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第２節

基本法改正（平成２３年）等近年
の動き

１．制度改革の推進

（１）制度改革の推進組織

平成２１年１２月に、内閣に「障害者施策推進
本部」を引き継ぐものとして「障がい者制度
改革推進本部」（以下「本部」という。）が設
置され、その下で、障害当事者（障害のある
人本人及びその家族）を中心とする方々から
構成された「障がい者制度改革推進会議」（以
下「推進会議」という。）が開催された。
推進会議は、平成２２年６月に「第一次意
見」、同年１２月「第二次意見」を本部長あて
提出した。

（２）「基本的方向」

推進会議の第一次意見を受け平成２２年６月
に本部決定さらに閣議決定がなされた。
この閣議決定の要点としては、まず、「相
互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認
め合う共生社会を実現すること」を掲げ、「障
害者制度改革の基本的方向と今後の進め方」
として、「基礎的な課題における改革の方向
性」として「地域生活の実現とインクルーシ
ブな社会の構築」「障害のとらえ方と諸定義
の明確化」の２点を定めている。
次いで「横断的課題における改革の基本的
方向と今後の進め方」として、「障害者基本
法の改正と改革の推進体制」「障害を理由と
する差別の禁止に関する法律の制定等」「『障
害者総合福祉法』（仮称）の制定」の３点を
定めた。
また、施策分野ごとに改革の「工程表」を
定め、個別分野における基本的方向と今後の

進め方を簡潔に表した。
（これらについては、内閣府障害者施策
ホームページ（http://www8.cao.go.jp/shou-
gai / whitepaper / h 24 hakusho / zenbun /
zuhyo/zuhyo1_02.html）を参照。）
推進会議では、平成２２年１２月には障害者基
本法の改正内容に関する「障害者制度改革の
推進のための第二次意見」が取りまとめら
れ、本部では、これを踏まえ障害者基本法案
の作成が進められた。

２．平成２３年の基本法改正とその概
要

平成２３年３月、本部が開催され、障害者基
本法の一部を改正する法律案が決定され、同
法案は、同年４月閣議決定、国会に提出され
た。
この改正法案は、国会審議の過程で、防
災・防犯、消費者としての障害者の保護を加
えるなど一部修正され、同年６月衆議院、同
年７月参議院においてともに全会一致で可
決・成立し、附帯決議も付され同年８月に施
行された。（ただし、「障害者政策委員会」に
関する部分は、この公布から１年以内に施行
となった（平成２４年５月２１日に施行。））
この改正法の概要は次の表（図表２－３
「障害者基本法の一部を改正する法律（概
要）」）のとおりであるが、目的、定義、基本
原則等については、次のとおりとなってい
る。

（１）目的（法第１条関係）

障害者権利条約の趣旨に沿った障害者施策
の推進を図るため、同条約に定められる障害
者のとらえ方や我が国が目指すべき社会の姿
を新たに明記するとともに、施策の目的を明
確化する観点から改正を行った。
障害者を、必要な支援を受けながら、自ら
の決定に基づき社会のあらゆる活動に参加す
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る主体としてとらえ、障害者があらゆる分野
において分け隔てられることなく、他者と共
生することができる社会の実現を法の目的と
して新たに規定した。

（２）定義（法第２条関係）

障害者権利条約は、「障害者には・・・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」（条約１条）ものとし、また、
合理的配慮を定義する（条約２条）など、生
活を営む上で妨げとなる社会的障壁を取り除
くことにより、障害者が障害のない者と等し
く機会の均等が確保されることを理念として
いる。
このような障害者権利条約の理念に沿った
今次の制度改革の趣旨を踏まえ、所要の改正
を行った。

（３）基本原則（法第３条～第５条関
係）

⑴に規定する社会、すなわち障害の有無に
よって分け隔てられることなく共生する社会
を実現するために規準とすべきものとして基
本原則を定めている（３～５条）。なお、改
正前の３条には基本的理念の規定を設けてい
たところであるが、その内容は全て改正後の
基本原則に引き継がれている。

（４）検討及び附帯決議

ア 国は、この法律の施行後３年を経過した
場合において、この法律による改正後の障
害者基本法の施行の状況について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとした。
イ 国は、障害者が地域社会において必要な
支援を受けながら自立した生活を営むこと
ができるようにするため、障害に応じた施

策の実施状況を踏まえ、地域における保
健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確
保その他の障害者に対する支援体制の在り
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した。
ウ 改正法の成立に際しては、衆議院と参議
院において、いくつかの点について適切な
処置を講ずるべきである、としてそれぞれ
附帯決議が付されている。
（内閣府障害者施策ホームページの「障害
者基本法の改正について（平成２３年８月）」
（http://www８．cao.go.jp/shougai/suishin/
kihonhou/kaisei２．html）も参照。）

３．近年の主な動き

（１）近年成立した主な関係法

ア 「障害者虐待防止法」
虐待を受けた障害のある人に対する保護、
養護者に対する支援のための措置等を定める
ことにより、障害者虐待の防止等に関する施
策を促進するため、「障害者虐待の防止、障
害者の養護者に対する支援等に関する法律」
（障害者虐待防止法）が、平成２３年６月に成
立し、２４年１０月から施行された。（第４章に
記載。）

イ 「障害者総合支援法」
障害者基本法の改正や本部等における検討
を踏まえて、地域社会での共生の実現に向け
て新たな障害保健福祉施策を講じるため、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律」（障害者総合支援法）
が平成２４年６月に成立し、２５年４月より施行
（一部、２６年４月施行）された。（第４章に
記載。）

ウ 「障害者優先調達推進法」
障害者就労施設等の受注の機会を確保する
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