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な支援を図るため、被災地で対応する方々に向けて、支援の際の留意点
等の情報提供を行った。
また、災害時に必要な対応をまとめた冊子を作成し、その周知を行っ

た。
一方、就労支援としては、平成２３年３月末にハローワークに「震災特

別相談窓口」を設置し、被災者全般に対する職業相談等を実施している。
また、これに加え、同年４月から地域障害者職業センターに「特別相

談窓口」を設置し、ジョブコーチ支援や出張カウンセリング等のきめ細
かな支援を実施している。
さらに、同年５月からは、ハローワークによる避難所等への出張相談

において就労ニーズを把握した場合、地域障害者職業センターが訪問相
談を実施している。
文部科学省では、障害のある幼児児童生徒も含め、幼児児童生徒の教

育機会確保のため、就学援助等を実施するとともに、各都道府県教育委
員会等に対し、被災幼児児童生徒の学校への受入れを実施している。
さらに、震災により就学等困難となった特別支援学校及び特別支援学

級等の幼児児童生徒に対し就学支援を行うための経費や、障害のある幼
児児童生徒も含め、被災した幼児児童生徒等の心のケアの充実を図るた
め、スクールカウンセラー等を緊急派遣する経費及び特別支援学校にお
ける学習活動の充実を図る外部専門家の活用のための経費を措置し、障
害のある幼児児童生徒の就学支援の確保を図っている。
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は、「震災後の子どもたち

を支える教師のためのハンドブック～発達障害のある子どもへの対応を
中心に～」を作成し、ホームページに掲載するとともに、関係機関に配
布した。（http://www.nise.go.jp/cms/6,3758,53.html）
文部科学省及び厚生労働省では、被災した障害のある幼児児童生徒の

状況把握及び支援、教育委員会、学校等が支援を必要とする幼児児童生
徒を把握した場合に保護者の意向を確認した上で市町村障害児福祉主管
課に連絡するなどの教育と福祉との連携、障害児支援に関する相談窓口
等の周知について、各都道府県教育委員会、障害児福祉主管課に対し要
請している。
なお、内閣府では、障害者施策ホームページにおいて、障害のある人

への情報提供ページへのリンクが容易になるように東日本大震災関連情
報のコーナーを設けている。

２ 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
障害のある人の情報通信技術の利用機会の格差是正を図るため、障害の

ある人の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進すると
ともに、アクセシビリティ指針の策定、JIS 及び国際標準化の推進を通じ
て、これらシステムの普及を図り、また、ホームページ等のバリアフリー
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化を推進している。
テレワークの推進、情報ネットワークの整備、字幕付きビデオの作成等

による情報提供体制の整備や字幕放送等の推進を通じて、障害のある人へ
の情報提供の充実を図るとともに、手話、点訳等による支援やコミュニ
ケーション支援絵記号の規格化等によるコミュニケーション支援体制の充
実を推進。

【主な施策等】
○ 地域生活支援事業において、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
業」を実施。

○ テレワークが、様々な働き方を希望する人の就業機会の創出及び地域
の活性化等に資するものとして関係各省が連携して、テレワークの一層
の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を推進することとしている。

○ 平成２４年１０月に見直しを実施した「視聴覚障害者向け放送普及行政の
指針」において、字幕放送については２９年度までに対象となる放送番組
のすべてに字幕を付与、「大規模災害等緊急時放送については、できる
限り全てに字幕付与」、解説放送については２９年度までに対象となる放
送番組の１０％に解説を付与、手話放送については「手話放送の実施時間
をできる限り増加させる」（NHK）、「手話放送の実施・充実に向けて、
できる限りの取り組みを行う」（民放）等の普及目標を定めており、普
及目標の着実な達成に向けて、放送事業者の取組を促しているところ。

○ 「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」に基づき、独立行政法人情報通信研究機構を
通じて、字幕番組等を制作する者に対してその制作費の一部について助
成。

○ 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おり、また、
言語での意思伝達を困難とする人たちと警察官とのコミュニケーション
を円滑にするため、協力団体から提供された「コミュニケーション支援
ボード」を全国の交番、パトカー等に配備し、活用。
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