
 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：障害のある子ども・若者の支援 

 ①障害のある子ども・若者の支援 
 

省庁名：厚生労働省  
（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

○ 平成 24 年４月に施行された改正児童福祉法等により、障害種別ごとに分かれていた

障害児支援の体系を再編・一元化するとともに、障害児通所支援の実施主体を市町村へ

と移行することで、障害児が身近な地域で支援を受けられる仕組みとした。 

○ 併せて、放課後や夏休み等における居場所の確保を図る観点から、就学している障害

のある子どもに対して、単なる居場所としてだけでなく、必要な訓練や指導などの療育

を行うものとして「放課後等デイサービス」、保育所等に通う障害のある子どもに対す

る支援を充実するため、障害児通所支援事業所の職員等が保育所等を訪問し、障害児が

集団生活へ適応できるよう専門的な支援を行う「保育所等訪問支援」を創設。 

サービス名 

平成 24 年４月 平成 25 年９月 
新体系移行後から現

在までの伸び率 

利用児

童数 

施設・事

業所数

利用児

童数 

施設・事業

所数 

利用者児

童数 

施設・事

業所数 

児童発達支援 31,416 1,737 58,963 2,428 87.7% 39.8%

医療型児童発達支援 2,360 103 2,557 103 8.3% 0.0%

放課後等デイサービス 51,678 2,540 67,697 3,797 31.0% 49.5%

保育所等訪問支援 53 10 1,153 224 2075.5% 2140.0%

福祉型障害児入所施設 1,654 171 1,870 185 13.1% 8.2%

医療型障害児入所施設 1,963 175 2,084 183 6.2% 4.6%

※ 上記により、障害児を支援する基盤が整備されてきたことに伴い、居宅介護（ホ

ームヘルプ）を利用する障害児の数は 4.1%の減少となっている。 

○ 児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の構築を進める必要があ

る。 

○ 重症心身障害児の地域生活の支援を進める必要がある。

 平成 26 年１月 31 日から開催している「障害児支援の在り方に関する検討会」における

議論などを踏まえながら、障害のある子どもが必要な福祉サービスが受けられるよう、障

害児支援体制の整備を推進する。 



 平成24年度の児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化  

   児童デイサービス 

重症心身障害児（者）通園事業（補助事業） 

障害児通所支援 

 

   ・児童発達支援 

    ・医療型児童発達支援 

    ・放課後等デイサービス 

   ・保育所等訪問支援 

 障害児入所支援 

 

    ・福祉型障害児入所施設 

     ・医療型障害児入所施設 

通
所
サ
ー
ビ
ス 

入
所
サ
ー
ビ
ス 

   知的障害児通園施設 

   難聴幼児通園施設 

   肢体不自由児通園施設（医） 

   知的障害児施設 

   第一種自閉症児施設（医） 
   第二種自閉症児施設 

   盲児施設 

   ろうあ児施設 

   肢体不自由児施設（医） 
   肢体不自由児療護施設 

   重症心身障害児施設（医） 

＜＜ 障害者自立支援法 ＞＞ 

＜＜ 児童福祉法 ＞＞ 

（医）とあるのは医療の提供を
行っているもの 

＜＜ 児童福祉法 ＞＞ 

○  障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた施設体系について、通所・入所の利用
形態の別により一元化。 

【市町村】 【市町村】 

 【都道府県】 

 【都道府県】 
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児童発達支援・医療型児童発達支援の概要  
                  

１．各障害別から３障害対応 

・身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童（発達障害児を含む）     
                              ＊手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象 
 

・障害特性へのきめ細かい配慮を行いつつ、様々な障害を受け入れ通所支援を提供  

                     ＊３障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能        

３．小規模ニーズへの対応  

２．地域支援体制の強化 

 利用定員を１０人以上  
（＊主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の場合は５人以上（重症心身障害児者通園事業からの移行を想定。） ） 

○ 従来の各障害別に分かれていた障害児通園施設・事業について、「児童発達支援」及び「医療型児童発
達支援」等に再編し、様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられるようにする。 

○ 児童発達支援は、従来の事業形態等を踏まえて、①児童福祉施設として位置づけられる児童発達支 

    援センター、②その他の児童発達支援事業の２類型。 

◆ 通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点とし 

     て、 

   ①地域にいる障害児や家族への支援、 

   ②地域の障害児を預かる施設に対する支援を実施する 

     などの地域支援を実施  
 

◆ 関係機関等と連携を図りながら重層的な支援を提供す 

    るとともに、児童発達支援事業との支援ネットワークを形 

    成するなど、地域支援体制を強化 

◇ 専ら通所利用の障害児に対する支援を行う身近な療 

    育の場として位置づけ 
 

◇ 児童発達支援センターよりも緩やかな実施基準とし、 

    児童発達支援事業の設置を促進 
 

◇ 児童発達支援センターとの支援ネットワークにより地 

    域をカバー（児童発達支援センターからの支援等によ 

     り質も向上） 

（１）児童発達支援センター（医療型を含む。） （２）児童発達支援事業 
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放課後等デイサービスの概要 
○ 事業の概要 

・ 学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の   

  ための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとと  

   もに、放課後等の居場所づくりを推進。 

○ 対象児童 

  学校教育法に規定する学校（幼稚園、大学を除く）に就学している障害児 
    （＊引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが 
       あると認めるときは満２０歳に達するまで利用することが可能） 

○ 利用定員 

 １０人以上 
 ※児童デイサービスからの移行を考慮 

放課後等デイサービス 

事業所 

Ｃ中学校 
Ｂ小学校 

 

◆  学校授業終了後又は休業日において、生活 

    能力の向上のために必要な訓練、社会との交 

  流の促進等 
      ①自立した日常生活を営むために必要な訓練    

      ②創作的活動、作業活動 

      ③地域交流の機会の提供 

            ④余暇の提供  
 

◆ 学校との連携・協働による支援（学校と放課後
等デイサービスのサービスの一貫性） 

 

○ 提供するサービス 

 

◎放課後利用 
 

◎夏休み等の長期休暇利用 

 ・ 午前・午後クラスなど、プロ 

   グラムの工夫 
 

 ◎学校と事業所間の送迎 

Ｄ特別支援学校 
Ａ特別支援学校 
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・  保育所、幼稚園、認定こども園 
 

・ 小学校、特別支援学校 
 

・ その他児童が集団生活を営む施
設として、地方自治体が認めたも
の 

 
 
  
  

保育所等訪問支援の概要 
○ 事業の概要 

・ 保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集 

 団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保
育所等の安定した利用を促進。 

○ 対象児童 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ保育所 

Ａ幼稚園 

Ｂ幼稚園 Ｂ保育所 

    児童発達支援センター 

          事業 

 
保育所等訪問支援 

集団生活への 

適応支援 

集団生活への 

適応支援 

集団生活への 

適応支援 

集団生活への 

適応支援 

○ 訪問先の範囲 

 
◆ 障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な  
     支援等                                               ①障害児本人に対する支援（集団生活適応のための訓練等）  
                                                 ②訪問先施設のスタッフに対する支援（支援方法等の指導等） 

◆ 支援は２週に１回程度を目安。障害児の状況、時期によって頻度は変化。 
◆ 訪問支援員は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士（障害の特性に応じ専門的な支援が 
     必要な場合は、専門職）を想定。 
 

○ 提供するサービス 

 個別給付の 

 ため障害受
容が必要 

相談支援事業や、スタッフ支援を行う障
害児等療育支援事業等の役割が重要 

  保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児 
        ＊「集団生活への適応度」から支援の必要性を判断      

         ＊発達障害児、その他の気になる児童を対象       
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サービス名 

平成24年４月 平成25年９月 
新体系移行後から 
現在までの伸び率 

利用児童数 施設・事業所数 利用児童数 施設・事業所数 利用児童数 施設・事業所数 

児童発達支援 31,416 1,737 58,963 2,428 87.7% 39.8% 

医療型児童発達支援 2,360 103 2,557 103 8.3% 0.0% 

放課後等デイサービス 51,678 2,540 67,697 3,797 31.0% 49.5% 

保育所等訪問支援 53 10 1,153 224 2075.5% 2140.0% 

福祉型障害児入所施設 1,654 171 1,870 185 13.1% 8.2% 

医療型障害児入所施設 1,963 175 2,084 183 6.2% 4.6% 

障
害
児
通
所
系 

障
害
児
入
所
系 

（注）利用者数及び施設・事業所数は平成25年9月現在の国保連データ。 
  ※通所系サービスは国保連委託分のみ（1.719市町村のうち、1,707市町村） 
    入所計サービスは国保連委託分のみ（69都道府県市のうち、52都道府県市） 

障害児通所支援・障害児入所支援の利用児童数及び施設・事業所数 



今後の障害児支援の在り方に関する検討の進め方について 

 
 

【主な検討事項（案）】 
 １．児童発達支援センターの役割 
   （地域支援機能の在り方等） 
 ２．その他の障害児通所支援の在り方 
 ３．障害児入所支援の在り方  
  
  

H26.1 

障害者部会 

 

   検討会最終報告の内容等を踏まえ、 
    ① 平成２７年度報酬改定における障害児支援に関する検討 
    ② 障害者総合支援法施行３年後の制度見直しに伴う障害児 
      支援に関する検討 
   等を行う。 

「障害児支援の在り方に関する 

 検討会」の立ち上げ 

H26.5 

  目処 中間報告とりまとめ 
  報 告 

H26.7 

  目処 障害者部会 最終報告とりまとめ 

25.12.26 社会保障審議会障害者部会提出資料（一部改変） 

  報 告 
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