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第１編 障害者の状況等（基礎的調査等より）

第１章 障害者の状況（基本的統計より）
１ 障害者数（３区分の概要）
（１）全体状況
ここでは、身体障害、知的障害、精神障害の３区分による厚生労働省の

調査から基本的な統計数値を記載する。
障害者数は、身体障害者３６６．３万人（人口千人当たり２９人）、知的障害者

５４．７万人（同４人）、精神障害者３２０．１万人（同２５人）であり、およそ国民
の６％が何らかの障害を有していることになる。

総数 在宅者 施設入所者

身体障害児・者
１８歳未満 ９．８万人 ９．３万人 ０．５万人
１８歳以上 ３５６．４万人 ３４８．３万人 ８．１万人
合計 ３６６．３万人（２９人） ３５７．６万人（２８人） ８．７万人（１人）

知的障害児・者

１８歳未満 １２．５万人 １１．７万人 ０．８万人
１８歳以上 ４１．０万人 ２９．０万人 １２．０万人
年齢不詳 １．２万人 １．２万人 ０．０万人
合計 ５４．７万人（４人） ４１．９万人（３人） １２．８万人（１人）

総数 外来患者 入院患者

精神障害者

２０歳未満 １７．９万人 １７．６万人 ０．３万人
２０歳以上 ３０１．１万人 ２６９．２万人 ３１．９万人
年齢不詳 １．１万人 １．０万人 ０．１万人
合計 ３２０．１万人（２５人） ２８７．８万人（２２人） ３２．３万人（３人）

■図表１ 障害者数（推計）

注１：（ ）内数字は、総人口１，０００人あたりの人数（平成１７年国勢調査人口による。精神障害者は、平成２２年国勢調査人口による。）。

注２：精神障害者の数は、ICD１０（国際疾病分類第１０版）の「V精神及び行動の障害」から精神遅滞を除いた数に、てんかんとアルツ

ハイマーの数を加えた患者数に対応している。

注３：身体障害児・者の施設入所者数には、高齢者関係施設入所者は含まれていない。

注４：四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。

資料：
「身体障害者」
在宅者：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１８年）
施設入所者：厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１８年）等
「知的障害者」
在宅者：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成１７年）
施設入所者：厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１７年）
「精神障害者」
外来患者：厚生労働省「患者調査」（平成２３年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
入院患者：厚生労働省「患者調査」（平成２３年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
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　注：昭和55年は身体障害児（0～17歳）に
　　　係る調査を行っていない。
資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」
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資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援
　　　護局障害保健福祉部で作成

（２）年齢階層別の障害者数
身体障害者では、６５歳以上の割合の推移を見ると、昭和４５年には３割程

度だったものが、平成１８年には６割まで上昇している。
知的障害者では、身体障害者と比べて１８歳未満の割合が高い一方で、６５

歳以上の割合が低い点に特徴がある。
外来の精神障害者６５歳以上の割合の推移を見ると、平成１７年から平成２３

年までの６年間で、６５歳以上の割合は２８．６％から３３．８％へと上昇してい
る。

■図表２ 年齢階層別障害者数の推移（身体）（在宅）

■図表３ 年齢階層別障害者数
の推移（知的）（在宅）

■図表４ 年齢階層別障害者数
の推移（精神）（外来）
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資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成18年）
　　：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成17年）
　　：厚生労働省「精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査」
　　　（平成15年）
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※身体と知的の配偶者有は、同居する配偶者の有る率
資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成18年）
　　：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成17年）
　　：厚生労働省「精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査」（平成15年）

配偶者無

■図表５ 住まいの状況

自身の持ち家 家族の持ち家 民間賃貸 社宅等 公社・公団等 その他（借間等） 回答なし
５１．７ ３０．６ ６．４ ０．４ ７．６ １．８ １．５

単位：％①身体障害者（１８歳以上）

資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１８年）

自宅の家やアパート 会社の寮 グループホーム 通勤寮 その他 不詳
８２．０ ０．３ ８．９ ０．１ ７．５ １．１

②知的障害者（１８歳以上） 単位：％

資料：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成１７年）

家族と同居 ひとり暮らし 福祉ホーム等 グループホーム 老人福祉施設 その他
７６．８ １７．９ １．３ １．７ ０．５ １．８

③精神障害者（外来） 単位：％

資料：厚生労働者「精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査」（平成１５年）

（３）住まいの状況
在宅の身体障害者（１８歳以上）の住まいとしては、８割以上が本人又は

家族の持家に住んでおり、借家や借間等の割合は少ない。
在宅の知的障害者（１８歳以上）の住まいとしては、自分の家やアパート

が８割以上を占めるが、知的障害者のための支援付きの住まいであるグ
ループホームや通勤寮を利用している人もいる。
外来の精神障害者の住まいとしては、約４分の３が家族と同居してお

り、一人暮らしは２割弱となっている。

（４）同居者・配偶者の有無
身体障害者では、一人暮らしの割合は１割程度で、配偶者有りが６割程

度を占めている。知的障害者では、一人暮らしは少ない上、配偶者有りも
かなり少なく、大半は親や兄弟姉妹と暮らしている。精神障害者では、一
人暮らしは２割弱で、配偶者のある者は３分の１程度である。

■図表６ 同居者の有無 ■図表７ 配偶者の有無
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２ 教育
（１）特別支援学校及び小学校、中学校の特別支援学級等の在籍者数
障害のある幼児児童生徒については、自立し社会参加する資質を培うた

め、一人一人の障害の種類、状態等に応じ、①特別支援学校（幼稚部・小
学部・中学部・高等部）、②小学校・中学校における特別支援学級、③小
学校・中学校における通級による指導において、きめ細かな教育が行われ
ている。

■図表８ 在籍者数
① 特別支援学校 約１３．０万人 単位：人 （平成２４年５月１日現在）

区分 在学者数（人）
幼稚部 小学部 中学部 高等部

視覚障害 ２２７ １，７６０ １，１１４ ２，７９３
聴覚障害 １，２１５ ３，０９９ １，９０９ ２，３１０
知的障害 ２１１ ３２，８８９ ２５，４８２ ５６，７７３
肢体不自由 １５０ １３，５９５ ８，２４３ １０，０１９
病弱・身体虚弱 １４ ７，３４９ ５，１６４ ６，６６３

計 １，５６９ ３７，０９７ ２８，８２９ ６２，４９９
※複数の障害を併せ有する幼児児童生徒については、それぞれの障害種別に含まれている。よって、それぞれの
障害種別の合計は「計」と一致しない。
資料：文部科学省「学校基本調査」（平成２４年度）

② 小・中学校における特別支援学級の児童生徒数 約１６．４万人 単位：人 （平成２４年５月１日現在）
区 分 小学校 中学校

知的障害 ５７，５６５ ２９，３９５
肢体不自由 ３，２２６ １，１４８
病弱・身体虚弱 １，６９３ ７０４
弱視 ３２２ ９５
難聴 ９４４ ３８５
言語障害 １，４５４ １１４
自閉症・情緒障害 ４８，７５７ １８，６２６

計 １１３，９６１ ５０，４６7
資料：文部科学省「学校基本調査」（平成２４年度）

③ 小・中学校における通級による指導 約７．２万人 単位：人 （平成２４年５月１日現在）
区 分 小学校 中学校

言語障害 ３２，３９０ ２８４
自閉症 ９，７４４ １，５３０
情緒障害 ６，１３７ １，３１３
弱視 １４１ ２０
難聴 １，７０４ ３５２
学習障害 ７，７１４ １，６３６
注意欠陥多動性障害 ７，５９６ ９２１
肢体不自由 １６ １
病弱・身体虚弱 １４ ６

総計 ６５，４５６ ６，０６３
資料：文部科学省「通級による指導実施状況調査」（平成２４年度）

（２）大学等
全国の大学、短期大学、高等専門学校の平成２４年５月１日現在の障害の

ある学生数は、１１，７６８人で、在籍は７９３校にのぼる。
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資料：厚生労働省「身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査」（平成18年７月１日時点）
　　：総務省「労働力調査年報」（平成18年）

単位：％
一般
身体
知的
精神

■図表９ 年齢階層別就業率

雇用者数
身体障害者（１００％） ３４万６千人

内

訳

視覚障害者（４．５％） １万６千人
聴覚言語障害者（１６．８％） ５万８千人
肢体不自由（３６．６％） １２万７千人
内部障害（３４．６％） １２万人
重複（４．０％） １万４千人
不明等（３．６％） １万２千人

知的障害者 ７万３千人
精神障害者 ２万９千人

■図表１０ 雇用障害者数（従業員５人以上の規模の事業所）

資料：厚生労働省「障害者雇用実態調査」（平成２０年）

３ 就労
（１）就業の状況（年齢階層別就業率）
就業率を年齢階層別に見ると、身体障害者の就業率は、一般の就業率と

比べて全体的に２０～３０％ほど低い分布となっている。これに対し、知的障
害者の就業率は、２０歳代では一般とほぼ同水準の６０％台であるが、３０～４０
歳代では身体障害者と同様の水準まで低下し、更に５０歳代後半からは急速
に低下する傾向が見られる。

（２）雇用の状況（障害種別雇用状況）
事業所を対象とした調査によれば、従業員５人以上の規模の事業所に雇

用されて働いている障害者は、身体障害者３４．６万人、知的障害者７．３万人、
精神障害者２．９万人となっている。精神障害者については、精神障害のあ
ることを事業者側に伝えずに働いている者も多く、雇用者数はかなり低め
に出ている可能性がある。
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