第２節

経過し、例えば、乳幼児期から高齢期まで切
れ目のない支援、家族なども含めたきめ細か
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な支援及び地域の身近な場所で受けられる支

発達障害者支援法の改正

援が必要となってきており、時代の変化に対

１．改正経緯

障害者支援の充実に向けた動き

応したよりきめ細かな支援が求められていた。
さらに、我が国においては、障害者基本法
の一部を改正する法律
（平成23年法律第90号）

発達障害については、頻度の高い障害であ

や障害者差別解消法の成立といった法整備が

ると考えられていたが、発達障害者支援法成

行われるなど、共生社会の実現に向けた新た

立以前は、①発達障害のある人に対する支援

な取組が進められている。

を目的とした法律がなく、障害者法制におけ

今般の改正は、こうした状況に鑑み、発達

る制度の谷間に置かれており、従来の施策で

障害者の支援の一層の充実を図るため、所要

は十分な対応がなされていないこと、②発達

の措置を講じるものであり、「発達障害者支

障害は、障害としての認識が必ずしも一般的

援法の一部を改正する法律」（平成28年法律

ではなく、その発見や適切な対応が遅れがち

第64号、以下「本法」という。
）が平成28年

であること、③この分野に関する専門家が少

５月に成立し、同年８月１日から施行されて

なく、適切な対応がとりにくいこと、といっ

いる。

た問題点があったことから、発達障害のある
人やその保護者は大きな精神的負担を強いら
れており、その支援体制の確立は喫緊の課題
となっていた。このような状況のなか、議員
立法により成立した「発達障害者支援法」（平
成16年法律第167号）が平成17年に施行され
てから、発達障害者に対する支援は着実に進
展し、医療、保健、福祉、教育、労働等の現
場での取組は年々拡充している。例えば、発
達障害者支援センターは、全国すべての都道
府県、指定都市に設置されており、ペアレン
ト・トレーニングなどの家族支援を実施する
市町村も年々増加している。
また、平成19年に国連総会においてカター
ル国の提出した議題「４月２日を世界自閉症
啓発デーに定める」が採択されたことに伴い、
平成20年に日本では「４月２日から８日を発
達障害啓発週間とする」ことが決定され、国
内各地でシンポジウムやブルー・ライトアッ
プ等の啓発活動を行うことにより、発達障害
に対する国民の理解も広がってきている。
一方、発達障害者支援法の施行から10年が
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資料（図表2‑9〜2‑10）：厚生労働省

■ 図表2‑9

発達障害者支援法の全体像
Ⅰ これまでの主な経緯
䠑䠑ᖺ ▱ⓗ㞀ᐖඣタ䛾✀㢮䛸䛧䛶᪂䛯䛻་⒪ᆺ⮬㛢ඣタཬ䜃⚟♴ᆺ⮬㛢ඣタ䜢⨨䛵䛡
ᖹᡂ䠑ᖺ ᙉᗘ ⾜ື㞀ᐖ⪅≉ูฎ㐝ᴗ䛾タ䠄ᐇయ䠖㒔㐨ᗓ┴➼䠅
ᖹᡂ䠍䠐ᖺ ⮬㛢 䞉Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭ䝉䞁䝍䞊㐠Ⴀᴗ䛾㛤ጞ䠄ᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ᆅᇦᨭ䛾ᣐⅬ䛾ᩚഛ䛾᥎㐍䠅
ᖹᡂ䠍䠒ᖺ䠍䠎᭶ ㉸ඪὴ 䛾㆟ဨ❧ἲ䛻䜘䜚Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭἲ䛜ᡂ❧ ї ᖹᡂ䠍䠓ᖺ 䠐᭶ ⾜
ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠍䠎᭶ Ⓨ 㐩㞀ᐖ䛜㞀ᐖ⪅䛻ྵ䜎䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䜢㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭἲ䚸ඣ❺⚟♴ἲ䛻䛚䛔䛶᫂☜
ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠑᭶ ㉸ඪὴ 䛾㆟ဨ❧ἲ䛻䜘䜚䛂Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭἲ䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛃䛜ᡂ❧

Ⅱ 主な趣旨
○発達障害者に対する障害の定義と発達障害への理解の促進
○発達生活全般にわたる支援の促進
○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保、関係機関との協力体制の整備 等

Ⅲ 概要
定義：発達障害＝自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、
注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害

就学前（乳幼児期）
○乳幼児健診等に
よる早期発見
○早期の発達支援

就学中（学童期等）

就学後（青壮年期）

○就学時健康診断における発見
○適切な教育的支援・支援体制の
整備
○放課後児童健全育成事業の利用
○専門的発達支援

○発達障害者の特性に応じた
適切な就労の機会の確保
○地域での生活支援
○発達障害者の権利擁護

【都道府県】発達障害者支援センター（相談支援・情報提供・研修等）
、専門的な医療機関の確保等
【国】専門的知識を有する人材確保（研修等）、調査研究等

■ 図表2‑10
発達障害者支援法の一部を改正する法律

概要
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総則
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発達障害者の支援のための施策
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発達障害者の支援の一層の充実を図るため、
法律の全般にわたって改正
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発達障害者支援センター等
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補則
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その他
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２．改正概要
支援のより一層の充実を図るためには、個々

定義は、発達障害がある者であって発達障害
及び社会的障壁により日常生活又は社会生活
に制限を受けるものとされた。
また、この「社会的障壁」の定義は、発達

施行後の約10年の間に発展してきた共生社会

障害がある者にとって日常生活又は社会生活

の実現に関する理念を本法に明記することが

を営む上で障壁となるような社会における事

望ましいことから、①障害者基本法の基本的

物、制度、慣行、観念その他一切のものとさ

な理念にのっとることを規定するとともに、

れた。

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にすることを規定

（３）基本理念の新設
障害者基本法においては、
基本原則として、

し、併せて、③障害に基づく差異を否定的な

障害者があらゆる分野の活動に参加する機会

評価の対象としてではなく人間の多様性の一

が確保されることや地域社会において他の

つとして尊重し、全ての国民が、障害の有無

人々と共生することを妨げられないこと等が

によって分け隔てられることなく、相互に人

規定されていることを踏まえ、本法において

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

も基本理念が新設された。

実現に資することを規定した。主な法改正の
内容は、以下のとおりである。
（１）目的規定

障害者支援の充実に向けた動き

の支援に関する規定を見直すだけでなく、法

②発達障害者が基本的人権を享有する個人と

第２編

今般の法改正では、さらに、発達障害者の

このような状況に鑑み、
「発達障害者」の

基本理念には、発達障害者の支援は、全て
の発達障害者が社会参加の機会が確保される
こと及びどこで誰と生活するかについての選
択の機会が確保され、地域社会において他の

本法の目的に、切れ目なく発達障害者の支

人々と共生することを妨げられないこと並び

援を行うことが特に重要であること及び障害

に社会的障壁の除去に資することを旨として

者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障

行うことが規定された。

害者が基本的人権を享有する個人としての尊

また、発達障害者の支援は、個々の発達障

厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営む

害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実

ことができるようにすることが明示された。

態に応じて、医療、保健、福祉、教育、労働

また、全ての国民が障害の有無によって分け

等に関する業務を行う関係機関及び民間団体

隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

相互の緊密な連携の下に、意思決定の支援に

重し合いながら共生する社会の実現に資する

配慮しつつ、切れ目なく行われなければなら

ことが規定された。

ないことが規定された。

（２）発達障害者の定義

（４）国及び地方公共団体の責務

発達障害者は、その障害特性により周囲や

国及び地方公共団体の責務に、発達障害者

社会から発達障害者の抱える困難さについて

及びその家族その他の関係者からの各種の相

理解されにくいことがある。そのため、必要

談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮し

な支援や合理的配慮が受けられない等、社会

つつ総合的に応じることができるようにする

的障壁により日常生活又は社会生活に制限を

ため、関係機関等の有機的連携の下に必要な

受けやすい状況にある。

相談体制の整備を行うことが規定された。こ
31

れは、発達障害者が日常生活等において困難

ウ

就労の支援

さを抱えていることや、その家族が発達障害

国及び都道府県は、個々の発達障害者の特

児の子育て等に困難さを抱えていることに鑑

性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の

み、地方公共団体に総合的な相談窓口を設置

定着のための支援その他の必要な支援に努め

するなどの工夫をし、必要に応じて専門的な

なければならない。
また、事業主は、発達障害者の雇用に関し、

支援機関への橋渡しを行うことができる相談
体制を整備することを国及び地方公共団体の

その有する能力を正当に評価し、適切な雇用

責務としたものである。

の機会を確保するとともに、個々の発達障害

（５）発達障害者の支援のための施策
発達障害者の支援のための施策について、

者の特性に応じた適正な雇用管理を行うこと
によりその雇用の安定を図るよう努めなけれ
ばならない。

発達障害者の教育、就労、地域における生活
等に関する支援、権利利益の擁護、司法手続

エ

における配慮、発達障害者の家族等の支援を

地域での生活支援に関する支援

強化することが規定された。

性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に
応じた地域での生活支援を進める。

主な内容は、以下のとおりである。
オ
ア

教育

権利利益の擁護

権利利益の擁護のための必要な支援とし

可能な限り発達障害児が発達障害児でない

て、差別の解消、いじめの防止等及び虐待の

児童と共に教育を受けられるよう配慮すると

防止等のための対策の推進、成年後見制度が

ともに、個別の教育支援計画の作成（教育に

適切に行われ、広く活用されるようにする。

関する業務を行う関係機関と医療、保健、福
祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び

カ

司法手続における配慮

民間団体との連携の下に行う個別の長期的な

国及び地方公共団体は、発達障害者が、刑

支援に関する計画の作成をいう。）及び個別

事事件若しくは少年の保護事件に関する手続

の指導計画の作成の推進、いじめの防止等の

その他これに準ずる手続の対象となった場合

対策の推進を図る。

又は裁判所における民事事件、家事事件若し

また、専修学校の高等課程に在学する者を、

くは行政事件に関する手続の当事者その他の

教育に関する支援の対象である発達障害児に

関係人になった場合において、発達障害者が

含める。

その権利を円滑に行使できるようにするた
め、個々の発達障害者の特性に応じた意思疎

イ

情報の共有の促進
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に

通の手段の確保のための配慮その他の適切な
配慮を行う。

十分配慮しつつ、福祉及び教育に関する業務
を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、
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キ

発達障害者の家族等の支援

労働等に関する業務を行う関係機関及び民間

都道府県及び市町村は、発達障害者の家族

団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援

その他の関係者が適切な対応をすることがで

に資する情報の共有を促進するため必要な措

きるようにすること等のため、児童相談所等

置を講じる。

関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家

族その他の関係者に対し、相談、情報の提供
及び助言、発達障害者の家族が互いに支え合
うよう努めなければならない。

都道府県及び指定都市は、発達障害者支援
センター等の業務を行うに当たっては、地域
の実情を踏まえつつ、発達障害者等が可能な
限りその身近な場所において必要な支援を受

国及び地方公共団体は、個々の発達障害の
特性その他発達障害に関する国民の理解を深
めるため、学校、地域、家庭、職域その他の
様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発
活動を行うものとする。
（９）その他
個々の発達障害者の特性に応じた支援を適

けられるよう適切な配慮をする。具体的には、

切に行うことができるよう、国民に対する普

地域の実情を踏まえつつ発達障害者支援セン

及啓発、司法や警察関係者も含めた専門的知

ターを複数設置することや、発達障害者支援

識を有する人材の確保及び調査研究の推進を

センターや発達障害者地域支援マネジャーが

行うべき旨が規定された。

市町村等が実施する発達障害者への支援の
バックアップを行うこと等が想定される。
（７）発達障害者支援地域協議会
発達障害者やその家族をきめ細かく支援す
るためには、関係機関等が地域における発達
障害者の支援体制に関する課題について情報

障害者支援の充実に向けた動き

（６）発達障害者支援センター

第２編

うための活動の支援その他の支援を適切に行

（８）国民に対する普及及び啓発

これは、
今般の法改正の趣旨を踏まえ、
ライ
フステージを通じた切れ目のない支援を実施
するとともに、
家族などへの支援も含めたきめ
細かな支援を推進し、身近な場所で支援が受
けられる体制整備を推進していくものである。

３．改正法の着実な施行に向けた対応

を共有し、関係者等の連携の緊密化を図ると

平成28年８月に施行された改正発達障害者支

ともに、地域の実情に応じた支援体制を構築

援法の着実な施行のため、
厚生労働省において、

する必要がある。そこで、都道府県及び指定

・地域における発達障害者の課題について、

都市は、地域の実情に応じた発達障害者の支

情報提供を図るとともに、地域の実情に応

援体制の整備について協議を行う発達障害者

じた体制整備について関係機関が協議・検

支援地域協議会を置くことができる旨の規定

討を行うための「発達障害者支援地域協議

が新設された。なお、当該協議会の主な役割

会」を設置する経費

は、以下の３つが想定される。１点目は、都

・地域支援機能の強化を図るため、市町村・

道府県内の支援体制の現状を把握し、地域に

事業所支援、医療機関との連携等を行う発

おける発達障害者の支援体制に関する課題に

達障害者地域支援マネジャーを発達障害者

ついて情報共有をすることである。２点目は、

支援センター等に配置する経費

医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関

・発達障害における早期発見・早期支援の重

等の連携のより一層の緊密化を図ることであ

要性に鑑み、かかりつけ医等の医療従事者

る。３点目は、支援体制に関する課題解決や

に対し発達障害の診療、対応が可能となる

関係者間の緊密な連携を図ることを含め、地

ような育成を行う経費

域の実情に応じた体制整備を進めることであ

等を平成29年度予算に計上し、都道府県・指

る。

定都市に対して改正法の趣旨に沿ったその運
用を促している。
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資料（図表2‑11〜2‑19）：厚生労働省

■ 図表2‑11

発達障害者支援法の改正内容の概要（１）
目的・基本理念（１条、２条の２）
䕿䛆ಶே䛸䛧䛶䛾ᑛཝ䛻┦ᛂ䛧䛔᪥ᖖ⏕ά䞉♫⏕ά䜢Ⴀ䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛇䠄᪂䠅Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾᪩ᮇⓎぢ䛸Ⓨ㐩ᨭ䜢⾜䛔䚸㻌
㻌 㻌 䛆ᨭ䛜ษ䜜┠䛺䛟⾜䜟䜜䜛䛇䠄᪂䠅䛣䛸䛻㛵䛩䜛ᅜཬ䜃ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈐ົ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䕿Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅䛾⮬❧ཬ䜃♫ཧຍ䛾䛯䜑䛾⏕ά⯡䛻䜟䛯䜛ᨭ䜢ᅗ䜚䚸䛆㞀ᐖ䛾᭷↓䛻䜘䛳䛶ศ䛡㝸䛶䜙䜜䜛䛣䛸↓䛟䠄♫ⓗ㻌
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定義（２条）
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♫⏕ά䛻ไ㝈䜢ཷ䛡䜛䜒䛾㻌

国民・事業主等
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䠄ᅜẸ䛾㈐ົ㻌 䠐᮲䠅
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䛖䛣䛸䛻䜘䜚㞠⏝䛾Ᏻᐃ䜢ᅗ䜛䜘䛖ດ䜑䜛䚹䛇䠄᪂䠅㻌 䠄ᑵປ䛾ᨭ㻌 䠍䠌᮲䠅
䕿Ꮫཬ䜃㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛿䚸䛆ಶ䚻䛾Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅䛾≉ᛶ䛇䠄᪂䠅䛻ᛂ䛨䚸㐺ษ䛺ᩍ⫱ୖ䛾㓄៖䜢䛩䜛䚹䠄ᩍ⫱㻌 䠔᮲䠅
ͤ䠄᪂䠅䛿䚸䛂Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭἲ䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛃䛻䜘䜛䛺ᨵṇ㡯

■ 図表2‑12

発達障害者支援法の改正内容の概要（２）
国及び地方公共団体
㛵ಀ᮲㡯
㈐ົ䠄䠏᮲䠅
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ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜢᭷䛩䜛ேᮦ䛾☜ಖ➼
䠄䠎䠏᮲䠅

ᑐ㇟⪅䛻䛆ປാ䚸ᤚᰝཬ䜃ุ䛻㛵䛩䜛ᴗົᚑ⪅䛇䠄 ᪂䠅䜢㏣ຍ䛧䚸◊ಟ➼䛾┠ⓗ䛻䛆ಶ䚻䛾Ⓨ
㐩㞀ᐖ䛾≉ᛶ䛻㛵䛩䜛⌮ゎ䛇 䠄᪂䠅䜢㏣ຍ

䕿

䕿

䕿

ㄪᰝ◊✲䠄䠎䠐᮲䠅

⪃៖㡯䛻䛆ᛶู䚸ᖺ㱋䛭䛾䛾䛇 䠄᪂䠅䜢㏣ຍ䛧䚸ㄪᰝ◊✲䛾ෆᐜ䛸䛧䛶䚸䛆ಶ䚻䛾䛇 䠄᪂䠅Ⓨ㐩
㞀ᐖ䛾ཎᅉ䛾✲᫂➼䜢㏣ຍ

䕿

ͤ䠄᪂䠅䛿䚸䛂Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭἲ䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛃 䛻䜘䜛䛺ᨵṇ㡯
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䕿

䕿

■ 図表2‑13

第２編

法制度における発達障害の位置付け
䛂Ⓨ㐩㞀ᐖ䛃䛾ᐃ⩏䛜☜❧䛧䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸㞀ᐖ⪅䛻㛵䛩䜛
ἲไᗘ䛻Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾⨨䛡䛜ᐃ╔

障害者支援の充実に向けた動き

䛆㻴㻞㻤䛇㻌

䛆㻴䠍䠓䛇㻌
䛆㻴䠎䠏䛇㻌
䛇

㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲ

Ⓨ㐩㞀ᐖ
䜢 ⨨䛡
䛆䛆㻴䠎䠒䛇㻌
㻴䠎䠒䛇

㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭἲ
㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ

䛆㻴䠎䠎䛇㻌
䛇

Ⓨ㐩㞀ᐖ
䜢 ⨨䛡

䛆㻴䠎䠎䛇㻌
䛇

Ⓨ㐩㞀ᐖ
䜢 ⨨䛡

ඣ❺⚟♴ἲ

㞀ᐖ⪅⥲ ྜ
ᨭἲ

䛆㻴䠎䠏䛇㻌

㞀ᐖ⪅ᚅ㜵Ṇἲ

Ⓨ㐩㞀ᐖ
䜢 ⨨䛡
䛆㻴䠎䠐䛇㻌
䛇

㞀ᐖ⪅ඃඛㄪ㐩᥎㐍ἲ

䛆㻴䠎䠑䛇㻌
䛇

㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ

䛭䛾

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

䞉⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ
䞉㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠
䞉≉ูඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ㻌
䛾⏦ㄳ⏝䛾デ᩿᭩ᵝᘧ䛸ㄆᐃᇶ㻌
‽䛻䛚䛔䛶Ⓨ㐩㞀ᐖ䜢⨨䛡

ㄆᐃㄪᰝ㡯┠䛻
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾≉ᛶ䛻㛵䛩䜛
㡯┠䜢㏣ຍ

Ⓨ㐩㞀ᐖ
䜢 ⨨䛡

䛆㻴䠎䠑䛇㻌

㞀ᐖ⪅㞠⏝ಁ㐍ἲ

㞀ᐖᨭ༊ศ
ㄆ ᐃ䛷䛾ᑐᛂ

Ⓨ㐩㞀ᐖ
䜢 ⨨䛡
Ⓨ㐩㞀ᐖ
䜢 ⨨䛡

䛆㻴䠎䠏䛇㻌

ᡭᖒ䚸ᖺ㔠➼
䛷䛾 ⨨䛡
䈜Ⅼ䛻䛴䛔䛶䛿ཎ๎䛸䛧䛶ἲ䛾ᡂ❧㻌

■ 図表2‑14

代表的な発達障害
䖃
䖃
䖃
䖃

ゝⴥ䛾Ⓨ㐩䛾㐜䜜
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾㞀ᐖ
ᑐே㛵ಀ䞉♫ᛶ䛾㞀ᐖ
䝟䝍䞊䞁䛧䛯⾜ື䚸䛣䛰䜟䜚

▱ⓗ䛺㐜䜜
䜢క䛖䛣䛸䜒
䛒䜛
自 閉 症

注意欠陥多動性障害 㻭㻰㻛㻴㻰
䖃 ὀព䠄㞟୰䛷䛝䛺䛔䠅
䖃 ከື䞉ከᘚ䠄䛨䛳䛸䛧䛶䛔䜙䜜䛺䛔䠅
䖃 ⾪ືⓗ䛻⾜ື䛩䜛䠄⪃䛘䜛䜘䜚䜒ඛ䛻ື䛟䠅

広汎性発達障害（PDD）
アスペルガー症候群

䖃
䖃
䖃
䖃
䖃

ᇶᮏⓗ䛻䚸ゝⴥ䛾Ⓨ㐩䛾㐜䜜䛿䛺䛔
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾㞀ᐖ
ᑐே㛵ಀ䞉♫ᛶ䛾㞀ᐖ
䝟䝍䞊䞁䛧䛯⾜ື䚸⯆䞉㛵ᚰ䛾䛛䛯䜘䜚
ჾ⏝䠄ゝㄒⓎ㐩䛻ẚ䜉䛶䠅

学習障害 㻸㻰
䖃 䛂ㄞ䜐䛃䚸䛂᭩䛟䛃䚸䛂ィ⟬䛩䜛䛃➼䛾⬟ຊ䛜䚸
యⓗ䛺▱ⓗⓎ㐩䛻ẚ䜉䛶ᴟ➃䛻ⱞᡭ

䈜䛣䛾䜋䛛䚸䝖䜳䝺䝑䝖ೃ⩌䜔ྚ㡢䠄䠅䛺䛹䜒
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛻ྵ䜎䜜䜛䚹

䠄ཧ⪃䠅䚷Ⓨ㐩㞀ᐖ䛻㛵㐃䛧䛶䜟䜜䜛䛣䛸䛾䛒䜛⏝ㄒ
䚷㻌㻌䞉ᙉᗘ⾜ື㞀ᐖ䠖⃭䛧䛔⮬യ䜔ᐖ䛺䛹䛜䛒䜚䚸≉ู䛺ᨭ䛜ᚲせ䛺≧ែ䚹䚷
䚷㻌㻌䞉㧗ᶵ⬟䠖▱ⓗ䛺㐜䜜䜢క䜟䛺䛔䛣䛸䚹
䚷㻌㻌䞉⮬㛢䝇䝨䜽䝖䝷䝮㞀ᐖ㻔㻭㻿㻰㻕䠖ᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖ䠄㻼㻰㻰䠅䛸䜋䜌ྠ⩏䚹
䚷㻌㻌䞉Ⓨ㐩ฝพ䠄䛷䛣䜌䛣䠅䠖Ⓨ㐩䛾≧ែ䜔⬟ຊ䛻ᕪ␗䛿䛒䜛䛜♫ⓗ㐺ᛂ䜢♧䛧䛶䛔䛺䛔䜿䞊䝇䛻䛴䛔䛶䚸㻌䛂㞀ᐖ䛃䜔䛂Ⓨ㐩㞀ᐖ䛃䛸䛔䛖ゝⴥ䜢䜟䛪䚸㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⾲⌧䛩䜛䜒䛾䚹
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■ 図表2‑15

発達障害者の人数等
Ⅰ 患者調査
デ᩿䜔䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾➼䜢ཷ䛡䜛䛯䜑䛻་⒪ᶵ㛵䜢ཷデ䛧䛯Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᩘ
䠄༓ே䠅
ᖹᡂ䠍䠐ᖺᗘ䠖䠏䠊䠑ே
㻞㻜㻜
ᖹᡂ䠍䠓ᖺᗘ䠖䠑䠊䠏ே
㻝㻜㻜
ᖹᡂ䠎䠌ᖺᗘ䠖䠔䠊䠔ே
㻡㻟㻌
㻟㻡㻌
ᖹᡂ䠎䠏ᖺᗘ䠖䠍䠍䠊䠎ே
㻜
䠍䠐ᖺᗘ
䠍䠓ᖺᗘ
ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ䠖䠍䠕䠊䠑ே

㻝㻥㻡㻌
㻝㻝㻞㻌

㻤㻤㻌

䠎䠌ᖺᗘ

䠎䠏ᖺᗘ

䠎䠒ᖺᗘ

Ⅱ 障害福祉サービス等報酬改定検証調査㻔ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶ᮎⅬ䛾ᴗᡤㄪᰝ䠅
ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䚸ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䝃䞊䝡䝇䚸㞀ᐖඣධᡤタ䛾Ⓨ㐩㞀ᐖඣ䛾⏝ྜ
ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䠖䠐䠒䠊䠔䠂
ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䝃䞊䝡䝇䠖䠑䠏䠊䠑䠂
㞀ᐖඣධᡤタ䠖䠍䠌䠊䠕䠂
䠄ཧ⪃䠅 ㏻ᖖ䛾Ꮫ⣭䛻ᅾ⡠䛩䜛Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛≉ู䛺ᩍ⫱ⓗᨭ䜢ᚲせ䛸䛩䜛ඣ❺⏕ᚐ䛻㛵䛩䜛ㄪ
ᰝ䠄ᖹᡂ䠎䠐ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ㄪᰝ䠅
ᑠ䞉୰Ꮫᰯ䛾㏻ᖖ䛾Ꮫ⣭䛻䛚䛔䛶䚸Ꮫ⩦㠃ཪ䛿⾜ື㠃䛻䛚䛔䛶ⴭ䛧䛔ᅔ㞴䜢♧䛩ඣ❺⏕ᚐ䛾ྜ
ᖹᡂ䠎䠐ᖺᗘ䠖䠒䠊䠑䠂䠄᥎ᐃ್䠅
䈜ᢸ௵ᩍဨ䛜グධ䛧䚸≉ูᨭᩍ⫱䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊ཪ䛿ᩍ㢌䛻䜘䜛☜ㄆ䜢⤒䛶ᥦฟ䛧䛯ᅇ⟅䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䚸Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾ᑓ㛛ᐙ䝏䞊䝮䛻䜘䜛デ
᩿䜔䚸་ᖌ䛻䜘䜛デ᩿䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹ᚑ䛳䛶䚸ᮏㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛿䚸Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾䛒䜛ඣ❺⏕ᚐ䛾ྜ䜢♧䛩䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾ྍ⬟ᛶ䛾
䛒䜛≉ู䛺ᩍ⫱ⓗᨭ䜢ᚲせ䛸䛩䜛ඣ❺⏕ᚐ䛾ྜ䜢♧䛩䛣䛸䛻␃ព䚹

■ 図表2‑16

発達障害者支援センターの概要
ཌ⏕ປാ┬

相談支援・発達支援・就労支援全体の推移
ᐇᨭ௳ᩘ

⿵ຓ

㒔㐨ᗓ┴䞉ᣦᐃ㒔ᕷ
30,749

㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ䛻ᇶ䛵䛟㒔㐨ᗓ┴ᆅᇦ
⏕άᨭᴗ䛸䛧䛶ᐇ

38,023

45,135

51,081

57,236

63,421

67,971

68,438

68,571

70,517

㹆㸰㸱

㹆㸰㸲

㹆㸰㸳

㹆㸰㸴

㹆㸰㸵

15,903

䠄ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠐᭶⌧ᅾ䛾䝉䞁䝍䞊䛾タ⨨䠅
┤᥋ᐇ䠖䠎䠑䜹ᡤ
ጤク䠄♫⚟♴ἲே➼䠅䠖䠒䠏䜹ᡤ

㹆㸯㸵

㹆㸯㸶

㹆㸯㸷

㹆㸰㸮

㹆㸰㸯

㹆㸰㸰

ͤ་⒪ἲே䠈ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே䜒ྍ

発達障害者支援センター
䠄䠒䠓㒔㐨ᗓ┴䚸ᨻ௧ᕷ䛷タ⨨䠅

䐟┦ㄯᨭ䠄᮶ᡤ䚸ゼၥ䚸㟁ヰ➼䛻䜘䜛┦ㄯ䠅
䐠Ⓨ㐩ᨭ䠄ಶูᨭィ⏬䛾సᡂ䞉ᐇ➼)
䐡ᑵປᨭ䠄ᑵປ䛻ྥ䛡䛶䛾┦ㄯ➼)

Ⓨ㐩㞀ᐖඣ⪅ 䞉ᐙ᪘

ᨭ
㐃ᦠ
䐢ㄪᩚ䛾䛯䜑䛾㆟䜔䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁
䐣㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ➨䠔䠕᮲༠㆟䜈䛾ཧຍ
䠄యไ䠅 ⫋ဨ㓄⨨䠖䠐ྡ⛬ᗘ
䞉⟶⌮㈐௵⪅
䞉┦ㄯᨭᢸᙜ⫋ဨ
䞉Ⓨ㐩ᨭᢸᙜ⫋ဨ
䞉ᑵປᨭᢸᙜ⫋ဨ
㒔㐨ᗓ┴䛜ู㏵㓄⨨䛩䜛
䛂Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᆅᇦᨭ䝬䝛
䝆䝱䞊䛃䛸⥭ᐦ䛻㐃ᦠ䛩䜛
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䐤◊ಟ䠄㛵ಀᶵ㛵䚸Ẹ㛫ᅋయ➼䜈䛾◊ಟ䠅

䐥ᬑཬၨⓎ䞉◊ಟ

㛵ಀᶵ㛵
ඣ❺┦ㄯᡤ䚸▱ⓗ㞀ᐖ⪅᭦⏕┦ㄯᡤ䚸⚟♴ົᡤ䚸
ಖᡤ䚸⢭⚄ಖ⚟♴䝉䞁䝍䞊䚸་⒪ᶵ㛵
㞀ᐖඣ䠄⪅䠅ᆅᇦ⒪⫱➼ᨭᴗᐇタ䚸
ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䝉䞁䝍䞊䚸㞀ᐖඣධᡤタ䚸
ᩍ⫱ጤဨ䚸Ꮫᰯ䚸ᗂ⛶ᅬ䚸ಖ⫱ᡤ䚸
බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤ䚸ᆅᇦ㞀ᐖ⪅⫋ᴗ䝉䞁䝍䞊䚸
㞀ᐖ⪅ᑵᴗ䞉⏕άᨭ䝉䞁䝍䞊➼

ᆅᇦఫẸ䚸ᴗ

