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　　　 　障害の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等に応じ，特
別支援学校や小・中学校の特別支援学級
において，特別の教育課程や少人数の学
級編制の下，特別な配慮をもって作成さ
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・設備等を
活用して指導が行われている。

　　　 　また，通常の学級においては，通級に
よる指導※12のほか，習熟度別指導や少
人数指導等の障害に配慮した指導方法，
支援員の活用等一人一人の教育的ニーズ
に応じた教育が行われている。

　　　 　近年，特別支援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・中学校において発達障害のある
児童生徒への適切な指導及び必要な支援
が求められること等，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，特別支援教育を推進するための制度
の在り方について見直しが行われ，平成
18年４月より通級による指導の対象に学
習障害（LD）・注意欠陥多動性障害
（ADHD）が新たに加えられるととも
に，平成18年６月に「学校教育法等の一
部を改正する法律」（平18法80）が成立
した（改正法は平成19年４月より施行）。

　　　 　この改正法は，従来の盲・聾・養護学
校の制度を，複数の障害種別を受け入れ
ることができる特別支援学校の制度に転
換することや，小・中学校等においても
特別支援教育を推進することを法律上明
確に規定すること等を主な内容とするも
のである。

　　　 　これらの法改正も踏まえ，平成20年３
月に幼稚園及び小・中学校の学習指導要
領等が，平成21年３月に高等学校及び特

いる。
　 　厚生労働省では，不登校・ひきこもり，摂
食障害，性の逸脱行為等の学童期や思春期に
ある青少年に多くみられる心の問題に対応す
るため，精神保健福祉センター，保健所，児
童相談所等において，医師，保健師，精神保
健福祉士等による相談を実施している。
⑹ 高校中途退学者への支援（内閣府，文部科
学省）
　 　内閣府では，高等学校中途退学者の生活状
況や抱えている問題等を把握するため，平成
22年度に，文部科学省の協力を得て「若者の
意識に関する調査（高等学校中途退学者調
査）」を実施しているところである。

２　障害のある子ども・若者の支援
⑴ 障害のある子ども・若者の支援
　ア　福祉施策（厚生労働省）
　　 　障害のある子ども・若者が地域で安心し
て生活ができるよう，「児童福祉法」（昭22
法146）及び「障害者自立支援法」（平17法
123）に基づき，市町村等がホームヘルプ
や児童デイサービス等の必要な福祉サービ
スを提供しているところである。

　　 　なお，平成22年６月に閣議決定された
「障害者制度改革の推進のための基本的な
方向について」において，「現行の障害者
自立支援法（平17法123）を廃止し，制度
の谷間のない支援の提供，個々のニーズに
基づいた地域生活支援体系の整備等を内容
とする「障害者総合福祉法」（仮称）の制
定」を行うこととしている。このため現
在，障がい者制度改革推進会議において，
障害児支援の在り方を含めた障害保健福祉
施策の総合的な検討が進められているとこ
ろである。

　イ 　教育に関する施策（文部科学省，厚生労
働省）

　　①　特別支援教育（文部科学省）
※12 　小・中学校の通常の学級に在籍している比較的障害の軽い子どもが，ほとんどの授業を通常の学級で受けながら，障害の状態等に応じた特別の指

導を特別な場で受ける指導形態であり，言語障害，自閉症，情緒障害，学習障害，注意欠陥多動性障害，弱視，難聴等のある児童生徒を対象として
いる。
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性が示された。これを踏まえ，現在「中
央教育審議会初等中等教育分科会特別支
援教育の在り方に関する特別委員会」に
おいて専門的な調査審議が行われている。

　　② 　特別支援教育の一層の推進のための取
組（文部科学省，厚生労働省）

　　　○　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活動を共にするこ
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。特別支援学校及び
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。

　　　　 　また，文部科学省においては，交流
及び共同学習が一層推進されるよう，
「交流及び共同学習事例集」の発行や
「交流及び共同学習ガイド」をホーム
ページに掲載するなどの取組を進めた。

　　　　 　さらに，独立行政法人国立特別支援
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
習推進指導者研究協議会」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（参照:http://www.nise.go.jp）。

　　　○ 　障害の重度・重複化，多様化への対
応

　　　　 　近年，特別支援学校に在籍する子ど
もの障害の重度・重複化，多様化が進
んでおり，適切な教育的対応が求めら
れている。

　　　　 　特別支援学校の学習指導要領におい
ては，障害の重度・重複化等に応じた
弾力的な教育課程が編成できるよう，
児童又は生徒の障害の状態により特に
必要がある場合には，各教科の目標及

別支援学校の学習指導要領等が改訂され
た。

　　　 　文部科学省では，平成20年７月に「特
別支援教育の推進に関する調査研究協力
者会議」を設置し，特別支援教育の実施
状況を評価しつつ，特別支援教育の具体
的な推進方策について検討を行い，平成
21年２月には早期からの教育支援の在り
方等を主な内容とする審議の中間とりま
とめを公表した（参照：http://www.
mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/054/gaiyou/1236337.htm）。

　　　 　また，高等学校における特別支援教育
の充実について検討を行うため，同調査
研究協力者会議の下で高等学校ワーキン
グ・グループを開催し，平成21年８月に
は，高等学校における特別支援教育の充
実を図るため，入試における配慮・支
援，体制の充実強化と指導・支援の充
実，キャリア教育・就労支援等を主な内
容とする報告を公表した（参照：
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/shotou/054_2/gaiyou/1283724.
htm）。

　　　 　さらに平成22年３月には，特別支援教
育の更なる充実を図るための検討の方向
性及び課題を整理した同調査研究協力者
会議の審議経過報告を公表した（参照：
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/shotou/054/gaiyou/1292032.
htm）。

　　　 　また，障害者の権利に関する条約（以
下，障害者権利条約）の批准に係る対応
として，平成22年６月に閣議決定された
「障害者制度改革の推進のための基本的
な方向について」において，障害者権利
条約のインクルーシブ教育システム構築
の理念を踏まえ，体制面，財政面も含め
た教育制度の在り方について，平成22年
度内に制度改革の基本的方向性について
の結論を得るべく検討を行う，との方向
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正学校教育法の施行を踏まえ，体制整
備を含む基本的な考え方や留意事項等
について「特別支援教育の推進につい
て」（初等中等教育局長通知）を発出
し，学校や教育委員会等の取組を促進
している（参照：http://www.mext.
go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101.
htm）。

　　　　 　また，発達障害を含め障害のある幼
児児童生徒への学校における支援体制
を充実するため，都道府県に委託し
て，「特別支援教育総合推進事業」を
実施している。同事業では，「校内委
員会」の設置，「専門家チーム」の設
置，「特別支援教育コーディネー
ター」の指名，教員に指導内容の助言
等を行う「巡回相談」の実施，学校と
福祉・医療・労働等の関係機関が連携
するための「特別支援連携協議会」の
設置，「個別の教育支援計画」の作
成・活用，特別支援学校による小・中
学校等への支援の実施等，学校や地域
における支援体制を強化する取組を
行っている。

　　　　 　さらに，平成19年度から発達障害を
含む障害のある児童生徒をサポートす
る「特別支援教育支援員」の配置に係
る経費が各市町村に対して地方財政措
置されているところであり，平成22年
度は，公立幼稚園及び公立小・中学校
に３万7,800人の配置に係る経費，約
435億円が財政措置されている。

　　　　 　なお，私立の特別支援学校及び小・
中学校の特別支援学級において，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
は，国がその一部を補助している。

　　　○　就学支援
　　　　 　特別支援学校及び特別支援学級等へ

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

び内容の一部を取り扱わないこととし
たり，自立活動を主として指導を行っ
たりすることができること等，様々な
配慮事項を規定している。

　　　　 　また，一人一人の障害の実態に応じ
た指導を充実するため，個々の児童又
は生徒の実態を的確に把握し，個別の
指導計画や個別の教育支援計画を作成
することとしているほか，障害のため
通学して教育を受けることが困難な児
童生徒に対しては，特別支援学校の教
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，日常的に医療的ケアを必要とする
幼児児童生徒への対応が求められてい
ることについて，文部科学省では，厚
生労働省との連携の下，養護学校（現
特別支援学校）と医療機関との連携の
在り方などについて実践的な研究を行
い，医療的ケアの体制整備を図ってい
るところである。

　　　　 　一方，厚生労働省においても，平成
16年10月に医政局長通知「盲・聾・養
護学校におけるたんの吸引等の取り扱
いについて」を発出し，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
力の下に，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・養護
学校全体に許容することは，やむを得
ないとの整理が示された。これを受け
て，文部科学省としては，同通知の趣
旨を踏まえ，指導主事や教員等を対象
に「特別支援学校における医療的ケア
に関する研修事業」を全国４ブロック
に分けて実施している。

　　　○ 　特別支援教育の充実のための体制整
備

　　　　 　文部科学省では，平成19年４月の改
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ともに地域における支援につなげていくた
めのアセスメントツール（発達障害を早期
発見し，その後の経過を評価するための確
認票）の導入を促進する研修会の実施等に
より，地域における発達障害者に対する支
援体制の充実を図ることとしている。

　　 　さらに，先駆的な取組を通じ，発達障害
者への有効な支援手法を開発・確立する
「発達障害者支援開発事業」の実施や，発
達障害に関する知見を集積し，全国へ情報
提供を行う「発達障害情報センター」の設
置，発達障害研修事業の充実，発達障害の
成因や病態の解明，診断・評価，療育方法
等に関する研究事業への助成を行っている。

　イ 　教育に関する施策（文部科学省，厚生労
働省）

　　 　近年，小・中学校等の通常の学級に在籍
している発達障害のある児童生徒等への教
育的支援の必要性が高まっており，文部科
学省では，平成15年３月の「今後の特別支
援教育の在り方について（最終報告）」の
提言を受け，モデル事業の実施や「小・中
学校におけるLD（学習障害），ADHD（注
意欠陥／多動性障害），高機能自閉症の児
童生徒への教育支援体制の整備のためのガ
イドライン（試案）」の作成・配布等を通
じて，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ってきた。

　　 　また，「発達障害者支援法」や「学校教
育法等の一部を改正する法律」の施行等を
踏まえ，幼稚園，小・中学校，高等学校，
特別支援学校等のすべての学校において，
発達障害を含め障害のある幼児児童生徒へ
の支援体制を整備することを目指し，各都
道府県への委託事業として「特別支援教育
総合推進事業」を実施しているところであ
る。

　　 　しかしながら，各学校における特別支援
教育体制の整備状況について，文部科学省
において実施した調査によると，公立の
小・中学校においては基礎的な支援体制は

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。

⑵ 発達障害のある子ども・若者の支援
　ア　福祉施策（厚生労働省）
　　 　自閉症，注意欠陥多動性障害（ADHD），
学習障害（LD）等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等を定める「発達
障害者支援法」（平16法167）が平成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
等の発達障害について，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，医療，保健，福祉，教育，雇用等の関
係部局が緊密に連携し，ライフステージに
対応した一貫した支援を提供することがで
きる体制づくりを進めている。

　　 　具体的には，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
整備を推進しているところであり，平成22
年４月１日現在において64都道府県・指定
都市（未設置の岡山市及び相模原市につい
ても平成23年度以降設置予定）に設置され
ているところである。これに加え，「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行うための支援関係
機関のネットワークを構築することで，発
達障害者の地域支援体制の整備を進めてき
たところであり，平成22年度からは，発達
障害者の子育て経験のある親がその経験を
活かし，子どもが発達障害の診断を受けて
間もない親等に対して相談にのったり，助
言を行ったりするペアレントメンター活動
の推進や，発達障害に係る理解を深めると
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欠であることから，独立行政法人国立特別
支援教育総合研究所において各種研修を
行っている。同研究所においては，各都道
府県等において発達障害のある幼児児童生
徒への支援について指導的な立場にある教
職員の専門知識の習得や技能を高めるた
め，「発達障害教育指導者研究協議会」等
が開催されている。

　　 　これらの取組を通じ，発達障害のある子
どもに対し，乳幼児期から成人期に至るま
で切れ目のない一貫した支援体制の充実を
図っていくこととしている。

⑶ 障害者に対する就労支援等（文部科学省，
厚生労働省，農林水産省）
　 　「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭
35法123）において，民間事業主等に対し，
障害者雇用率に相当する数以上の障害者の雇
用を義務づけており（障害者雇用率制度），
雇用率が低い事業主等については，雇入れ計
画の作成命令を行うなどの厳正な雇用率達成
指導を行うことで，障害者の雇用促進を図っ
ている。
　 　また，障害者に対する就労支援について
は，地域における就労支援力を強化する取組
として，ハローワークを中心に，福祉・教育
機関と連携した「障害者就労支援チーム」に
よる支援を行うこと等により，就職の準備段
階から職場定着までの一貫した支援を展開し
ている。
　 　障害者の職業能力開発については，一般の
職業能力開発校において，バリアフリー化を
推進し，障害者の入校を促進しているほか，
知的障害者等を対象とした訓練コースを設置
して，障害者の受入れを促進し，職業訓練機
会を提供している。
　 　また，一般の職業能力開発校において受入
れが困難な重度障害者等については，障害者
職業能力開発校（全国19校）において，障害
の特性に応じた職業訓練を実施している。
　 　さらに，企業，社会福祉法人，特定非営利
活動法人，民間教育訓練機関等，地域の多様

ほぼ整備されつつあるが，幼稚園や高等学
校については体制整備に遅れが見られると
ころである。

　　 　このことを踏まえ，当該事業において地
域を指定し，同地域において発達障害を含
むすべての障害のある子どもの乳幼児期か
ら成人期に至るまでの一貫した支援を行う
ための体制を整備できるよう支援を行うと
ともに，高等学校等を指定し，在籍する発
達障害のある生徒に対する支援手法の開発
や関係機関との効果的な連携方策等に関す
る実践研究を実施している。この事業を通
じて，支援体制整備を進めることとし，取
組成果については，文部科学省ホームペー
ジに掲載するなど，広く情報提供を行って
いるところである。

　　 　また，学校の教職員や保護者等に対し，
発達障害に関する正しい理解や支援等に関
する様々な教育情報，教員研修用の講座等
をWEBサイトにて提供する中核センター
として「発達障害教育情報センター」を独
立行政法人国立特別支援教育総合研究所に
設置し，厚生労働省とも連携をしながら，
必要なコンテンツ等の充実を図っている
（http://icedd.nise.go.jp）。

　　 　平成20年６月に，「障害のある児童及び
生徒のための教科用特定図書等の普及の促
進等に関する法律」（平20法81）が成立し，
国は検定教科用図書等において，一般的に
使用される文字や図形等を認識することが
困難な発達障害等のある児童生徒が使用す
る教科用特定図書等の整備及び充実を図る
ため，必要な調査研究等を推進することと
された。これを受け，新たに平成21年度か
ら，「民間組織・支援技術を活用した特別
支援教育研究事業」において，発達障害等
のある児童生徒の障害特性，発達段階，教
科の特性等に応じた教材等に関する調査研
究を実施している。

　　 　さらには，学校における支援をより充実
するためには，教職員に対する研修が不可
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等を実施している。

３　非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等
⑴ 総合的取組
　ア 　関係省庁の連携（内閣府，警察庁，文部
科学省）

　　 　近年の少年非行等の情勢は，少年による
社会の耳目を集める重大な事件の発生が後
を絶たず，また，児童虐待事件や児童ポル
ノ事件等の被害が増加するなど，少年の非
行防止及び保護の両面において予断を許さ
ない状況となっている。政府としては，少
年非行対策の推進について密接な連絡，情
報交換，協議等を行うために，子ども・若
者育成支援推進本部に少年非行対策課長会
議を設置し，関係省庁が連携の上，少年非
行対策の充実強化を図っている。

　　 　また，平成17年度から，文部科学省，警
察庁，都道府県教育委員会及び管区警察局
が共催して，「児童生徒の問題行動に対す
る連携ブロック協議会」を開催し，非行等
の児童生徒の問題行動に対する地域におけ
る関係機関相互の緊密な連携を図っている。

　　 　また，文部科学省及び警察庁が共同で
「児童生徒の規範意識を育むための教師用
資料（非行防止教室を中心とした取組）」
（平成18年５月）を作成し，非行防止教室
の推進を通じた児童生徒の規範意識の育成
を促している。

　　 　文部科学省においては，「生徒指導・進
路指導総合推進事業」において，問題行動
等の未然防止，早期発見・早期対応につな
がる取組や，関係機関等と連携した取組，
「学校問題解決支援チーム」等外部の専門
家の協力を得た効果的な取組等について自
治体が行っている調査研究を支援し，成果
の普及を図っている。

　　 　平成22年度は，専門家や学校現場の関係
者による研究会を立ち上げ，学校現場にお
けるより実効性ある問題状況の解消に向け
た対応を促すため，児童生徒の暴力行為の

な委託先を開拓して，就職に必要な知識・技
能を習得するための委託訓練を拡充して実施
している。
　 　障害のある生徒が，生涯にわたって自立
し，社会参加していくためには，企業等への
就労を支援し，職業的な自立を果たすことが
重要である。このため，特別支援学校におい
ては，生徒の障害の状態等に応じ，例えば，
コンピュータや情報通信ネットワークを活用
して，情報技術や情報処理の能力を育成した
り，産業界との連携を図った職場体験の機会
を設けたりするなど，時代の進展や社会の変
化に対応した職業教育を行っている。特に，
企業等における現場実習は，生徒の職業観や
勤労観を育成し，学校生活から社会生活への
円滑な移行を進める上で重要な学習活動であ
ることから，積極的に取り組まれている。
　 　また，障害のある生徒の就労を促進するた
めには，教育，医療，福祉関係機関が一体と
なった施策を講じる必要がある。このため，
文部科学省では，平成19年度から２か年で
「職業自立を推進するための実践研究事業」
を実施し，厚生労働省との連携・協力の下
に，特別支援学校における職業教育や進路指
導の改善を図り，職域・職種を拡大するため
の方策等について先進的な研究を行った。
　 　さらに，平成21年２月20日には，厚生労働
省との連名通知を発出し，各都道府県の職業
能力開発主管部と各都道府県教育委員会等に
対して，その連携を強化し，特別支援学校の
就職未内定者向けに，障害者職業能力開発校
で実施する職業訓練についての情報提供等を
行うよう配慮を求めた。また，平成22年６月
11日には，各都道府県教育委員会等に対し，
特別支援学校就労支援セミナー等労働関係機
関等における種々の施策を積極的に活用する
などして障害のある生徒の就労を支援するた
めの効果的な取組を促しているところである。
　 　農林水産省では，農業者に障害者就労の先
進事例や就労マニュアル等の普及啓発を行う
とともに，障害者支援のための研修会の開催


