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第１編

平成２４年度 障害者週間のポスター最優秀賞（内閣総理大臣賞）受賞
わ の うち ふくづか こんどうかおる

岐阜県・輪之内町市福束小学校３年 近藤薫さんの作品
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第 章1第第 章章

第１節

全体状況、年齢階層、発生年
齢・原因

１．障害者の全体的状況

（１）３区分の概数
ここでは、身体障害、知的障害、精神障害
の３区分による厚生労働省の調査から基本的
な統計数値を掲載する。
身体障害、知的障害、精神障害の３区分で
障害者数の概数を見ると、身体障害者３６６万
３千人、知的障害者５４万７千人、精神障害者
３２０万１千人となっている。
これを人口千人当たりの人数で見ると、身

体障害者２９人、知的障害者は４人、精神障害
者は２５人となる。複数の障害を併せ持つ者も
いるため、単純な合計数にはならないもの
の、およそ国民の６％が何らかの障害を有し
ていることになる。
なお、精神障害者については、身体障害者
や知的障害者のような実態調査が行われてい
ないため、医療機関を利用した精神疾患患者
数を精神障害者数としていることから、一過
性の精神疾患のために日常生活や社会生活上
の相当な制限を継続的には有しない者も含ま
れている可能性がある。
また、これらの主な数値の基礎となった
「身体障害児・者実態調査」及び「知的障害
児（者）基礎調査」は、「生活のしづらさな
どに関する調査（全国在宅障害児・者等実態

障害者の状況（基本的統計より）

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）

総数 外来患者 入院患者

精神障害者

２０歳未満 １７．９万人 １７．６万人 ０．３万人
２０歳以上 ３０１．１万人 ２６９．２万人 ３１．９万人
年齢不詳 １．１万人 １．０万人 ０．１万人
合計 ３２０．１万人（２５人） ２８７．８万人（２２人） ３２．３万人（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。精神障害者については、平成２２年国勢調査人口によ

る。）。

注２：精神障害者の数は、ICD１０（国際疾病分類第１０版）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。

注４：四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。

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」
外来患者：厚生労働省「患者調査」（平成２３年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
入院患者：厚生労働省「患者調査」（平成２３年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成

■図表１―１ 障害者数（推計）
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調査）」に統合され、結果は厚生労働省ホー
ムページ等で公表される予定である。
（２）施設入所・入院の状況
障害別に状況を見ると、身体障害における
施設入所者の割合２．４％、精神障害における
入院患者の割合１０．１％に対して、知的障害者
における施設入所者は２３．４％となっており、
特に知的障害者の施設入所の割合が高い点に
特徴がある。

２．年齢階層別の障害者数

（１）身体障害者
在宅の身体障害者３５７．６万人の年齢階層別
の内訳を見ると、１８歳未満９．３万人（２．６％）、
１８歳以上６５歳未満１２３．７万人（３４．６％）、６５歳

以上２２１．１万人（６１．８％）であり、７０歳以上
に限っても１７７．５万人（４９．６％）となってい
る。
我が国の総人口に占める６５歳以上人口の割
合（高齢化率）は調査時点の平成１８年には
２０．８％であり、身体障害者ではその３倍以上
も高齢化が進んでいる状況にある。
６５歳以上の割合の推移を見ると、昭和４５年
には３割程度だったものが、平成１８年には６
割まで上昇している。このことは、年齢階層
ごとの身体障害者の割合の違いに関係してい
る。身体障害者の割合を人口千人当たりの人
数で見ると６０歳代後半で５８．３人、７０歳以上で
は９４．９人となっている。このように、高齢に
なるほど身体障害者の割合が高いことから、

調査の概要

○身体障害児・者実態調査（厚生労働省）
在宅の身体障害児・者を対象とした調査であり、５年ごとに実施。全国の国勢調査区か
ら無作為抽出した調査地区内に居住する身体障害児・者及びその属する世帯を対象に調
査。

○知的障害児（者）基礎調査（厚生労働省）
在宅の知的障害児・者を対象とした調査であり、５年ごとに実施。全国の国勢調査区か
ら無作為抽出した調査地区内に居住する知的障害児・者のいる世帯を対象に調査。

※「身体障害児・者実態調査」と「知的障害児（者）基礎調査」は統合され「生活のしづ
らさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」として、平成２３年１２月に実
施された。厚生労働省ホームページで結果公表の予定。

○社会福祉施設等調査（厚生労働省）
全国の社会福祉施設等を対象に、施設数、在所者・従事者の状況等を調査するもので、
毎年実施。１０月１日時点での全数調査。

○患者調査（厚生労働省）
病院及び診療所を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療
行政の基礎資料を得ることを目的とした調査であり、３年ごとに実施。全国の医療施設か
ら層化無作為に抽出し、調査日にその医療施設で受診した全ての患者を対象に調査。
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