
■図表3-3-4　サービス利用者の将来見通し等

第４期障害福祉計画 （目標集計）

■図表3-3-3

資料： 厚生労働省

第１期計画期間
18年度～20年度

第２期計画期間
21年度～23年度

第３期計画期間
24年度～26年度

第４期計画期間
27年度～29年度

障害福祉計画と基本指針

H24 H25 H26 H27 H28 H29

厚生労働大臣
…３年に１回、基本指針の見直し

都道府県・市町村
…３年ごとに障害福祉計画の作成

○基本指針（厚生労働大臣）では、障害福祉計画の計画期間を３年としており、これに即して、
都道府県・市町村は３年ごとに障害福祉計画を作成している。

　障害者総合支援法
の施行等を踏まえ、
平成29年度を目標
として、第４期障害
福祉計画を作成

　つなぎ法による障
害者自立支援法の改
正等を踏まえ、平成
26年度を目標とし
て、第３期障害福祉
計画を作成

　第１期の実績
を踏まえ、第２
期障害福祉計画
を作成

　平成23年度を
目標として、地域
の実情に応じた数
値目標及び障害福
祉サービスの見込
量を設定

基
本
指
針

見
直
し

計
画

作
成

計
画

作
成
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資料： 厚生労働省
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 第4期障害福祉計画サービス見込量集計 

資料： 厚生労働省
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（２）身近な相談支援体制整備の推進

ア　 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

　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。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、平成18年10月から住宅入
居等支援事業を、平成24年４月から基幹相談
支援センター等機能強化事業を、それぞれ地
域生活支援事業に位置づけている。
　また、指定特定相談支援事業所及び指定障
害児相談支援事業所に配置されている相談支
援専門員がサービス等利用計画又は障害児支
援利用計画を作成することにより、障害のあ
る人や障害のある児童の親が障害福祉サービ
ス等を適切に利用することができるように支
援を行っている。
　平成22年の障害者自立支援法等の一部改正
により、平成24年４月から、障害福祉サービ
スの支給決定等の前にサービス等利用計画案
等を作成し、支給決定の参考とするよう見直
すとともに、サービス等利用計画等の作成対
象者を大幅に拡大している。また、これまで
国庫補助事業により行われていた地域移行支
援・地域定着支援を個別給付化し、障害のあ
る人の地域移行・地域定着支援の取組の充実
を図っている。
　このほか、地域における相談支援の中核的
な役割を担う基幹相談支援センターの設置
や、関係機関、関係団体及び障害のある人等
の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務
に従事する者等により構成される協議会（平
成25年３月までは、自立支援協議会）の法定
化、市町村における成年後見制度利用支援事
業の必須事業化により、地域における障害者

等の支援体制の充実を図っている。
　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の中で、都道府
県相談支援体制整備事業、高次脳機能障害及
びその関連障害に対する支援普及事業、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。

イ　 都道府県による取組及び市町村区域への
対応

　都道府県においては、市町村に対する専門
的な技術支援、情報提供の役割を担っている
更生相談所等が設けられており、それぞれの
施設が担う相談支援内容に合わせて、身体障
害者相談員、知的障害者相談員、児童に関す
る相談員及び精神保健福祉相談員を配置して
いる。設置状況は、身体障害者更生相談所（平
成28年４月現在77か所）、知的障害者更生相
談所（平成28年４月現在84か所）、児童相談
所（平成28年４月現在209か所）、精神保健福
祉センター（平成28年４月現在69か所）となっ
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。

ウ　法務局その他
　全国の法務局・地方法務局及びその支局等
において、人権擁護委員や法務局職員が障害
のある人に対する人権問題について、面談・
電話による相談に応じている。また、社会福
祉施設や市役所などの公共施設・デパート等
において特設の人権相談所を開設しているほ
か、法務省のホームページ上でも人権相談の
受付を行っている。加えて、平成21年度から
は、電話による相談の受付時間を延長すると
ともに休日も相談に応じる全国一斉「高齢者・
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障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施
している。人権相談で虐待等人権侵害の疑い
のある事案を認知した場合は、人権侵犯事件
として調査を行い、事案に応じて、人権侵害
による被害の救済・予防のための適切な措置
を講じている。
　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。

エ　矯正施設入所者
　障害等により自立が困難な矯正施設入所者
について、出所後直ちに福祉サービスを受け
られるようにするため、刑務所等の社会福祉
士等を活用した相談支援体制を整備するとと
もに、「地域生活定着支援センター」を全国の
各都道府県に整備した。同センターは、矯正施
設、保護観察所並びに地域の関係機関及び団
体と連携して、社会復帰の支援を行っている。
　また、帰住先が確定しないなどの理由によ
り出所後直ちに福祉による支援が困難な者に
ついて、更生保護施設への受入れを促進し、
福祉への移行準備及び自立した日常生活のた
めの訓練等を実施している。

（３）権利擁護の推進

ア　成年後見制度等
　認知症、知的障害又は精神障害などのため
判断能力の十分でない人を保護し支援するた
めの成年後見制度について、パンフレットの
配布や法務省ホームページ上のＱ＆Ａ掲載な
ど、制度周知のための活動を行っている。ま
た、障害福祉サービスを利用し又は利用しよ
うとする重度の知的障害のある人又は精神障
害のある人であり、助成を受けなければ成年
後見制度の利用が困難であると認められる場
合に、申立てに要する経費及び後見人等の報
酬の全部又は一部について補助を行うため、
成年後見制度利用支援事業を実施しており、

平成24年度から市町村地域生活支援事業の必
須事業に位置付けている。
　平成28年４月１日現在で1,470市 町村
（84％）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。
　また、「障害者総合支援法」では、平成25
年度から、後見、保佐及び補助の業務を適正
に行うことができる人材の育成及び活用を図
るための研修を行う事業について、成年後見
制度法人後見支援事業を地域生活支援事業と
して市町村の必須事業として位置づけたほ
か、指定障害福祉サービス事業者等の責務と
して、障害者等の意思決定の支援に配慮し、
常に障害者の立場に立ってサービス等の提供
を行うことを義務づけている。
　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
ち必ずしも判断能力が十分でない人が、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援助や日常的な金
銭管理に関する援助等を行う事業として、都
道府県・指定都市社会福祉協議会を実施主体
とし、事業の一部を委託された市区町村社会
福祉協議会等により実施されている。本人か
らの申請は少なく、周囲の専門職等が必要と
判断して利用に至る場合が多いことが特徴で
ある。利用者の判断能力の低下等により、成
年後見制度へ移行する者が増加しており、単
身世帯の増加により、成年後見制度への移行
のための支援も必要とされている。平成27年
４月から平成28年３月までの実施状況は、本
事業に関する相談件数が延べ1,767,312件、本
事業の利用契約を締結したものが12,854人
（平成28年３月末現在の本事業の実利用者数
は49,791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。
　また、「成年後見制度の利用の促進に関す
る法律」（平成28年法律第29号）に基づき、「成
年後見制度利用促進委員会」における議論を
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踏まえて策定された「成年後見制度利用促進
基本計画」（平成29年３月24日閣議決定）に
沿って、成年被後見人の財産管理のみならず
意思決定支援・身上保護も重視した適切な支
援に繋がるよう、利用者がメリットを実感で
きる制度・運用の改善や権利擁護支援の地域
連携ネットワークづくりなどの成年後見制度
の利用促進に関する施策を総合的・計画的に
推進していく。併せて、成年被後見人等の権
利に係る制限が設けられている制度（いわゆ
る欠格条項）について検討を加え、必要な見
直しを行うこととしている。　
　（なお、財産管理については、後述の「３．
経済的自立の支援（２）個人財産の適切な管
理の支援」を参照。）

イ　消費者としての障害者
　高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止
等を目的とし、障害者団体のほか高齢者団体・
福祉関係者団体・消費者団体、行政機関等を

構成員とする「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年から
開催し、消費者トラブルに関して情報を共有
するとともに、悪質商法の新たな手口や対処
の方法などの情報提供等を行う仕組みの構築
を図ってきた。
　平成29年３月に開催した「第13回高齢消費
者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議
会」では、「高齢者、障害者の消費者トラブ
ル防止のため積極的な情報発信を行う」こと、
「多様な主体が緊密に連携して、消費者トラ
ブルの防止や「見守り」に取り組む」こと等
を申し合わせた。国民生活センターでは、障
害のある人やその周りの人々に悪質商法の手
口やワンポイントアドバイス等をメールマガ
ジンや同センターホームページで伝える「見
守り新鮮情報」を発行するとともに、最新の
消費生活情報をコンパクトにまとめた「2017
年版くらしの豆知識」のデイジー版を作成し、
全国の消費生活センター、消費者団体及び全

資料： 厚生労働省

■図表3-3-5　成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業の必須事業化
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国の点字図書館等に配布した。
　なお、悪質な手口により消費者被害にあっ
た等として、全国の消費生活センターや国民
生活センターなどに寄せられた「認知症高齢
者、障害のある人等の相談件数」は、平成20
年度から25年度にかけ年々増加し、26年度以
降も依然として高水準で推移している。
　また、消費者トラブルの防止及び被害から
の救済については、地方消費者行政推進交付

金等を通じ、被害に遭うリスクの高い消費者
（障害者、高齢者、被害経験者等）を効果的・重
点的に地域で見守る体制を構築し、消費者トラ
ブルの防止及び早期発見を図る取組等を支援
するとともに、障害者の特性に配慮した消費生
活相談体制整備を図る取組等を促進している。
　加えて、平成28年４月から施行された平成
26年改正消費者安全法では、地域社会におけ
る高齢者・障害者等の見守りネットワークの

■図表3-3-6　 認知症高齢者、障害のある人等の相談件数（年度別・男女別）（2006～
2015年度）

注１：2017年１月末日までの登録分。
注２：「判断不十分者契約」「心身障害者関連」に関する相談についての集計。
資料：独立行政法人国民生活センター運営のPIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）。

■図表3-3-7①　 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）（2006
～2008年度（※1、※2、※3））
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8,608
7,924 7,753

8,215
8,896

9,946 11,46211,462

8,742 8,6868,5098,509

12,012

11,298

13,101

全体
全体 件数 男性 件数 女性 件数

1 フリーローン・サラ金 3,900 フリーローン・サラ金 2,238 フリーローン・サラ金 1,581
2 新聞 1,947 電話情報提供サービス 1,173 新聞 1,280
3 商品一般 1,729 新聞 616 商品一般 1,050
4 電話情報提供サービス 1,699 商品一般 602 ふとん 854
5 ふとん 1,061 移動電話サービス 525 他の健康食品    732
6 浄水器 1,056 オンライン情報サービス 351 浄水器 731
7 他の健康食品   953 浄水器 302 健康食品（全般） 595
8 移動電話サービス   833 会社生命保険 300 電話情報提供サービス 497
9 健康食品（全般） 808 電話関連サービス 239 羽毛ぶとん 395
10 会社生命保険 603 普通・小型自動車 222 ふとん類（全般） 381
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■図表3-3-7②　 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）（2009
～2014年度（※1、※2、※3））

■図表3-3-7③　 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）（2015
年度（※1、※2、※3））

全体
全体 件数 男性 件数 女性 件数

1 フリーローン・サラ金 7,259 フリーローン・サラ金 4,412 新聞 3,903
2 新聞 5,968 新聞 1,911 健康食品（全般） 3,860
3 商品一般 4,764 携帯電話サービス 1,905 他の健康食品 3,277
4 健康食品（全般） 4,682 商品一般 1,766 商品一般 2,818
5 他の健康食品 4,104 出会い系サイト 1,592 フリーローン・サラ金 2,748
6 携帯電話サービス 3,216 アダルト情報サイト 1,407 出会い系サイト 1,560
7 出会い系サイト 3,173 賃貸アパート 810 携帯電話サービス 1,263
8 アダルト情報サイト 1,784 他の健康食品 786 ファンド型投資商品 1,112
9 賃貸アパート 1,658 健康食品（全般） 744 かに 1,019
10 ファンド型投資商品 1,624 携帯電話 688 修理サービス 910

全体
全体 件数 男性 件数 女性 件数

1 フリーローン・サラ金 1,309 フリーローン・サラ金 812 新聞  702
2 新聞 1,097 携帯電話サービス 447 商品一般  602
3 商品一般 1,045 商品一般 402 他の健康食品  567
4 携帯電話サービス 759 新聞 362 健康食品（全般）  551
5 他の健康食品 704 光ファイバー 315 フリーローン・サラ金  470
6 健康食品（全般） 680 アダルト情報サイト 296 携帯電話サービス  298
7 光ファイバー 520 賃貸アパート 208 賃貸アパート  206
8 賃貸アパート 426 出会い系サイト 208 光ファイバー  192
9 アダルト情報サイト 383 他の健康食品 128 かに  163
10 出会い系サイト 353 デジタルコンテンツ（全般） 126 修理サービス  148
※１：2017年１月末日までの登録分。
※２：「判断不十分者契約」「心身障害者関連」に関する相談についての集計。
※３：2009年度及び2015年度に商品・役務等別分類が改定されたため、時系列での比較はできません。
資料：独立行政法人国民生活センター運営のPIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）

構築のため、地方公共団体において消費者安
全確保地域協議会を設置できることが盛り込
まれており、地方公共団体向けの説明会等を
行った。また、消費者安全確保地域協議会を
設置した地方公共団体の先進的事例を収集
し、公表に向けて準備を行う等、各地域にお
ける見守りネットワークの設置が促進される
よう取り組んだ。

（４）障害者虐待防止対策の推進

　障害者の尊厳の保持のため障害者に対する
虐待を防止することは極めて重要であること
から、「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」（平成23年法
律第79号）が平成24年10月から施行されてい
る。（法律の概要については図表３-３-８）
　厚生労働省においては、障害者虐待の防止
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