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第５次障害者基本計画案（第４次計画との比較） 

令和４年７月４日 

 

障害者基本計画(第５次)案 障害者基本計画(第４次) 

６．保健・医療の推進                 ６．保健・医療の推進                 

【基本的考え方】  

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすること

ができるよう、精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域におい

て行う。また、入院中の精神障害者の早期退院及び地域移行を推進し、い

わゆる社会的入院の解消を進める。また、精神障害者の地域への円滑な移

行・定着が進むよう、退院後の支援に関する取組を行う。 

障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられる

よう、地域医療体制等の充実を図る。 

また、優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品等の開発を促進す

るとともに、最新の知見や技術を活用し、疾病等の病因・病態の解明、予

防、治療等に関する研究開発を推進する。さらに、質の高い医療サービス

に対するニーズに応えるため、ＡＩやＩＣＴ、ロボット技術の活用等によ

る革新的な医療機器の開発を推進する。 

あわせて、保健・医療人材の育成・確保や、難病に関する保健・医療施

策、障害の原因となる疾病等の予防・治療に関する施策を着実に進める。 

 

【基本的考え方】  

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすること

ができるよう、精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域におい

て行う。また、入院中の精神障害者の早期退院及び地域移行を推進し、い

わゆる社会的入院の解消を進める。また、精神障害者の地域への円滑な移

行・定着が進むよう、退院後の支援に関する取組を行う。 

障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられる

よう、地域医療体制等の充実を図る。 

また、優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品等の開発を促進す

るとともに、最新の知見や技術を活用し、疾病等の病因・病態の解明、予

防、治療等に関する研究開発を推進する。さらに、質の高い医療サービス

に対するニーズに応えるため、ＡＩやＩＣＴ、ロボット技術の活用等によ

る革新的な医療機器の開発を推進する。 

あわせて、保健・医療人材の育成・確保や、難病に関する保健・医療施

策、障害の原因となる疾病等の予防・治療に関する施策を着実に進める。 

 

(１) 精神保健・医療の適切な提供等 (１) 精神保健・医療の適切な提供等 

○ 精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとと

もに、入院中の精神障害者の早期退院（入院期間の短縮）及び地域移行を

推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、次に掲げる取組を通じて、

精神障害者が地域で生活できる社会資源を整備する。［6-(1)-1］ 

 

○ 精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとと

もに、入院中の精神障害者の早期退院（入院期間の短縮）及び地域移行を

推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、次に掲げる取組を通じて、

精神障害者が地域で生活できる社会資源を整備する。［6-(1)-1］ 

 

資料２ 



 
2 

ア 専門診療科以外の診療科、保健所等、健診の実施機関等と専門診療科

との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救

急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立

や相談機能の向上を推進する。［6-(1)-1-ア］ 

 

ア 専門診療科以外の診療科、保健所等、健診の実施機関等と専門診療科

との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救

急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立

や相談機能の向上を推進する。［6-(1)-1-ア］ 

 

イ 精神科デイケアのサービス提供内容の充実を図るとともに、外来医療、

ひきこもり等の精神障害に対する多職種によるアウトリーチ（訪問支援）

を充実させる。［6-(1)-1-イ］ 

 

イ 精神科デイケアのサービス提供内容の充実を図るとともに、外来医療、

ひきこもり等の精神障害に対する多職種によるアウトリーチ（訪問支援）

を充実させる。［6-(1)-1-イ］ 

 

ウ 居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援（地域移行支援・

地域定着支援）、自立生活援助の提供体制の整備を図る。［6-(1)-1-ウ］ 

 

ウ 居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援（地域移行支援・

地域定着支援）の提供体制の整備を図る。［6-(1)-1-ウ］ 

 

エ 精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医、看護職員、精神保健福

祉士、公認心理師等について、人材育成や連携体制の構築等を図る。［6-

(1)-1-エ］ 

 

エ 精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医、看護職員、精神保健福

祉士、公認心理師等について、人材育成や連携体制の構築等を図る。［6-

(1)-1-エ］ 

 

○ 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング

等の機会の充実により、一般国民の心の健康づくり対策を推進する。加

えて、学校においては子供の心の変化に気付くための取組の促進、職域

においては事業者によるメンタルヘルス不調者への適切な対応、地域に

おいては保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を行う。また、精

神疾患の予防と早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図り、

適切な支援につなげる。［6-(1)-2］ 

 

○ 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング

等の機会の充実により、一般国民の心の健康づくり対策を推進する。加

えて、学校においては子供の心の変化に気付くための取組の促進、職域

においては事業者によるメンタルヘルス不調者への適切な対応、地域に

おいては保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を行う。また、精

神疾患の予防と早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図り、

適切な支援につなげる。［6-(1)-2］ 

 

○ 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図

る。精神障害者に対する当事者及び家族による相談活動に取り組む地方

公共団体に対し支援を行う。［6-(1)-3］ 

○ 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図

る。精神障害者に対する当事者及び家族による相談活動に取り組む地方

公共団体に対し支援を行う。［6-(1)-3］ 
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○ 精神医療における人権の確保を図るため、精神医療審査会運営マニュ

アルの見直しや地方公共団体における好事例の周知などにより、都道府

県及び指定都市に対し、その機能の充実・適正化を促す。［6-(1)-4］ 

 

○ 精神医療における人権の確保を図るため、精神医療審査会運営マニュ

アルの見直しや地方公共団体における好事例の周知などにより、都道府

県及び指定都市に対し、その機能の充実・適正化を促す。［6-(1)-4］ 

 

○ 精神疾患について、患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化

を進めるとともに、適切な医療の提供を確保し、患者・家族による医療機

関の選択に資するよう、精神医療に関する情報提供及び安全対策の推進

を図る。［6-(1)-5］ 

 

○ 精神疾患について、患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化

を進めるとともに、適切な医療の提供を確保し、患者・家族による医療機

関の選択に資するよう、精神医療に関する情報提供及び安全対策の推進

を図る。［6-(1)-5］ 

 

○ 令和４(2022)年６月に取りまとめられた「地域で安心して暮らせる精

神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」の報告書の内容を踏まえ、

精神科病院に入院中の患者の権利擁護等の観点から、研修を受講した第

三者により病院を訪問して行う相談支援の仕組みを都道府県等の事業と

して構築する。［6-(1)-6］ 

 

○ 平成29(2017)年２月に取りまとめられた「これからの精神保健医療福

祉のあり方に関する検討会」の報告書の内容を踏まえ、精神科病院に入

院中の患者の意思決定支援等の権利擁護について、医療機関以外の第三

者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを検討する。［6-(1)-6］ 

 

○ 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らし

をすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム」の構築を推進する。［6-(1)-7：再掲］ 

 

○ 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らし

をすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム」の構築を推進する。［6-(1)-7：再掲］ 

 

○ 精神障害者の地域への円滑な移行・定着を進められるよう、社会的活

動の拠点、在宅医療の充実や地域住民の理解の促進を図るとともに、働

くことを含めた、精神障害者の退院後の支援に係る取組を行う。［6-(1)-

8］ 

 

○ 精神障害者の地域への円滑な移行・定着を進められるよう、社会的活

動の拠点、在宅医療の充実や地域住民の理解の促進を図るとともに、働

くことを含めた、精神障害者の退院後の支援に係る取組を行う。［6-(1)-

8］ 

 

○ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関

する法律に基づき、同法対象者に対する精神保健医療の提供や医療と福

祉が連携した支援を充実させる。［6-(1)-9］ 

○ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関

する法律に基づき、同法対象者に対する精神保健医療の提供や医療と福

祉が連携した支援を充実させる。［6-(1)-9］ 
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(２) 保健・医療の充実等 (２) 保健・医療の充実等 

○ 障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられる

よう、地域医療体制等の充実を図る。その際、特に、高齢化等による障害

の重度化・重複化の予防及びその対応に留意する。［6-(2)-1］ 

 

○ 障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられる

よう、地域医療体制等の充実を図る。その際、特に、高齢化等による障害

の重度化・重複化の予防及びその対応に留意する。［6-(2)-1］ 

 

○ 障害者総合支援法に基づき、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図

り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、

医療費（自立支援医療費）の助成を行う。［6-(2)-2］ 

 

○ 障害者総合支援法に基づき、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図

り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、

医療費（自立支援医療費）の助成を行う。［6-(2)-2］ 

 

○ 国立障害者リハビリテーションセンター病院において、早期退院、社

会復帰に向けて、各障害に対応した機能回復訓練を行うとともに、医療

相談及び心理支援を行う。また、障害者の健康増進についてもサービス

の提供、情報提供を行う。［6-(2)-3］ 

 

○ 国立障害者リハビリテーションセンター病院において、早期退院、社

会復帰に向けて、各障害に対応した機能回復訓練を行うとともに、医療

相談及び心理支援を行う。また、障害者の健康増進についてもサービス

の提供、情報提供を行う。［6-(2)-3］ 

 

○ 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害、高次脳機能障害等のリハビリ

テーションによる機能の維持、回復が期待される障害について、適切な

評価、病院から地域等への一貫したリハビリテーションの確保を図る。

［6-(2)-4］ 

 

○ 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害、高次脳機能障害等のリハビリ

テーションによる機能の維持、回復が期待される障害について、適切な

評価、病院から地域等への一貫したリハビリテーションの確保を図る。

［6-(2)-4］ 

 

○ 障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健

サービスの提供体制の充実を図る。また、障害に起因して合併しやすい

疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に

対して適切な医療の確保を図る。［6-(2)-5］ 

 

○ 障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健

サービスの提供体制の充実を図る。また、障害に起因して合併しやすい

疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に

対して適切な医療の確保を図る。［6-(2)-5］ 

 

○ 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な

障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る

取組を進めるとともに、障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専

○ 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な

障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る

取組を進めるとともに、障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専
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門職を育成するための取組を促進する。［6-(2)-6］ 

 

門職を育成するための取組を促進する。［6-(2)-6］ 

 

(３) 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 (３) 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 

○ 優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進

するため、研究の支援、臨床研究・治験環境の整備、独立行政法人医薬品

医療機器総合機構のＲＳ戦略相談の活用等を推進する。［6-(3)-1］ 

 

○ 優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進

するため、研究の支援、臨床研究・治験環境の整備、独立行政法人医薬品

医療機器総合機構のＲＳ戦略相談の活用等を推進する。［6-(3)-1］ 

 

○ 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、疾病等の病因・

病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推進する。また、再生医療

について、多くの障害者、患者が活用できるよう、研究開発の推進及び実

用化の加速に取り組む。［6-(3)-2］ 

 

○ 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、疾病等の病因・

病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推進する。また、再生医療

について、多くの障害者、患者が活用できるよう、研究開発の推進及び実

用化の加速に取り組む。［6-(3)-2］ 

 

○ 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関

する新たな診断法の開発、リハビリテーションの効率化及び訓練プログ

ラムの改善を進める。［6-(3)-3］ 

 

○ 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関

する新たな診断法の開発、リハビリテーションの効率化及び訓練プログ

ラムの改善を進める。［6-(3)-3］ 

 

○ 障害者の生活機能全体の維持・回復のため、リハビリテーション技術

の開発を推進する。［6-(3)-4］ 

 

○ 障害者の生活機能全体の維持・回復のため、リハビリテーション技術

の開発を推進する。［6-(3)-4］ 

 

○ 質の高いサービスに対するニーズに応えるため、ＡＩ（人工知能）や

ＩＣＴ、ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進す

るとともに、障害者の生活や自立を支援する機器の開発を支援する。

［6-(3)-5］ 

 

○ 質の高いサービスに対するニーズに応えるため、ＡＩ（人工知能）や

ＩＣＴ、ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進す

るとともに、障害者の生活や自立を支援する機器の開発を支援する。

［6-(3)-5］ 

 

(４) 保健・医療を支える人材の育成・確保 (４) 保健・医療を支える人材の育成・確保 

○ 医師・歯科医師の養成課程及び生涯学習において、障害者に対する医

療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障害に関

○ 医師・歯科医師の養成課程及び生涯学習において、障害者に対する医

療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障害に関
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する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対

象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。［6-(4)-1］ 

 

する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対

象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。［6-(4)-1］ 

 

○ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事

する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向

上を図る。［6-(4)-2］ 

 

○ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事

する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向

上を図る。［6-(4)-2］ 

 

○ 地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質

の向上を図るとともに、障害者にとって必要な福祉サービス等の情報提

供が速やかに行われるよう地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携

を図る。［6-(4)-3］ 

 

○ 地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質

の向上を図るとともに、障害者にとって必要な福祉サービス等の情報提

供が速やかに行われるよう地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携

を図る。［6-(4)-3］ 

 

○ 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援

ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置

の促進を図る。［6-(4)-4］ 

 

○ 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援

ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置

の促進を図る。［6-(4)-4：再掲］ 

 

(５) 難病に関する保健・医療施策の推進 (５) 難病に関する保健・医療施策の推進 

○ 難病患者の実態把握、病因・病態の解明、画期的な診断・治療法の開発

を推進するとともに、診断基準・治療指針の確立及び普及を通じて、難病

患者が受ける医療水準の向上を図るため、幅広い難病の研究を推進する。

［6-(5)-1］ 

 

○ 難病患者の実態把握、病因・病態の解明、画期的な診断・治療法の開発

を推進するとともに、診断基準・治療指針の確立及び普及を通じて、難病

患者が受ける医療水準の向上を図るため、難病の研究を推進する。［6-

(5)-1］ 

 

○ 難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保

を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した

療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図る。［6-

(5)-2］ 

 

○ 難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保

を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した

療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図る。［6-

(5)-2］ 
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○ 難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の

負担軽減を図るため、医療費助成を行う。［6-(5)-3］ 

 

○ 難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の

負担軽減を図るため、医療費助成を行う。［6-(5)-3］ 

 

○ 長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあ

る疾病であって、療養のために多額の費用を要するものに対し、健全育

成の観点から、その疾病にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を

図るため、医療費助成を行う。［6-(5)-4］ 

 

○ 長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあ

る疾病であって、療養のために多額の費用を要するものに対し、健全育

成の観点から、その疾病にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を

図るため、医療費助成を行う。［6-(5)-4］ 

 

○ 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るととも

に、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じ

て地域における難病患者支援対策を実施するため、難病相談支援センタ

ーを中心とし、難病診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な関係者

間での連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・

支援や地域交流活動の促進などを行う。［6-(5)-5］ 

 

○ 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るととも

に、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じ

て地域における難病患者支援対策を実施するため、難病相談支援センタ

ーを中心とし、難病診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な関係者

間での連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・

支援や地域交流活動の促進などを行う。［6-(5)-5］ 

 

○ 幼少期から慢性疾病に罹患しているため、長期にわたり療養が必要な

ことから、社会との接点が希薄になり、社会生活を行う上での自立が阻

害されている児童等に対して、地域の実情に応じた相談支援等の充実に

より社会生活への自立促進を図る取組を行う。［6-(5)-6］ 

 

○ 幼少期から慢性疾病に罹患しているため、長期にわたり療養が必要な

ことから、社会との接点が希薄になり、社会生活を行う上での自立が阻

害されている児童等に対して、地域の実情に応じた相談支援等の充実に

より社会生活への自立促進を図る取組を行う。［6-(5)-6］ 

 

○ 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者

総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体に

おいて、難病等の特性（病状の変化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円

滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。［6-(5)-7］ 

 

○ 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者

総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体に

おいて、難病等の特性（病状の変化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円

滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。［6-(5)-7：再掲］ 

 

(６) 障害の原因となる疾病等の予防・治療 (６) 障害の原因となる疾病等の予防・治療 

○ 妊婦健康診査、産婦健康診査、乳幼児に対する健康診査及び児童に対 ○ 妊婦健康診査、産婦健康診査、乳幼児に対する健康診査及び児童に対
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する健康診断、保健指導の適切な実施、周産期医療・小児医療体制の充実

等を図るとともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び

治療、早期療養を図る。また、障害の早期発見と早期の発達支援を図るた

め、知見と経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図る。［6-(6)-1］ 

 

する健康診断、保健指導の適切な実施、周産期医療・小児医療体制の充実

等を図るとともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び

治療、早期療養を図る。また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療

育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図る。［6-(6)-1］ 

 

○ 生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防す

るため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔

の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進、医療連携体制の推進、

健康診査・保健指導の実施等に取り組む。［6-(6)-2］ 

 

○ 生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防す

るため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔

の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進、医療連携体制の推進、

健康診査・保健指導の実施等に取り組む。［6-(6)-2］ 

 

〇 疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地

域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実、保健所、

精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による保健サービス等の

提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。［6-(6)-3］ 

 

○ 疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地

域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実、保健所、

精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による保健サービス等の

提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。［6-(6)-3］ 

 

6-(6)-3に統合 

 

○ 外傷等に対する適切な治療を行うため、医療提供体制の充実及び関係

機関の連携を促進する。［6-(6)-4］ 
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障害者基本計画(第５次)案 障害者基本計画(第４次) 

５．行政等における配慮の充実                 ７．行政等における配慮の充実                 

【基本的考え方】  

障害者がその権利を円滑に行使できるよう、司法手続や選挙等において

必要な環境の整備や障害特性に応じた合理的配慮の提供を行う。また、行

政機関の窓口等における障害者への配慮を徹底するとともに、行政情報の

提供等に当たっては、ＩＣＴ等の利活用も検討し、可能なものは積極的に

導入するなど、アクセシビリティへの配慮に努める。さらに、いわゆる欠格

条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢の変化等の必

要に応じた不断の見直しを行う。 

 

【基本的考え方】  

障害者がその権利を円滑に行使できるよう、司法手続や選挙等において

必要な環境の整備や障害特性に応じた合理的配慮の提供を行う。また、行

政機関の窓口等における障害者への配慮を徹底するとともに、行政情報の

提供等に当たっては、ＩＣＴ等の利活用も検討し、可能なものは積極的に

導入するなど、アクセシビリティへの配慮に努める。さらに、いわゆる欠格

条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢の変化等の必

要に応じた不断の見直しを行う。 

 

(１) 司法手続等における配慮等 (１) 司法手続等における配慮等 

〇 被疑者・被告人あるいは被害者・参考人となった障害者が、意思疎通等

を円滑に行うことができるよう、刑事事件における手続の運用において

適切な配慮を行う。あわせて、これらの手続に携わる職員に対して、障害

や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。［5-(1)-1］ 

 

〇 被疑者・被告人あるいは被害者・参考人となった障害者が、意思疎通等

を円滑に行うことができるよう、刑事事件における手続の運用において

適切な配慮を行う。あわせて、これらの手続に携わる職員に対して、障害

や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。［7-(1)-1］ 

 

○ 知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対す

る取調べの録音・録画や心理・福祉関係者の助言等の取組を継続すると

ともに、更なる検討を行う。［5-(1)-2］ 

 

○ 知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対す

る取調べの録音・録画や心理・福祉関係者の助言等の取組を継続すると

ともに、更なる検討を行う。［7-(1)-2］ 

 

○ 矯正施設に入所する障害者に対して、社会復帰支援のためのプログラ

ムの提供を促進するとともに、これらの施設の職員に対して必要な研修

を実施する。［5-(1)-3］ 

 

○ 矯正施設に入所する障害者に対して、社会復帰支援のためのプログラ

ムの提供を促進するとともに、これらの施設の職員に対して必要な研修

を実施する。［7-(1)-3］ 

 

○ 矯正施設に入所する障害者等の円滑な社会復帰を促進するため、地域 ○ 矯正施設に入所する累犯障害者等の円滑な社会復帰を促進するため、
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生活定着支援センター、保護観察所等の関係機関等の連携の下、矯正施

設に入所する障害者等が出所等後に必要な福祉サービスを受けるための

支援を行う。［5-(1)-4］ 

 

地域生活定着支援センターにおいて、保護観察所等の関係機関と連携の

下、矯正施設に入所する累犯障害者等が出所等後に必要な福祉サービス

を受けるための支援を行う。［7-(1)-4］ 

 

○ 弁護士、弁護士会、日本弁護士連合会、法テラス等の連携の下、罪を犯

した知的障害者等の社会復帰の障害となり得る法的紛争の解決等に必要

な支援を行うなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実を図る。

［5-(1)-5］ 

 

○ 弁護士、弁護士会、日本弁護士連合会、法テラス等の連携の下、罪を犯

した知的障害者等の社会復帰の障害となり得る法的紛争の解決等に必要

な支援を行うなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実を図る。

［7-(1)-5］ 

 

(２) 選挙等における配慮等 (２) 選挙等における配慮等 

○ 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインタ

ーネットを通じた候補者情報の提供等、ＩＣＴの進展等も踏まえながら、

障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。［5-(2)-1：

再掲］ 

 

○ 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインタ

ーネットを通じた候補者情報の提供等、ＩＣＴの進展等も踏まえながら、

障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。［7-(2)-1：

再掲］ 

 

○ 移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害

者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に

努めるとともに、障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、

投票の秘密に配慮した代理投票の適切な実施等の取組を促進する。［5-

(2)-2］ 

 

○ 移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害

者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に

努めるとともに、障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、

代理投票の適切な実施等の取組を促進する。［7-(2)-2］ 

 

○ 指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実

施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障

害者の投票機会の確保に努める。［5-(2)-3］ 

 

○ 指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実

施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障

害者の投票機会の確保に努める。［7-(2)-3］ 

 

(３) 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 (３) 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

○ 各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解 ○ 各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解
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消法に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必

要かつ合理的な配慮（合理的配慮）を行うとともに、ソフト・ハードの両

面にわたり、合理的配慮を的確に行うために必要な環境の整備を着実に

進める。［5-(3)-1］ 

 

消法に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必

要かつ合理的な配慮（合理的配慮）を行うとともに、ソフト・ハードの両

面にわたり、合理的配慮を的確に行うために必要な環境の整備を着実に

進める。［7-(3)-1］ 

 

○ 行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため、より

一層の理解の促進が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害の特

性、複合的に困難な状況に置かれた障害者に求められる合理的配慮を含

めた必要な配慮等を含めて必要な研修を実施し、窓口等における障害者

への配慮の徹底を図る。［5-(3)-2］ 

 

○ 行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため、より

一層の理解の促進が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害の特

性、複合的に困難な状況に置かれた障害者に求められる配慮等を含めて

必要な研修を実施し、窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。

［7-(3)-2］ 

 

○ 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急

時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知

的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多

様な障害の特性に応じた配慮を行う。［5-(3)-3：再掲］ 

 

○ 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急

時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知

的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多

様な障害の特性に応じた配慮を行う。［7-(3)-3：再掲］ 

 

○ 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行

政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報

提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動

画への字幕や音声解説の付与など、最新のウェブアクセシビリティ規格

を踏まえ、必要な対応を行う。また、「みんなの公共サイト運用ガイド

ライン」について必要な見直しを行うこと等により、公的機関等のウェ

ブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。［5-(3)-4：再

掲］ 

 

○ 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行

政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報

提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動

画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドラ

イン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関に

おけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。［7-

(3)-4：再掲］ 

 

○ 各府省における行政情報の提供等に当たっては、ＩＣＴの利活用も踏

まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行う。［5-(3)-5：再掲］ 

○ 各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに

配慮したＩＣＴを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、
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 利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシ

ビリティに配慮した情報提供に努める。［7-(3)-5：再掲］ 

 

(４) 国家資格に関する配慮等 (４) 国家資格に関する配慮等 

○ 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験

の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供するとともに、い

わゆる欠格条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢

の変化等の必要に応じた不断の見直しを行う。［5-(4)-1］ 

 

○ 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験

の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供するとともに、い

わゆる欠格条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢

の変化等の必要に応じた不断の見直しを行う。［7-(4)-1］ 
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障害者基本計画(第５次)案 障害者基本計画(第４次) 

７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進                 ５．自立した生活の支援・意思決定支援の推進                

【基本的考え方】  

自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者に対し、本

人の自己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行うとともに、

障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることので

きる体制を構築する。 

また、障害者の地域移行を一層推進し、障害者が必要なときに必要な場

所で、地域の実情に即した適切な支援を受けられるよう取組を進めるこ

とを通じ、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、

安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。 

さらに、障害者及び障害のある子供が、基本的人権を享有する個人とし

ての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

在宅サービスの量的・質的な充実、障害のある子供への支援の充実、障害

福祉サービスの質の向上、アクセシビリティ向上に資する機器の研究開

発、障害福祉人材の育成・確保等に着実に取り組む。 

 

【基本的考え方】  

自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者に対し、本

人の自己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行うとともに、

障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることので

きる体制を構築する。 

また、障害者の地域移行を一層推進し、障害者が必要なときに必要な場

所で、地域の実情に即した適切な支援を受けられるよう取組を進めるこ

とを通じ、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、

安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。 

さらに、障害者及び障害のある子供が、基本的人権を享有する個人とし

ての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

在宅サービスの量的・質的な充実、障害のある子供への支援の充実、障害

福祉サービスの質の向上、アクセシビリティ向上に資する機器の研究開

発、障害福祉人材の育成・確保等に着実に取り組む。 

 

(１) 意思決定支援の推進 (１) 意思決定支援の推進 

○ 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉

サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重す

る観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意

思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。

［7-(1)-1］ 

 

○ 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉

サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重す

る観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意

思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。

［5-(1)-1］ 

 

○ 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制

度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うととも

○ 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制

度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うととも
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に、成年後見、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。［7-(1)-2：再掲］ 

 

に、成年後見、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。［5-(1)-2：再掲］ 

 

(２) 相談支援体制の構築 (２) 相談支援体制の構築 

○ 障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることの

できる体制を構築するため、様々な障害種別、年齢、性別、状態等に対応

し、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図る。［7-(2)-1］ 

 

○ 障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることの

できる体制を構築するため、様々な障害種別、年齢、性別、状態等に対応

し、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図る。［5-(2)-1］ 

 

○ 障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向や家族の意向等を踏ま

えたサービス等利用計画案の作成等、当事者の支援の必要性に応じた適

切な支給決定の実施に向けた取組を進める。［7-(2)-2］ 

 

○ 障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向や家族の意向等を踏ま

えたサービス等利用計画案の作成等、当事者の支援の必要性に応じた適

切な支給決定の実施に向けた取組を進める。［5-(2)-2］ 

 

○ 相談支援事業者への専門的指導や人材育成、障害者等の相談等を総合

的に行い、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

ンターの必要性を周知し、その設置を促進する。また、関係機関の連携

の緊密化や地域の実情に応じた体制整備についての協議会の運営の活性

化を図ることにより、障害者等への支援体制の整備を進める。［7-(2)-

3］ 

 

○ 相談支援事業者への専門的指導や人材育成、障害者等の相談等を総合

的に行い、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

ンターの必要性を周知し、その設置を促進する。また、関係機関の連携

の緊密化や地域の実情に応じた体制整備についての協議会の設置を促進

し、その運営の活性化を図ることにより、障害者等への支援体制の整備

を進める。［5-(2)-3］ 

 

○ 発達障害者支援センター等において、発達障害児者やその家族に対す

る相談支援やペアレントメンターの養成等を行うとともに、地域の医

療、保健、福祉、教育、雇用等の関係者による発達障害者支援地域協議

会で地域の課題等を協議し、発達障害者支援センターを中心とした地域

生活支援体制の充実を図る。［7-(2)-4］ 

 

○ 発達障害者支援センター等において、発達障害児者やその家族に対す

る相談支援やペアレントメンターの養成等を行うとともに、地域の医

療、保健、福祉、教育、雇用等の関係者による発達障害者支援地域協議

会で地域の課題等を協議し、発達障害者支援センターを中心とした地域

生活支援体制の充実を図る。［5-(2)-4］ 

 

○ 高次脳機能障害児者への支援について、地域の支援拠点に相談支援コ

ーディネーターを配置し、ライフステージに応じた専門的な相談支援や

○ 高次脳機能障害児者への支援について、地域の支援拠点に相談支援コ

ーディネーターを配置し、ライフステージに応じた専門的な相談支援や
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都道府県及び市町村が障害者等への支援体制の整備を図るために設置す

る協議会を始めとした関係機関との連携・調整等を行うとともに、高次

脳機能障害に関する情報発信の充実を図る。［7-(2)-5］ 

 

都道府県及び市町村が障害者等への支援体制の整備を図るために設置す

る協議会を始めとした関係機関との連携・調整等を行うとともに、高次

脳機能障害に関する情報発信の充実を図る。［5-(2)-5］ 

 

○ 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るととも

に、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じ

て地域における難病患者支援対策を推進するため、難病相談支援センタ

ー等により、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を

行う。［7-(2)-6］ 

 

○ 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るととも

に、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じ

て地域における難病患者支援対策を推進するため、難病相談支援センタ

ー等により、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を

行う。［5-(2)-6］ 

 

○ 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、

障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等

による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談

等の支援に取り組む。［7-(2)-7：再掲］ 

 

○ 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、

障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等

による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談

等の支援に取り組む。［5-(2)-7：再掲］ 

 

○ 各種ガイドラインの策定及び普及、障害者相談員や相談支援に従事す

る職員に対する研修の実施等により、相談業務の質の向上を図るととも

に、児童相談所、更生相談所、保健所等の関係機関間のネットワークの

形成及びその活用を推進し、障害者が身近な地域で専門的相談を行うこ

とができる体制を構築する。［7-(2)-8］ 

 

○ 各種ガイドラインの策定及び普及、障害者相談員や相談支援に従事す

る職員に対する研修の実施等により、相談業務の質の向上を図るととも

に、児童相談所、更生相談所、保健所等の関係機関間のネットワークの

形成及びその活用を推進し、障害者が身近な地域で専門的相談を行うこ

とができる体制を構築する。［5-(2)-8］ 

 

○ 家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等によりその家庭や

家族を支援する。また、ピアサポーターの育成を行うとともに、ピアカ

ウンセリング、ピアサポート等の障害者・家族同士が行う援助として有

効かつ重要な手段である当事者等による相談活動の更なる拡充を図る。

［7-(2)-9］ 

 

○ 家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等によりその家庭や

家族を支援する。また、ピアサポーターの育成を行うとともに、ピアカ

ウンセリング、ピアサポート等の障害者・家族同士が行う援助として有

効かつ重要な手段である当事者等による相談活動の更なる拡充を図る。

［5-(2)-9］ 
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○ 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援

事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピ

アサポートを推進する。［7-(2)-10］ 

 

○ 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援

事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピ

アサポートを推進する。［5-(2)-10］ 

 

○ 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に

対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障

害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対

する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者

のためのワンストップ支援センターの運営の安定化や配偶者暴力相談支

援センター等における相談機能の充実を図る。［7-(2)-11：再掲］ 

 

○ 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に

対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障

害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対

する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者

のためのワンストップ支援センターの設置促進・運営の安定化や配偶者

暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図る。［5-(2)-11：再

掲］ 

 

(３) 地域移行支援、在宅サービス等の充実 (３) 地域移行支援、在宅サービス等の充実 

○ 障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実

態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、

短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的

充実を図る。［7-(3)-1］ 

 

○ 障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実

態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、

短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的

充実を図る。［5-(3)-1］ 

 

○ 常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよ

う、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の充実を図るとともに、

体調の変化・支援者の状況等に応じて一時的に利用することができる社

会資源の整備を促進する。［7-(3)-2］ 

 

○ 常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよ

う、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の充実を図るとともに、

体調の変化・支援者の状況等に応じて一時的に利用することができる社

会資源の整備を促進する。［5-(3)-2］ 

 

○ 障害者の身体機能又は生活能力の向上を目的とした自立訓練（機能訓

練、生活訓練）の整備を推進するとともに、利用者の障害特性に応じた

○ 障害者の身体機能又は生活能力の向上を目的とした自立訓練（機能訓

練、生活訓練）を障害の区別なく利用できる仕組みに改めるとともに、
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専門職員による訓練の取組を促進し、利用者が身近な事業所において必

要な訓練を受けられるようにする。［7-(3)-3］ 

 

利用者の障害特性に応じた専門職員による訓練の取組を促進し、利用者

が身近な事業所において必要な訓練を受けられるようにする。［5-(3)-

3］ 

 

○ 外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を提供するとと

もに、日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの機能の

充実等、地域生活を支援するために地方公共団体が地域の特性や利用者

の状況に応じて実施する取組に対する支援を推進する。［7-(3)-4］ 

 

○ 外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を提供するとと

もに、日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの機能の

充実等、地域生活を支援するために地方公共団体が地域の特性や利用者

の状況に応じて実施する取組に対する支援を推進する。［5-(3)-4］ 

 

○ 地域で生活する障害者の支援を進めるために、地域生活支援拠点等の

整備を図り、障害の重度化・高齢化にも対応できるよう、居住支援、サ

ービスの提供体制の確保及び専門的ケアの支援を行う機能を強化する。

［7-(3)-5］ 

 

○ 地域で生活する障害者の支援を進めるために、地域生活支援拠点等の

整備を図り、障害の重度化・高齢化にも対応できるよう、居住支援、サ

ービスの提供体制の確保及び専門的ケアの支援を行う機能を強化する。

［5-(3)-5］ 

 

○ 地域生活への移行を進める観点から、障害者支援施設においては、入

所者の地域生活移行支援や地域で生活する障害者の支援を推進し、ま

た、障害者の地域における居住の場の一つとして、多様な形態のグルー

プホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充

実を図る。［7-(3)-6］ 

 

○ 地域生活への移行を進める観点から、障害者支援施設においては、入

所者の地域生活移行支援や地域で生活する障害者の支援を推進し、ま

た、障害者の地域における居住の場の一つとして、多様な形態のグルー

プホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充

実を図る。［5-(3)-6］ 

 

○ 障害者の一人暮らしを支える自立生活援助により、障害者の地域生活

への移行を推進する。［7-(3)-7］ 

 

○ 障害者の一人暮らしを支える新たなサービスである自立生活援助を導

入することにより、障害者の地域生活への移行を推進する。［5-(3)-7］ 

 

○ 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らし

をすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び

住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対

応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。［7-(3)-8］ 

○ 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らし

をすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び

住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対

応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。［5-(3)-8］ 
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○ ヤングケアラーをはじめとする障害者の家族支援について、相談や障

害福祉サービス等に関する情報提供を実施して必要な支援につなぐとと

もに、子どもの負担軽減を図る観点も含め、障害者の家事援助、短期入

所等の必要なサービスの提供体制の確保に取り組む。［7-(3)-9］ 

 

新規 

(４) 障害のある子供に対する支援の充実 (４) 障害のある子供に対する支援の充実 

○ 障害児やその家族を含め、全ての子供や子育て家庭を対象として、身

近な地域において、子ども・子育て支援法（平成24 年法律第65号）に

基づく給付その他の支援を可能な限り講ずるとともに、障害児を受け入

れる保育所のバリアフリー化の促進、障害児保育を担当する職員の確保

や専門性向上を図るための研修の実施、保育所等訪問支援事業の活用等

により、障害児の保育所での受入れを促進する。［7-(4)-1］ 

 

○ 障害児やその家族を含め、全ての子供や子育て家庭を対象として、身

近な地域において、子ども・子育て支援法（平成24 年法律第65号）に

基づく給付その他の支援を可能な限り講ずるとともに、障害児が円滑に

同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために「優先利用」の

対象として周知するなど必要な支援を行う。［5-(4)-1］ 

 

［7-(4)-1］に統合 

 

○ 障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進、障害児保育を担

当する職員の確保や専門性向上を図るための研修の実施、保育所等訪問

支援事業の活用等により、障害児の保育所での受入れを促進する。［5-

(4)-2］ 

 

○ 障害児の発達を支援する観点から、幼児の成長記録や支援上の配慮に

関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間

で共有するなど、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業

後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築

を図り、発達支援等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行う。

［7-(4)-2］ 

 

○ 障害児の発達を支援する観点から、幼児の成長記録や指導上の配慮に

関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間

で共有するなど、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業

後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築

を図り、療育方法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行う。

［5-(4)-3］ 

 

○ 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援

ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置

○ 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援

ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置
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の促進を図る。［7-(4)-3：再掲］ 

 

の促進を図る。［5-(4)-4］ 

 

○ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき、障害児に対して発達

支援等を行う児童発達支援等を提供するとともに、障害者総合支援法に

基づき、居宅介護、短期入所、障害児を一時的に預かって見守る日中一時

支援等を提供し、障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の

充実を図る。また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放

課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。さらに、医療的ケアが

必要な障害児については、地域において包括的な支援が受けられるよう

に、保健・医療・福祉等の関係機関の連携促進に努める。［7-(4)-4］ 

 

○ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき、障害児に対して指導

訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、障害者総合支

援法に基づき、居宅介護、短期入所、障害児を一時的に預かって見守る日

中一時支援等を提供し、障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる

体制の充実を図る。また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援

及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。さらに、医療的

ケアが必要な障害児については、地域において包括的な支援が受けられ

るように、保健・医療・福祉等の関係機関の連携促進に努める。［5-(4)-

5］ 

 
○ 障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援す

るとともに、在宅で生活する重症心身障害児者について、専門的な支援

の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実

を図る。［7-(4)-5］ 

 

○ 障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援す

るとともに、在宅で生活する重症心身障害児者について、専門的な支援

の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実

を図る。［5-(4)-6］ 

 
○ 児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害の重度化・

重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強化を図るとともに、これ

らの機関を地域における中核的支援施設と位置付け、地域の事業所等と

の連携や、障害児の医療的ケアを含めた多様なニーズに対応する機関と

しての役割を担うため、必要な体制整備を図る。［7-(4)-6］ 

 

○ 児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害の重度化・

重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強化を図るとともに、これ

らの機関を地域における中核的支援施設と位置付け、地域の事業所等と

の連携や、障害児の医療的ケアを含めた多様なニーズに対応する療育機

関としての役割を担うため、必要な体制整備を図る。［5-(4)-7］ 

 

(５) 障害福祉サービスの質の向上等 (５) 障害福祉サービスの質の向上等 

○ 障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサ

ービス等を提供する者、又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を養

成し配置を促進する。［7-(5)-1］ 

○ 障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサ

ービス等を提供する者、又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を養

成し配置を促進する。［5-(5)-1］ 
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○ 障害福祉サービス事業所の職員が、共生社会の理念を理解し、障害者

やその家族の意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、

研修の実施等を推進する。［7-(5)-2］ 

 

○ 障害福祉サービス事業所の職員が、共生社会の理念を理解し、障害者

やその家族の意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、

研修の実施等を推進する。［5-(5)-2］ 

 

○ 障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推

進、事業者に対する第三者評価の適切な実施及び評価結果の公表の促進

等に努める。また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害

福祉サービス等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサー

ビスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向

上を図る。［7-(5)-3］ 

 

○ 障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推

進、事業者に対する第三者評価の適切な実施及び評価結果の公表の促進

等に努める。また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害

福祉サービス等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサー

ビスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向

上を図る。［5-(5)-3］ 

 

○ 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉

サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重す

る観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意

思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。

［7-(5)-4：再掲］ 

 

○ 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉

サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重す

る観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意

思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。

［5-(5)-4：再掲］ 

 

○ 地方公共団体における障害福祉計画の策定に当たり、国において、障

害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る数値目標等

を定めた基本指針を策定し、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町

村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画

的に図られるように取り組む。［7-(5)-5］ 

 

○ 地方公共団体における障害福祉計画の策定に当たり、国において、障

害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る数値目標等

を定めた基本指針を策定し、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町

村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画

的に図られるように取り組む。［5-(5)-5］ 

 

○ 長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な

支給決定がなされるよう実施主体である市町村への周知に取り組むとと

もに、都道府県との連携の下、市町村に対する支援を行う。［7-(5)-6］ 

 

○ 長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な

支給決定がなされるよう実施主体である市町村への周知に取り組むとと

もに、都道府県との連携の下、市町村に対する支援を行う。［5-(5)-6］ 
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○ 障害福祉サービスの提供に当たっては、都道府県による管内市町村へ

の適切な支援等を通じ、地域間におけるサービスの格差について引き続

き均てんを図る。また、65歳を超えた障害者が必要な支援を受けるため

の、障害福祉サービスの支給決定について市町村ごとの運用状況の差異

をできる限りなくし、より適切な運用がなされるよう、地方自治体への

周知に取り組む。［7-(5)-7］ 

 

○ 障害福祉サービスの提供に当たっては、都道府県による管内市町村へ

の適切な支援等を通じ、地域間におけるサービスの格差について引き続

き均てんを図る。［5-(5)-7］ 

 

○ 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者

総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体に

おいて、難病等の特性（病状の変化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円

滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。［7-(5)-8：再掲］ 

 

○ 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者

総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体に

おいて、難病等の特性（病状の変化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円

滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。［5-(5)-8］ 

 
○ 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及び児

童福祉法の一部を改正する法律（平成28 年法律第65 号）の施行後３年

見直しや、都道府県及び市町村が策定する障害福祉計画や障害児福祉計

画に基づく業務の実施状況等を踏まえながら、障害者の生活ニーズを踏

まえた障害福祉サービスの更なる充実等を図るための方策について、継

続的な検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必

要な措置を講ずる。［7-(5)-9］ 

 

○ 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及び児

童福祉法の一部を改正する法律（平成28 年法律第65 号）による改正後

の障害者総合支援法等の施行の状況や、都道府県及び市町村が策定する

障害福祉計画や障害児福祉計画に基づく業務の実施状況等を踏まえなが

ら、障害者の生活ニーズを踏まえた障害福祉サービスの更なる充実等を

図るための方策について、継続的な検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。［5-(5)-9］ 

 
(６) 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究

開発及び身体障害者補助犬の育成等 

(６) 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究

開発及び身体障害者補助犬の育成等 

○ 良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図るた

め、研究開発の推進等を進める。また、研究開発や障害者等のニーズを踏

まえ、ユニバーサルデザイン化を促進し、誰もが使いやすいものづくり

を推進する。さらに、福祉用具の適切な普及促進を図るため、積極的に標

準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。［7-(6)-1］ 

○ 良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図るた

め、研究開発の推進等を進める。また、研究開発や障害者等のニーズを踏

まえ、ユニバーサルデザイン化を促進し、誰もが使いやすいものづくり

を推進する。さらに、福祉用具の適切な普及促進を図るため、積極的に標

準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。［5-(6)-1］ 
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○ 補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支

給、日常生活用具の給付・貸与を行うとともに、福祉用具に関する情報提

供などにより、時代に応じた福祉用具等の普及を促進する。［7-(6)-2］ 

 

○ 補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支

給、日常生活用具の給付・貸与を行うとともに、福祉用具に関する情報提

供などにより、時代に応じた福祉用具等の普及を促進する。［5-(6)-2］ 

 

○ 情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により、福祉用具

に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進するとともに、研修の充実

等により、福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上を図る。［7-

(6)-3］ 

 

○ 情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により、福祉用具

に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進するとともに、研修の充実

等により、福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上を図る。［5-

(6)-3］ 

 

○ 身体障害者補助犬法（平成14 年法律第49号）に基づき、身体障害者

補助犬の育成及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利

用の円滑化を図る。［7-(6)-4］ 

 

○ 身体障害者補助犬法（平成14 年法律第49号）に基づき、身体障害者

補助犬の育成及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利

用の円滑化を図る。［5-(6)-4］ 

 

○ 障害者等の自立行動支援の観点から、安全・安心な生活に向けた支援

のためのロボット技術等の研究開発を推進する。また、ロボット介護機

器の開発を推進する。［7-(6)-5］ 

 

○ 障害者等の自立行動支援の観点から、安全・安心な生活に向けた支援

のためのロボット技術等の研究開発を推進する。また、「ロボット新戦

略」（平成27年２月10 日日本経済再生本部決定）に基づき、ロボット

介護機器の開発や介護現場への導入に必要な環境整備等を推進する。［5-

(6)-5］ 

 
(７) 障害福祉を支える人材の育成・確保 (７) 障害福祉を支える人材の育成・確保 

○ 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の福祉専門職について、そ

の専門性や知見の有効な活用を図りつつ、養成及び確保に努めるととも

に、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、公

認心理師等のリハビリテーション等に従事する者について、専門的な技

術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。また、ホームヘル

プサービスについて、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研

修を行う。さらに、障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法

○ 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の福祉専門職について、そ

の専門性や知見の有効な活用を図りつつ、養成及び確保に努めるととも

に、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、公

認心理師等のリハビリテーション等に従事する者について、専門的な技

術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。また、ホームヘル

プサービスについて、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研

修を行う。さらに、障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法
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規の遵守を徹底するとともに、サービス従事者の処遇改善や職場環境の

改善などに努める。［7-(7)-1］ 

 

規の遵守を徹底するとともに、サービス従事者の処遇改善や職場環境の

改善などに努める。［5-(7)-1］ 

 

○ 国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関等において

障害に係る専門的な研究を行うとともに、情報の収集・提供等を行い、障

害保健福祉に従事する職員の養成・研修においてこれらの機関の積極的

な活用を図る。［7-(7)-2］ 

 

○ 国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関等において

障害に係る専門的な研究を行うとともに、情報の収集・提供等を行い、障

害保健福祉に従事する職員の養成・研修においてこれらの機関の積極的

な活用を図る。［5-(7)-2］ 

 

○ 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援

事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピ

アサポートを推進する。［7-(7)-3：再掲］ 

 

○ 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援

事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピ

アサポートを推進する。［5-(7)-3：再掲］ 

 

 


