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1.障害のある青少年の支援
� 福祉施策

障害のある人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，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，平成17年10月に

成立した。今後，この法律に基づき，安定的

かつ持続可能な制度のもとで，障害福祉

サービスの一層の充実を図るよう努めていく

こととしている。

� 教育に関する施策

ア　特別支援教育

障害が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に応じ，盲・聾（ろ

う）・養護学校や小・中学校の特殊学級，

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・設備などによって指導が行われ

ている。

また，近年，盲・聾（ろう）・養護学校に

在籍する児童生徒の障害の重度・重複化

が見られること，小・中学校において学習

障害（LD）・注意欠陥／多動性障害

（ADHD）・高機能自閉症等の児童生徒へ

の適切な指導及び必要な支援が求められ

ることなど，障害のある児童生徒の教育を

取り巻く最近の動向を踏まえ，文部科学省

が設置した「特別支援教育の在り方に関

する調査研究協力者会議」は，平成15年3

月に最終報告を取りまとめ，障害のある児

童生徒等の教育の一層の充実を図るため

の制度等の在り方について具体的検討を

行う必要性について提言を行った。

この最終報告を受け，中央教育審議会

では，平成16年2月に初等中等教育分科会

の下に特別支援教育特別委員会を設け，

特別支援教育を推進するための制度の在

り方について検討を進めてきた。同年12

月に中間報告を公表し，本中間報告公表

後に行った意見募集の結果等を踏まえな

がら，引き続き審議が進められ，平成17年

12月8日に答申が取りまとめられた。

この答申においては，

① 障害のある児童生徒等の教育につい

て，従来の「特殊教育」から，一人一人

のニーズに応じた適切な指導及び必要

な支援を行う「特別支援教育」に転換す

ること

② 盲・聾・養護学校については，障害の

種別を超えた学校制度である「特別支

援学校」に転換し，特別支援学校の機

能として，小中学校等に対する支援を行

う地域の特別支援教育のセンターとして

の機能を位置付けること

③ 小中学校においては，通級による指

導を弾力化し，LD（学習障害），ADHD

（注意欠陥／多動性障害）を新たな対象

とするとともに，特殊学級の運用の弾力

化を図ること

なお，特別支援教室の構想について

は，特殊学級が有する機能の維持，教

職員配置との関連等の諸課題に留意し

つつ，その実現に向け引き続き検討す

ること

④ 盲・聾・養護学校教諭免許状を「特別

支援学校教諭免許状」に一本化すること

等が提言されている。

文部科学省においては，本答申の提言

を踏まえ，障害のある児童生徒等一人一

人のニーズに柔軟に対応し，適切な指導
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及び必要な支援の充実を図るため，現在

の盲・聾・養護学校を，障害種別を超えた

特別支援学校に一本化することや，小・中

学校等において特別支援教育を推進する

ことを主な内容とする「学校教育法等の一

部を改正する法律案」を第164回通常国会

へ提出し，平成19年度からの新制度の施

行を目指しているところである。

また，同じく答申の提言を踏まえ，平成

18年度からLD及びADHDを通級による指

導（（注）参照）の対象とするため，「学校教

育法施行規則」等の一部改正を行った。

イ 新たな課題への対応

①　障害の重度・重複化への対応

近年，盲・聾（ろう）・養護学校に在籍

する子どもの障害の重度・重複化が進

んでおり，適切な教育的対応が求められ

ている。

盲・聾（ろう）・養護学校学習指導要領

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。

また，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，養

護学校等の教員を家庭や医療機関等に

派遣して教育を行っている（訪問教育）。

さらに，障害の重度・重複化に伴い，

日常的にたんの吸引，経管栄養，導尿

の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。このため，文

部科学省では，平成10年度から厚生労

働省との連携の下，看護師と連携し，教

員が医療的ケアを実施する際の条件や

組織体制の在り方について実践的な研

究やモデル事業を行ってきた。

このような状況の中，これまで文部科

学省が実施してきたモデル事業等の成

果を踏まえた「在宅及び養護学校にお

ける日常的な医療の医学的・法律学的

整理に関する研究会（平成16年度厚生

労働科学研究費補助事業）」の報告を受

け，厚生労働省は，平成16年10月に医政

局長通知「盲・聾（ろう）・養護学校にお

けるたんの吸引等の取り扱いについて」

を各都道府県あてに発出し，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・

協働の下に，医療のニーズの高い幼児

児童生徒に対して，たんの吸引，経管栄

養及び導尿を行うことを盲・聾（ろう）・

養護学校全体に許容することは，やむを

得ないとの整理を行った。これを受け

て，文部科学省としては，盲・聾（ろう）・

養護学校において，同通知の趣旨を踏

まえた体制整備が図られるよう周知・徹

底に努めている。

②　相談支援体制の整備

障害のある子どもに対する特別な支

援を適切に行うためには，乳幼児期か

ら学校卒業後にわたって，教育，福祉，

医療，労働等が一体となって障害のある

子どもやその保護者に対する相談と支

援を行うことが重要であり，そのための

一貫した体制を整備することが必要で
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（注） 通級による指導とは，小・中学校の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害のある児童生徒に対し，その障害の状態に

応じ，週に数回程度特別な指導を行う形態。
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ある。

そのため，文部科学省では，平成13

年度から15年度にかけて障害のある子

どもに対する「教育相談体系化推進事

業」を実施し，この事業の成果を踏まえ，

厚生労働省と連携し，地域において一

貫して効果的な相談支援体制を構築す

るためのガイドライン（試案）の策定作業

を進めている。

③　交流及び共同学習の充実

障害のある子どもと，障害のない子ど

もや地域の人々が共に活動することは，

子どもの経験を広め，積極的な態度を

養い，豊かな人間性や社会性をはぐくむ

上で意義があるばかりでなく，地域の

人々が障害のある子どもに対する正し

い理解と認識を深めるためにも有意義

である。盲・聾（ろう）・養護学校及び

小・中・高等学校の学習指導要領等に

おいては，その充実を図るように規定し

ている。

さらに，独立行政法人国立特殊教育

総合研究所において，小・中学校等の

教員等を対象に「交流及び共同学習推

進指導者講習会」を開催し，具体的な方

策について伝達・普及を図るなど交流

及び共同学習の充実に努めている。

④ 特別支援教育の改善・充実のための

条件整備

盲・聾（ろう）・養護学校及び特殊学級

への就学の特殊事情にかんがみ，これ

らの学校に就学する幼児児童生徒の保

護者等への経済的負担を軽減し，就学

を奨励するため，保護者の経済的負担

能力の程度に応じて，国及び地方公共

団体は就学奨励費を支給している。

また，私立の盲・聾（ろう）・養護学校

及び特殊学級等において，障害に適応

した教育を実施する上で必要とする設

備を学校法人が整備する場合に，国が

その一部を補助している。

2.LDやADHDなどの青少年の支援
� 福祉施策

自閉症，注意欠陥／多動性障害（ADHD），

学習障害（LD）などの発達障害についての国

民の理解を促進し，地域において発達障害

者を一貫して支援していくための国民や国・

地方公共団体の責務などを定める「発達障

害者支援法」（平16法167）が第161回臨時国

会で成立し，平成17年4月1日から施行された。

厚生労働省では，自閉症，ADHD，LDな

どの発達上の課題のために，家庭，学校等

において適切な支援が実施できるよう，乳幼

児健康診査等を通じた早期発見に努めるほ

か，保健指導手引書の普及等により適切な

相談・指導の実施を推進している。

また，地域において，医療・保健・福祉・

教育・雇用等の関係者と連携して，発達障害

者やその家族に対する相談支援等を行う

「発達障害者支援センター」の整備を推進す

るとともに，平成17年度からは，「発達障害者

支援体制整備事業」により，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

した支援を都道府県内の各圏域で行うため

の体制づくりを推進している。

さらに，発達障害の成因や病態の解明，診

断・評価，療育方法等に関する研究につい

て，研究費の助成を行っている。

� 教育に関する施策

文部科学省では，平成15年度から小・中

学校の通常の学級に在籍する学習障害

（LD）・注意欠陥／多動性障害（ADHD）・高

機能自閉症等の発達障害のある児童生徒に

対する関係機関と連携した総合的な教育的

支援体制の整備を図るため，「特別支援教育

体制推進事業」を47都道府県に委嘱して実

施している。平成17年度からは，乳幼児期か

特
　
集



第
1
部

第
2
部

資
料
編

第3章 ■ 特定の状況にある青少年に関する施策

113

ら就労に至るまでの一貫した支援体制の整

備を図るため，本事業の対象を小・中学校

に加え，幼稚園及び高等学校にも拡大して

実施している。

また，独立行政法人国立特殊教育総合研

究所においては，各都道府県におけるLD・

ADHD・高機能自閉症の児童生徒への対応

に指導的な役割を果たす教員等に対する研

修を実施している。

さらに，平成17年12月に中央教育審議会に

おいて取りまとめられた「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）」

の提言を踏まえ，平成18年度からLD及び

ADHDを通級による指導の対象とするため，

「学校教育法施行規則」等の一部改正を行っ

たところである。

なお，平成17年4月1日から施行された「発

達障害者支援法」では，教育に関して，学校

教育における発達障害児への適切な教育的

支援や支援体制の整備等を定める規定が設

けられており，文部科学省では，厚生労働省

と連携を図りながら，各学校や地域における

学習障害（LD）・注意欠陥／多動性障害

（ADHD）等の発達障害児に対する適切な支

援体制の整備が進むよう取り組んでいる。

1.ひとり親家庭
母子家庭の母等については，平成15年4月に施

行された改正「母子及び寡婦福祉法」（平14法119）

及び平成15年7月に成立し，同年8月に施行された

「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置

法」（平15法126）に基づき，

① 「子育て短期支援事業」，「日常生活支援事

業」等の子育てや生活支援策

② 「母子家庭等就業・自立支援センター事

業」，母子家庭自立支援給付金等の就業支援

策

③ 養育費の確保策

④ 児童扶養手当の支給，母子寡婦福祉貸付

金の拡充等の経済的支援策

といった自立支援策を総合的に講じているほか，

母子家庭の母等がその家庭環境，適性，能力に

ふさわしい職業に就くことができるよう支援措置

を講じている。

公的年金制度においては，死亡した者によって

生計を維持されていた子や妻等に対して，遺族

年金を支給している。

2.経済的に困難な家庭
� 生活支援

生活保護制度は，生活に困窮する者が，

その利用し得る資産，稼働能力，他の法律

や施策などを活用してもなお最低限度の生

活を維持できない場合に，その困窮の程度

に応じて保護を行うものであり，健康で文化

的な最低限度の生活を保障するとともに，そ

の自立の助長を目的とする制度である。

平成17年4月から，生活保護を受給する有

子世帯の自立を支援する観点から，新たに

高等学校等への就学費用について保護費を

支給している。

� 就学支援

経済的理由により小・中学校への就学が

困難と認められる学齢児童生徒の保護者に

対して，市町村は，必要な援助を与えなけれ

ばならないこととされており，各市町村にお

いて，学用品の給与等の就学援助が行われ

ている。

学ぶ意欲と能力のある学生等が経済的な

面で心配することなく，安心して学べるよう，

ひとり親家庭等の支援第2節
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