会の委員が死亡し、辞任し、又は他の理
由のために職務を遂行することができなくなっ
たことを宣言した場合には、当該委員を指名し
た締約国は、残余の期間職務を遂行する他の専
門家であって、資格を有し、かつ、この条の関
連規定に定める条件を満たすものを任命する。

１０ 委員会は、その手続規則を定める。
１１ 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定
める任務を効果的に遂行するために必要な職員
及び便益を提供するものとし、委員会の最初の
会合を招集する。

１２ この条約に基づいて設置される委員会の委員
は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考
慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得
て、国際連合の財源から報酬を受ける。

１３ 委員会の委員は、国際連合の特権及び免除に
関する条約の関連規定に規定する国際連合のた
めの職務を遂行する専門家の便益、特権及び免
除を享受する。

第３５条 締約国による報告
１ 各締約国は、この条約に基づく義務を履行す
るためにとった措置及びこれらの措置によりも
たらされた進歩に関する包括的な報告を、この
条約が自国について効力を生じた後２年以内に
国際連合事務総長を通じて委員会に提出する。

２ その後、締約国は、少なくとも４年ごとに、
更に委員会が要請するときはいつでも、その後
の報告を提出する。

３ 委員会は、報告の内容について適用される指
針を決定する。

４ 委員会に対して包括的な最初の報告を提出し
た締約国は、その後の報告においては、既に提
供した情報を繰り返す必要はない。締約国は、
委員会に対する報告を作成するに当たり、公開
され、かつ、透明性のある過程において作成す
ることを検討し、及び第四条３の規定に十分な
考慮を払うよう要請される。

５ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程
度に影響を及ぼす要因及び障害を記載すること
ができる。

第３６条 報告の検討
１ 委員会は、各報告を検討する。委員会は、当
該報告について、適当と認める提案及び一般的
な性格を有する勧告を行うことができるものと
し、これらの提案及び一般的な性格を有する勧
告を関係締約国に送付する。当該関係締約国
は、委員会に対し、自国が選択する情報を提供

することにより回答することができる。委員会
は、この条約の実施に関連する追加の情報を当
該関係締約国に要請することができる。
２ いずれかの締約国による報告の提出が著しく
遅延している場合には、委員会は、委員会に
とって利用可能な信頼し得る情報を基礎として
当該締約国におけるこの条約の実施状況を審査
することが必要であることを当該締約国に通報
することができる。ただし、この審査は、関連
する報告がその通報の後三箇月以内に提出され
ない場合にのみ行われる。委員会は、当該締約
国がその審査に参加するよう要請する。当該締
約国が関連する報告を提出することにより回答
する場合には、１の規定を適用する。
３ 国際連合事務総長は、１の報告をすべての締
約国が利用することができるようにする。
４ 締約国は、１の報告を自国において公衆が広
く利用することができるようにし、これらの報
告に関連する提案及び一般的な性格を有する勧
告の利用を容易にする。
５ 委員会は、適当と認める場合には、締約国か
らの報告に記載されている技術的な助言若しく
は援助の要請又はこれらの必要性の記載に対処
するため、これらの要請又は必要性の記載に関
する委員会の見解及び勧告がある場合には当該
見解及び勧告とともに、国際連合の専門機関、
基金及び計画その他の権限のある機関に当該報
告を送付する。
第３７条 締約国と委員会との間の協力
１ 各締約国は、委員会と協力するものとし、委
員の任務の遂行を支援する。
２ 委員会は、締約国との関係において、この条
約の実施のための当該締約国の能力を向上させ
る方法及び手段（国際協力を通じたものを含
む。）に十分な考慮を払う。
第３８条 委員会と他の機関との関係
この条約の効果的な実施を促進し、及びこの条
約が対象とする分野における国際協力を奨励する
ため、
⒜ 専門機関その他の国際連合の機関は、その
任務の範囲内にある事項に関するこの条約の
規定の実施についての検討に際し、代表を出
す権利を有する。委員会は、適当と認める場
合には、専門機関その他の権限のある機関に
対し、これらの機関の任務の範囲内にある事
項に関するこの条約の実施について専門家の
助言を提供するよう要請することができる。
委員会は、専門機関その他の国際連合の機関
に対し、これらの機関の任務の範囲内にある
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事項に関するこの条約の実施について報告を
提出するよう要請することができる。

⒝ 委員会は、その任務を遂行するに当たり、
それぞれの報告に係る指針、提案及び一般的
な性格を有する勧告の整合性を確保し、並び
にその任務の遂行における重複を避けるた
め、適当な場合には、人権に関する国際条約
によって設置された他の関連する組織と協議
する。

第３９条 委員会の報告
委員会は、その活動につき２年ごとに国際連合

総会及び経済社会理事会に報告するものとし、ま
た、締約国から得た報告及び情報の検討に基づく
提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことが
できる。これらの提案及び一般的な性格を有する
勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見
とともに、委員会の報告に記載する。
第４０条 締約国会議
１ 締約国は、この条約の実施に関する事項を検
討するため、定期的に締約国会議を開催する。

２ 締約国会議は、この条約が効力を生じた後六
箇月以内に国際連合事務総長が招集する。その
後の締約国会議は、２年ごとに又は締約国会議
の決定に基づき同事務総長が招集する。

第４１条 寄託
この条約の寄託者は、国際連合事務総長とす

る。
第４２条 署名
この条約は、２００７年３月３０日から、ニューヨー
クにある国際連合本部において、すべての国及び
地域的な統合のための機関による署名のために開
放しておく。
第４３条 拘束されることについての同意
この条約は、署名国によって批准されなければ

ならず、また、署名した地域的な統合のための機
関によって正式確認されなければならない。この
条約は、これに署名していない国及び地域的な統
合のための機関による加入のために開放してお
く。
第４４条 地域的な統合のための機関
１ 「地域的な統合のための機関」とは、特定の
地域の主権国家によって構成される機関であっ
て、この条約が規律する事項に関してその構成
国から権限の委譲を受けたものをいう。地域的
な統合のための機関は、この条約の規律する事
項に関するその権限の範囲をこの条約の正式確
認書又は加入書において宣言する。その後、当
該機関は、その権限の範囲の実質的な変更を寄
託者に通報する。

２ この条約において「締約国」についての規定
は、地域的な統合のための機関の権限の範囲内
で当該機関について適用する。
３ 次条１並びに第４７条２及び３の規定の適用
上、地域的な統合のための機関が寄託する文書
は、これを数に加えてはならない。
４ 地域的な統合のための機関は、その権限の範
囲内の事項について、この条約の締約国である
その構成国の数と同数の票を締約国会議におい
て投ずる権利を行使することができる。当該機
関は、その構成国が自国の投票権を行使する場
合には、投票権を行使してはならない。その逆
の場合も、同様とする。
第４５条 効力発生
１ この条約は、２０番目の批准書又は加入書が寄
託された後３０日目の日に効力を生ずる。

２ この条約は、２０番目の批准書、正式確認書又
は加入書が寄託された後にこれを批准し、若し
くは正式確認し、又はこれに加入する国又は地
域的な統合のための機関については、その批准
書、正式確認書又は加入書の寄託の後３０日目の
日に効力を生ずる。
第４６条 留保
１ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保
は、認められない。
２ 留保は、いつでも撤回することができる。
第４７条 改正
１ いずれの締約国も、この条約の改正を提案
し、及び改正案を国際連合事務総長に提出する
ことができる。同事務総長は、締約国に対し、
改正案を送付するものとし、締約国による改正
案の審議及び決定のための締約国の会議の開催
についての賛否を通報するよう要請する。その
送付の日から四箇月以内に締約国の３分の１以
上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総
長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。
会議において出席し、かつ、投票する締約国の
３分の２以上の多数によって採択された改正案
は、同事務総長により、承認のために国際連合
総会に送付され、その後受諾のためにすべての
締約国に送付される。
２ １の規定により採択され、かつ、承認された
改正は、当該改正の採択の日における締約国の
３分の２以上が受諾書を寄託した後３０日目の日
に効力を生ずる。その後は、当該改正は、いず
れの締約国についても、その受諾書の寄託の後
３０日目の日に効力を生ずる。改正は、それを受
諾した締約国のみを拘束する。
３ 締約国会議がコンセンサス方式によって決定
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する場合には、１の規定により採択され、か
つ、承認された改正であって、第３４条及び第３８
条から第４０条までにのみ関連するものは、当該
改正の採択の日における締約国の３分の２以上
が受諾書を寄託した後３０日目の日に効力を生ず
る。

第４８条 廃棄
締約国は、国際連合事務総長に対して書面によ

る通告を行うことにより、この条約を廃棄するこ
とができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受
領した日の後１年で効力を生ずる。
第４９条 利用可能な様式
この条約は、利用可能な様式で提供される。

第５０条 正文
この条約は、アラビア語、中国語、英語、フラ

ンス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文
とする。

以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の
政府から正当に委任を受けてこの条約に署名し
た。
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55
１ 全体状況

■図表２―１ 障害者数

障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害児児児児児児児児児児児児児児児児・・・・・・・・・・・・・・・・者者者者者者者者者者者者者者者者数数数数数数数数数数数数数数数数のののののののののののののののの状状状状状状状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況況況況況況況

総 数 在 宅 者 施設入所者

身体障害児・者

１８歳未満 ９．８万人 ９．３万人 ０．５万人

１８歳以上 ３５６．４万人 ３４８．３万人 ８．１万人

合 計 ３６６．３万人（２９人） ３５７．６万人（２８人） ８．７万人（１人）

知的障害児・者

１８歳未満 １２．５万人 １１．７万人 ０．８万人

１８歳以上 ４１．０万人 ２９．０万人 １２．０万人

年齢不詳 １．２万人 １．２万人 ０．０万人

合 計 ５４．７万人（４人） ４１．９万人（３人） １２．８万人（１人）

精神障害者

２０歳未満 １６．４万人 １６．１万人 ０．３万人

２０歳以上 ２８５．８万人 ２５０．８万人 ３５．０万人

年齢不詳 ０．６万人 ０．５万人 ０．１万人

合 計 ３０２．８万人（２４人） ２６７．５万人（２１人） ３５．３万人（３人）

注１：（ ）内数字は、総人口１，０００人あたりの人数（平成１７年国勢調査人口による）。
注２：精神障害者の数は、ICD―１０の「Ｖ精神及び行動の障害」から精神遅滞を除いた数に、てんかんとアルツハイマー

の数を加えた患者数に対応しており、「患者調査」の外来患者を在宅者、入院患者を施設入所者とみなしている。
注３：身体障害児・者の施設入所者数には、高齢者関係施設入所者は含まれていない。

資料：「身体障害者」在宅者：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１８年）
施設入所者：厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１８年）等

「知的障害者」在宅者：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成１７年）
施設入所者：厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１７年）

「精神障害者」在宅者：厚生労働省「患者調査」（平成１７年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
施設入所者：厚生労働省「患者調査」（平成１７年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
で作成
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２ 年齢階層別の障害者数

■図表２―２ 年齢階層別障害者数の推移（身体障害者・在宅）

■図表２―３ 年齢階級別にみた身体障害者数（在宅）の人口比（対千人）

０～９歳 １０～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０歳～

３．２ ４．４ ４．１ ６．１ １１．６ ２４．４ ４８．９ ５８．３ ９４．９

単位：人

資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１８年）
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■図表２―４ 年齢階層別障害者数の推移（知的障害者・在宅）

３ 障害種別の障害者数

■図表２―６ 種類別障害者数の推移（身体障害者・在宅）

■図表２―５ 年齢階層別障害者数の推移（精神障害者・在宅）



付

録

229

■図表２―７ 種類別障害者数の推移（精神障害者・在宅）

■図表２―８ 精神障害者の精神疾患の種別構成割合
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■図表２―９ 障害の種類別・性別にみた身体障害児・者の状況

障害の種類 総数
性 別

男 女 不詳

総数 ３，４８３ １，８６９ １，５６２ ５１
（１００．０） （５３．７） （４４．８） （１．５）

視覚障害 ３１０ １４４ １６２ ４
（１００．０） （４６．５） （５２．３） （１．３）

聴覚・言語障害 ３４３ １６９ １６５ ９
（１００．０） （４９．３） （４８．１） （２．６）

聴覚障害 ２７６ １２４ １４６ ６
（１００．０） （４４．９） （５２．９） （２．２）

平衡機能障害 ２５ １２ １１ １
（１００．０） （４８．０） （４４．０） （４．０）

音声・言語・そしゃく
機能障害

４２ ３３ ７ ２
（１００．０） （７８．６） （１６．７） （４．８）

肢体不自由 １，７６０ ８９９ ８３５ ２５
（１００．０） （５１．１） （４７．４） （１．４）

上肢切断 ８２ ６５ １５ ２
（１００．０） （７９．３） （１８．３） （２．４）

上肢機能障害 ４４４ ２６１ １８１ ３
（１００．０） （５８．８） （４０．８） （０．７）

下肢切断 ６０ ４２ １７ １
（１００．０） （７０．０） （２８．３） （１．７）

下肢機能障害 ６２７ ２７５ ３４３ ８
（１００．０） （４３．９） （５４．７） （１．３）

体幹機能障害 １５３ ８７ ６４ ２
（１００．０） （５６．９） （４１．８） （１．３）

脳原性全身性
運動機能障害

５８ ３３ ２５ －
（１００．０） （５６．９） （４３．１） （－）

全身性運動機能障害
（多肢及び体幹）

３３７ １３７ １９０ ９
（１００．０） （４０．７） （５６．４） （２．７）

内部障害 １，０７０ ６５７ ４００ １３
（１００．０） （６１．４） （３７．４） （１．２）

心臓機能障害 ５９５ ３５４ ２３４ ７
（１００．０） （５９．５） （３９．３） （１．２）

呼吸器機能障害 ９７ ６９ ２８ １
（１００．０） （７１．１） （２８．９） （１．０）

じん臓機能障害 ２３４ １４５ ８７ ３
（１００．０） （６２．０） （３７．２） （１．３）

ぼうこう・
直腸機能障害

１３５ ８３ ４９ ２
（１００．０） （６１．５） （３６．３） （１．５）

小腸機能障害 ８ ７ ２ －
（１００．０） （８７．５） （２５．０） （－）

ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害

１ － １ －
（１００．０） （－） （１００．０） （－）

重複障害（再掲） ３１０ １９５ １０９ ５
（１００．０） （６２．９） （３５．２） （１．６）

障害の種類 総数
性 別

男 女 不詳

総数 ９３，１００ ４９，５００ ４３，６００ －
（１００．０） （５３．２） （４６．８） （－）

視覚障害 ４，９００ ２，２００ ２，８００ －
（１００．０） （４４．９） （５７．１） （－）

聴覚・言語障害 １７，３００ ９，０００ ８，４００ －
（１００．０） （５２．０） （４８．６） （－）

聴覚障害 １５，８００ ８，０００ ７，７００ －
（１００．０） （５０．６） （４８．７） （－）

平衡機能障害 － － － －
（－） （－） （－） （－）

音声・言語・そしゃく
機能障害

１，５００ ９００ ６００ －
（１００．０） （６０．０） （４０．０） （－）

肢体不自由 ５０，１００ ２８，８００ ２１，３００ －
（１００．０） （５７．５） （４２．５） （－）

上肢切断 ３００ － ３００ －
（１００．０） （－） （１００．０） （－）

上肢機能障害 １１，８００ ８，０００ ３，７００ －
（１００．０） （６７．８） （３１．４） （－）

下肢切断 ９００ ３００ ６００ －
（１００．０） （３３．３） （６６．７） （－）

下肢機能障害 ７，１００ ４，０００ ３，１００ －
（１００．０） （５６．３） （４３．７） （－）

体幹機能障害 ８，４００ ３，７００ ４，６００ －
（１００．０） （４４．０） （５４．８） （－）

脳原性全身性
運動機能障害

１１，４００ ７，４００ ４，０００ －
（１００．０） （６４．９） （３５．１） （－）

全身性運動機能障害
（多肢及び体幹）

１０，２００ ５，３００ ４，９００ －
（１００．０） （５２．０） （４８．０） （－）

内部障害 ２０，７００ ９，６００ １１，１００ －
（１００．０） （４６．４） （５３．６） （－）

心臓機能障害 １５，２００ ７，４００ ７，７００ －
（１００．０） （４８．７） （５０．７） （－）

呼吸器機能障害 １，９００ ９００ ９００ －
（１００．０） （４７．４） （４７．４） （－）

じん臓機能障害 １，５００ ９００ ６００ －
（１００．０） （６０．０） （４０．０） （－）

ぼうこう・
直腸機能障害

１，２００ － １，２００ －
（１００．０） （－） （１００．０） （－）

小腸機能障害 ６００ ３００ ３００ －
（１００．０） （５０．０） （５０．０） （－）

ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害

３００ － ３００ －
（１００．０） （－） （１００．０） （－）

重複障害（再掲） １５，２００ ８，７００ ６，５００ －
（１００．０） （５７．２） （４２．８） （－）

身体障害者（１８歳以上） 単位：千人（％） 身体障害児（１８歳未満） 単位：千人（％）

（注）（ ）内は構成比 資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１８年）
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■図表２―１０ 障害の種類別・障害の原因別にみた身体障害児・者数

総数

事 故 疾 病

出生時
の損傷 加齢 その他 不明 不詳交通

事故
労働
災害

その他
の事故

戦傷病
戦災 小計 感染症 中毒性

疾患
その他
の疾患 小計

総

数
３，４８３ １０６ １１３ １００ ２１ ３４１ ５８ ８ ６５６ ７２２ ７９ １６６ ３５６ ４４６ １３７２

（１００．０）（３．０） （３．２） （２．９） （０．６） （９．８） （１．７） （０．２）（１８．８）（２０．７） （２．３） （４．８）（１０．２）（１２．８）（３９．４）

視
覚
障
害

３１０ １１ ２ ８ ３ ２５ ４ １ ５６ ６１ １４ ７ ４１ ５８ １０５
（１００．０）（３．５） （０．６） （２．６） （１．０） （８．１） （１．３） （０．３）（１８．１）（１９．７） （４．５） （２．０）（１３．２）（１８．７）（３３．９）

聴
覚
・

言
語
障
害

３４３ ６ ３ ６ ２ １７ ３ － ４７ ５１ ７ ２９ ２９ ５１ １６０
（１００．０）（１．７） （０．９） （１．７） （０．６） （５．０） （０．９） （－）（１３．７）（１４．９） （２．０） （８．５） （８．５）（１５．０）（４６．７）

肢
体

不
自
由

１，７００ ８９ ９６ ８６ １４ ２８４ ３６ ２ ３５６ ３９４ ５３ ７０ １４５ １６３ ６５１
（１００．０）（５．１） （５．５） （４．９） （０．８）（１６．１） （２．０） （０．１）（２０．２）（２２．４） （３．０） （４．０） （８．２） （９．３）（３７．０）

内
部
障
害

１，０７０ １ １１ １ ２ １５ １５ ６ １９６ ２１６ ６ １０ １４２ １７４ ４５７
（１００．０）（０．１） （１．０） （０．１） （０．２） （１．４） （１．４） （０．６）（１８．３）（２０．２） （０．６） （５．６）（１３．３）（１６．３）（４２．７）

総数

事 故 疾 病

出生時
の損傷 その他 不明 不詳交通

事故
その他
の事故 小計 感染症 中毒性

疾患
その他
の疾患 小計

総

数
９３，１００ １，２００ １，５００ ２，７００ １，５００ ３００ ７，４００ ９，２００ １７，９００ １６，７００ ３２，２００ １４，２００
（１００．０） （１．３） （１．６） （２．９） （１．６） （０．３） （７．９） （９．９） （１９．２） （１７．９） （３４．６） （１５．３）

視
覚
障
害

４，９００ － － － ３００ － ３００ ６００ ６０６ １，２００ １，５００ ９００
（１００．０） （－） （－） （－） （６．１） （－） （６．１） （１２．２） （１２．２） （２４．５） （３０．６） （１８．４）

聴
覚
・

言
語
障
害

１７，３００ － － － － － ６００ ６００ １，５００ ９００ ９，６００ ４，６００
（１００．０） （－） （－） （－） （－） （－） （３．５） （３．５） （８．７） （５．２） （５５．５） （２６．６）

肢
体

不
自
由

５０，１００ １，２００ １，５００ ２，７００ ９００ － ４，９００ ５，８００ １４，２００ １０，２００ １１，８００ ５，３００
（１００．０） （２．４） （３．０） （５．４） （１．８） （－） （９．８） （１１．６） （２８．３） （２０．４） （２３．６） （１０．６）

内
部
障
害

２０，７００ － － － ３００ ３００ １，５００ ２，１００ １，５００ ４，３００ ９，３００ ３，４００
（１００．０） （－） （－） （－） （１．４） （１．４） （７．２） （１０．１） （７．２） （２０．８） （４４．９） （１６．４）

身体障害者（１８歳以上） 単位：千人（％）

身体障害児（１８歳未満） 単位：人（％）

（注）（ ）内は構成比 資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１８年）
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■図表２―１１ 障害の疾患別にみた身体障害児・者数

総数 脳性
マヒ

脊髄性
小児
マヒ

脊髄
損傷Ⅰ
（対マヒ）

脊髄
損傷Ⅱ
（四肢
マヒ）

進行性
筋萎縮
性疾患

脳
血管
障害

脳挫傷
その他の
脳神経
疾患

骨
関節
疾患

リウマチ
性疾患

中耳性
疾患

内耳性
疾患

３，４８３ ５４ ４３ ３３ ２４ ２１ ２７３ １１ ７３ ２３８ ９７ ３２ ４５
（１００．０） （１．６） （１．２） （１．０） （０．７） （０．８） （７．８） （０．３） （２．１） （６．８） （２．８） （０．９） （１．３）

総数 脳性
マヒ

脊髄性
小児
マヒ

脊髄
損傷Ⅰ
（対マヒ）

脊髄
損傷Ⅱ
（四肢
マヒ）

進行性
筋萎縮
性疾患

脳
血管
障害

脳挫傷
その他の
脳神経
疾患

骨
関節
疾患

中耳性
疾患

内耳性
疾患

角膜
疾患

９３，１００ ２４，１００ ３００ ９００ ６００ １，５００ ９００ ３００ ３，７００ ６００ ３００ ３，７００ ３００
（１００．０） （２５．９） （０．３） （１．０） （０．６） （１．６） （１．０） （０．３） （４．０） （０．６） （０．３） （４．０） （０．３）

水晶体
疾患

網脈絡膜
・

視神経系
疾患

じん臓
疾患 心臓疾患 呼吸器

疾患
ぼうこう
疾患 大腸疾患 小腸疾患

後天性
免疫不全
症候群

その他 不明 不詳

－ １，９００ １，２００ １２，４００ ３００ － ３００ ３００ － １６，４００ ４，６００ １８，２００
（－） （２．０） （１．３） （１３．３） （０．３） （－） （０．３） （０．３） （－） （１７．６） （５．０） （１９．５）

角膜
疾患

水晶体
疾患

網脈絡膜
・

視神経系
疾患

じん臓
疾患 心臓疾患 呼吸器

疾患
ぼうこう
疾患 大腸疾患 小腸疾患

後天性
免疫不全
症候群

その他 不明 不詳

１９ １１ ８４ １６３ ３５０ ５６ ２０ ５１ ４ ２ ２８６ ７８ １，４１４
（０．５） （０．３） （２．４） （４．７） （１０．０） （１．６） （０．６） （１．５） （０．１） （０．１） （８．２） （２．２） （４０．６）

身体障害者（１８歳以上） 単位：千人（％）

身体障害児（１８歳未満） 単位：人（％）

（注）（ ）内は構成比 資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１８年）
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４ 障害の発生年齢及び原因

■図表２―１２ 障害発生時の年齢階級（身体障害者・在宅）

■図表２―１３ 障害発生時の年齢階級（精神障害者・在宅）
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５ 障害の重度・重複化

■図表２―１４ 程度別障害者数の推移（身体障害児・者・在宅）
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■図表２―１５ 障害の重複状況（身体障害者・在宅）

■図表２―１６ 障害の重複状況（知的障害者・在宅）（複数回答）

■図表２―１７ 障害の程度別にみた知的障害児・者数（在宅）

■図表２―１８ 在宅知的障害児・者の療育手帳の所有状況

視覚障害 聴覚または
平衡機能の障害

音声機能、言語機能または、
そしゃく機能の障害 肢体不自由 内部障害

１６．３ １０．７ １７．７ ６８．５ １３．２

総数 最重度 重度 中度 軽度 不詳

総数 ４１９，０００ ６２，４００ １０２，２００ １０６，７００ ９７，５００ ５０，１００
（１００．０） （１４．９） （２４．４） （２５．５） （２３．３） （１２．０）

知的障害児
（１８歳未満）

１１７，３００ ２２，０００ ２８，１００ ２６，２００ ３３，３００ ７，７００
（１００．０） （１８．８） （２３．９） （２２．４） （２８．４） （６．５）

知的障害者
（１８歳以上）

２８９，６００ ３９，８００ ７３，７００ ７８，７００ ６３，０００ ３４，３００
（１００．０） （１３．７） （２５．５） （２７．２） （２１．８） （１１．９）

不詳 １２，１００ ６００ ４００ １，８００ １，２００ ８，１００
（１００．０） （５．０） （３．３） （１５．０） （１０．０） （６６．７）

手帳有 手帳無 不詳
総数 ９１．０ ５．８ ３．２

知的障害児（１８歳未満） ９１．２ ８．８ －
知的障害者（１８歳以上） ９３．４ ４．４ ２．２

不詳 ３１．７ １１．７ ５６．７

単位：％

資料：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成１７年）

単位：人（％）

（注）（ ）内は構成比 資料：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成１７年）

単位：％

資料：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成１７年）
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■図表２―１９ 精神障害者保健福祉手帳の交付者数

※障害児・者の状況及び障害者施策の状況に関する資料については内閣府ホームペー

ジに掲載されています。

http://www８.cao.go.jp/shougai/data/h１８．html

総数 １級 ２級 ３級
４０４，８８３ ７３，８１０ ２４８，１０２ ８２，９７１

単位：人

注：年度末交付者数から有効期限切れのものを除いた数
資料：厚生労働省「保健・衛生業務報告（衛生行政報告例）」（平成１９年３月末現在）
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●障害児に関する相談がしたい

相談窓口 ①児童相談所（平成１９年７月現在で全国１９６か所）
全国児童相談所一覧表 http://www.mhlw.go.jp/support/jidousoudan/index.html

②保健所（平成１９年４月現在で全国５１８か所）
保健所検索「全国保健所長会全国保健所一覧」
http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html

③各市町村の児童家庭相談窓口
相談内容 医師、児童心理司、ケースワーカーによる障害児に関する相談、指導等、また児童

相談所に於いては判定等

●身体障害者・知的障害者に関する相談がしたい

相談窓口 ①市町村福祉事務所（平成１９年４月現在で全国１，００７か所）
②市町村担当課（障害福祉）

相談内容 ケースワーカーによる身体障害者・知的障害者の福祉サービスについての相談、指
導等

●精神障害について相談したい

相談窓口 ①保健所（平成１９年４月現在で全国５１８か所）
保健所検索「全国保健所長会全国保健所一覧」
http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html

相談内容 ①医師、精神保健福祉相談員、保健師による精神障害者に関する相談、指導
②精神保健福祉士による精神障害者に関する相談、指導

●うつ・心の健康について相談がしたい

相談窓口 ①保健所
保健所検索「全国保健所長会全国保健所一覧」
http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html

②精神保健福祉センター（各都道府県・指定都市に設置）
相談内容 医師、保健師、精神保健福祉士等による相談・支援

●発達障害について相談したい

相談窓口 発達障害者支援センター
発達障害者支援センター一覧（発達障害情報センターホームページ）
http://www.mhlw.go.jp/ddis/index.html

（注）お住まいの地域に設置されていない場合には、最寄の児童相談所、市町村福祉事務所、保

健所にお問い合わせ下さい。

相談内容 発達障害児（者）及びその家族に対する専門的な相談

●障害者に関する専門的な相談がしたい

相談窓口 ①身体障害者更生相談所（平成２０年４月現在で全国７５か所）
②知的障害者更生相談所（平成２０年４月現在で全国７６か所）
③精神保健福祉センター（各都道府県・指定都市に設置）

相談内容 医師、保健師、心理判定員、ケースワーカーによる障害者に関する専門的な相談、
指導、判定

相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口口口
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●障害児の教育について相談したい

相談窓口 ①教育委員会
②特別支援教育センター等
高校についてはお住まいの都道府県・教育委員会へ、幼稚園と小中学校について
はお住まいの市町村の教育委員会へお問い合わせください。

相談内容 障害児に関する教育についての相談

●就職・採用について相談したい

相談窓口 公共職業安定所（ハローワーク）
全国ハローワークの所在案内 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

相談内容 企業への就職、職業訓練の受講、障害のある人を雇用したい等の相談

●障害者の雇用について相談したい

相談窓口 都道府県障害者雇用促進協会（各都道府県に設置）
都道府県障害者雇用推進協会等一覧
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f０４．html

相談内容 障害のある人を雇用する上で、必要な配慮や助成措置についての相談

●職業適性等について相談したい

相談窓口 地域障害者職業センター（各都道府県に設置）
地域障害者職業センター一覧（独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構ホー
ムページ） http://www/jeed.or.jp/jeed/location/loc０１．html＃０３

相談内容 職業適性、就職・職場適応や雇用管理についての専門的な相談

●仕事と生活の相談をしたい

相談窓口 障害者就業・生活支援センター（平成１９年３月末現在 全国１１０か所）
相談内容 就職に向けての準備、職場への適応、就業に伴う日常生活の社会・生活の悩み等に

ついての相談

●障害者の人権について相談したい

相談窓口 法務局・地方法務局及びその支局、人権擁護委員
法務局・地方法務局及びその支局の所在地等はこちら
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken２０．html
インターネット人権相談受付窓口はこちら
パソコン：http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken１１３．html
携帯電話：http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/００１．html

相談内容 障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害に関する相談

●障害者のための在宅サービスを受けたい

相談窓口 ①市町村担当課（老人福祉、障害福祉）
②市町村福祉事務所（平成１９年４月現在で全国１，００７か所）
③在宅介護支援センター
④高齢者総合相談センター（シルバー１１０番）（各都道府県に設置）

【 全国どこでもプッシュホン電話回線で＃８０８０と押すだけ】
相談内容 高齢者や障害者のための在宅介護サービスの相談
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●身体障害者のための各種サービスの情報を知りたい

相談窓口 ①障害者社会参加推進センター（各都道府県に設置）
②（福）日本身体障害者団体連合会内
中央障害者社会参加推進センター 【 ０３―３５６５―３３９９】

相談内容 朗読奉仕員、福祉タクシー、生活訓練等の各種サービスの情報提供相談

●障害者の年金について相談したい

相談窓口 障害基礎年金、障害厚生年金等
①ねんきんダイヤル
年金請求などの年金相談 【 ０５７０―０５―１１６５】
年金をお受けになっている方の年金相談 【 ０５７０―０７―１１６５】
②社会保険事務所（平成１９年４月現在で全国３１２か所）
③年金相談センター（平成１９年４月現在で全国５５か所）
相談窓口一覧（社会保険庁ホームページ）
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
労災年金
①労働基準監督署（平成１９年４月現在で全国３２３か所）
全国労働基準監督署の所在案内（厚生労働省ホームページ）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

相談内容 各種年金についての相談

●身体障害者が運転免許を取得したい

相談窓口 運転免許試験場（運転適性相談窓口）
相談内容 運転免許取得のための条件、手続き等の相談

●身体障害者が無線の資格を取得したい

相談窓口 ①（財）日本無線協会
②（財）日本アマチュア無線振興協会

相談内容 無線従事者資格取得のための条件、手続等の相談
総務省 無線従事者制度のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/operator/index.htm

●障害者等向けに自宅を改造したい

相談窓口 ①最寄りのリハビリテーションセンター
又は国立身体障害者リハビリテーションセンター
②最寄りの高齢者総合相談センター
又は（財）高齢者住宅財団

相談内容 障害者等向けの住宅改造の相談

●福祉用具について相談したい

相談窓口 （財）テクノエイド協会
相談内容 福祉用具の使用や購入の相談
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●身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬）について相談したい

相談窓口 各都道府県障害福祉担当課
厚生労働省補助犬ホームページ
http:/www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/

相談内容 身体障害者補助犬の使用や育成に役立てるための相談

●ボランティア活動を行いたい

相談窓口 ①市町村社会福祉協議会
各地の社会福祉協議会（社会福祉法人 全国社会福祉協議会ホームページ）
http://www.shakyo.or.jp/links/index.html
②（福）全国社会福祉協議会内 全国ボランティア活動振興センター

※【 ０３―３５８１―３４５５】
相談内容 ボランティア活動をやりたいが、どのようにすればよいのか

●福祉関係の仕事に就きたい

相談窓口 ①市町村社会福祉協議会
各地の社会福祉協議会（社会福祉法人 全国社会福祉協議会ホームページ）
http://www.shakyo.or.jp/links/index.html
②福祉人材センター（各都道府県に設置）
福祉人材センター・バンク一覧 http://www.fukushi-work.jp/
③中央福祉人材センター【 ０３―３５８１―７８０１】

相談内容 福祉関係の仕事をしたいが、どのようにすればよいのか

●障害者のための食生活情報を知りたい

相談窓口 （財）すこやか食生活協会
【 ０３―５６４１―５３１１・０３―５６４１―５３１２】
http://www.sukoyakanet.or.jp
「料理・献立のヒント」のテレフォンサービス
・東 京 ０３―５６４１―５３１５
・福 岡 ０９２―７２１―１３３３

相談内容 食生活の情報入手に関する相談。他に「料理・献立ヒント」をテレフォンサービス
及び JBS日本福祉放送（大阪の有線放送）で提供




