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（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【障害のある子供・若者の支援】 
○学習指導要領改訂（幼小中：平成 29 年 4 月公示、高：平成 31 年 4 月公示）等による特別支援教

育の充実や特別支援教育を担当する教員の専門性向上、特別支援教育に係る外部人材の配置のた
めの支援を実施。 

○個別の教育支援計画及び個別の指導計画について、特別支援学級在籍及び通級による指導を受け
る児童生徒全員についても作成することとし、また、個別の教育支援計画の作成に際して、本人・
保護者の意向を踏まえつつ、関係機関等と必要な情報の共有を図らなければならないこととする
（上記学習指導要領、学校教育法施行規則の一部改正：平成 30 年 8 月 27 日公布・施行）など、
切れ目ない支援に向けた取組を推進。 

○高等学校等における通級による指導の制度化（平成 30 年 4 月）により、障害のある生徒の学びの
場を拡大。 

○「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」に基づき、平成 29 年 7 月に「心のバリアフリー学習推
進会議」を開催し、平成 30 年２月に交流及び共同学習の一層の推進に向けた方策について提言を
取りまとめ、交流及び共同学習を通じた障害者理解を推進するなど更なる施策の充実を図ってい
る。 

○令和元年度より、地域の障害者スポーツ用具の保有資源を有効活用し、個人利用を容易にする事
業モデルの構築支援を実施している。 

【発達障害のある子供・若者の支援】 
○全ての学校・学級において発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する特別支援教育を行う

ことが求められている現状や改正発達障害者支援法（平成 28 年 6 月）等を踏まえ、通常の学級も
含め発達障害の可能性のある児童生徒に対する支援の充実を図る取組を実施。 

○発達障害者支援に関する行政評価・監視結果に基づく勧告（平成 29 年 1 月）を踏まえ、校内委員
会の運営、特別支援教育コーディネーターの活用、個別の教育支援計画の策定・活用等、教育委員
会や学校等における教育支援体制の整備のためのガイドラインを作成・周知（平成 29 年 3 月）。 

【障害者に対する就労支援等】 
○学習指導要領改訂（幼稚部・小学部・中学部：平成 29 年 4 月公示、高等部：平成 31 年 2 月公示）

において、キャリア教育に係る規定を充実。 
○特別支援学校高等部や高等学校等において、福祉や労働等の関係機関と連携しながらキャリア教

育・就労支援が行われるよう、就労支援コーディネーターの配置に係る支援を実施。 
【障害者に対する文化芸術活動の支援】 
○全国高等学校総合文化祭において、特別支援学校の生徒による発表の場を提供するとともに、小

中学校等に障害のある芸術家等を派遣し、車いすダンスの披露・体験等の機会を提供している。 
○「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」（平成 31 年 3 月）に基づき、障害者

の優れた文化芸術活動の国内外での公演・展示の実施、助成対象として採択した映画作品や劇場・
音楽堂等において公演される実演芸術のバリアフリー字幕、音声ガイド制作への支援等、障害者
の文化芸術活動の充実に向けた支援に取り組んでいる。 

 



（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○特別支援教育を必要とする子供の増加を踏まえ、学習指導要領改訂等による指導の充実や通級に
よる指導の制度化等の取組を実施。また、以下の通り、個別の教育支援計画・指導計画の作成率に
ついても向上しており、切れ目ない支援の実現に向けて着実に進捗している。 

○幼・小・中・高等学校等において、個別の指導計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別
の指導計画が作成されている児童等の割合：平成 28 年度 81.9%→平成 29 年度 82.6%（平成 30 年
度については集計中） 

○幼・小・中・高等学校等において、個別の教育支援計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に
個別の教育支援計画が作成されている児童等の割合：平成 28 年度 75.7%→平成 29 年度 77.1%（平
成 30 年度については集計中） 

                              

○引き続き、障害のある子供が、障害の状態や特性等に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、自立
と社会参加に必要な力を養うため、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援
を受けることができるよう、取組を推進。 

〇「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に基づく国の基本計画に基づき、障害者によ
る文化芸術活動の推進に関する施策を講じていく。 

 



これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（答申）
（２０１５年１２月中央教育審議会）

［目的］
２０１５年１２月の中央教育審議会答申において教職員の専門性の向上が重要であると示されるとともに、新特別支援学校
学習指導要領等に対応した指導等が求められることから、教職員の資質の向上を図る。

（１）指導者養成講習会
特別支援学校教諭等免許状の取得を促進するため、免許法認定講習等の実施を支援する。

対面講習：19団体（18団体） 、通信講習：１団体（ １団体）

（２）手話等のコミュニケーションツールを活用した教職員等の資質向上に関する講習会
手話やＩＣＴ機器の活用など特別支援教育を必要とする児童生徒のコミュニケーションに関する専門性等について、

教職員研修等を実施を支援する。 ８団体（８団体）

（３）民間団体等を活用した特別支援教育の理解啓発
新規採用の教職員や新たに特別支援教育に携わる教職員を中心とし、保護者や地域住民等も含めた特別支援教育関係者

に対して特別支援教育の理解啓発を図る。 ４団体（４団体）

特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業 2019年度予算額 45百万円
(前年度予算額 50百万円 )

新特別支援学校学習指導要領（小学部・中学部）（２０１７年４月告示）

指導計画の作成と内容の取扱いに当たって、的確な意思の相互伝達などが行われる
よう指導方法を工夫するなど、児童生徒の障害に応じた指導を一層推進する。

教職員等の専門性や資質の向上が必要

全ての子供たちの能力を伸ばし可能性を開花させる教育へ（第九次提言）
（２０１６年５月教育再生実行会議）

国、地方公共団体は、学校現場での先進的な取組も参考にしつつ、発達障害の子供
への対応力を向上させるための教員研修を充実する。

○ 特別支援学校の教員は、これまで以上に特別支援学校教員としての専門性
が求められている。

○ このため、２０２０年度までの間に、おおむね全ての特別支援学校教員が
免許状を保有することを目指し、国が必要な支援を行うことが適当である。

○ 小中学校の特別支援学級担任の保有率も現状の２倍程度を目標として、特
別支援学校教諭免許状の取得を進めることが期待される。

2018年度
79.8%

2020年度

約100%

2006年度
61.1%50%

100%

特別支援学校教員の免許状保有率

集中的な
取組み



切れ目ない支援体制整備充実事業 2019年度予算額 1,796百万円
(前年度予算額 1,600百万円)

背景 課題2016年4月からの障害者差別解消法の施行、同年6月の児童福祉法の一部
改正、同年8月からの発達障害者支援法の改正等を踏まえ、関係部局・関係機
関の連携の下、特別な支援を必要とする子供に対して、就学前から就労に至るま
で、一貫した支援体制の整備や看護師、外部専門家の配置を実施することが必
要である。

背景説明
切れ目ない支援体制整備や看護師、外部専門家の配置に向けた

取組として、自治体等が、 下記のⅠ、Ⅱの事業を行う場合に要する経
費の一部を補助する。
◇補助対象者 都道府県・市区町村、学校法人(私立特別支援学校等)
◇補 助 率 １／３

目的・目標

Ⅰ 特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの
切れ目ない支援体制整備

Ⅱ 看護師、外部専門家の配置

教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局や関係機関の連携体制の整備
・各発達段階を通じ、円滑な情報の共有、引継ぎがなされるよう、就学前段階から進学・
就労段階にわたり、各学校等で個別の支援情報に関する「個別の教育支援計画」等を
作成し、就学、進級、進学、就労の際に、記載情報の取扱いについて十分配慮した上で、
その内容が適切に引き継がれる仕組の整備

・関係機関との連携を支援するコーディネーター等の配置（早期支援・就労支援・発達障
害支援・合理的配慮コーディネーター）

・教育・医療機関との連携による入院児童生徒（義務教育段階）の教育支援体制の
整備

・上記取組における普及啓発

① 医療的ケアのための看護師【拡充】 （1,500→1,800人）
学校において日常的にたんの吸引や経管栄養等の「医療的ケア」

が必要な児童生徒が増加している状況を踏まえ、これらの児童生徒
の教育の充実を図るため、学校に看護師を配置し、医療的ケアの実
施等を行う。

② 外部専門家（348人）
特別支援学校のセンター的機能を充実させ、特別支援学校全体

としての専門性を確保するとともに、特別支援学校以外の多様な学
びの場における特別支援教育の体制を整備するため、理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士等の外部専門家を配置・活用する。

学校段階就学前段
階

就労・進学段階

保健所等
関係機関

市区町村関係部局の連携
（教育委員会、福祉・保健等部局

）

教育委員会

引継ぎ 引継ぎ
就

ハローワーク等
関係機関

病院

地方公共団体、
学校法人

特別支援学校、
小・中学校

配置

※幼稚園、高等学校等へ巡回・派遣も可能
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• 中学校において通級による指導を受けている生徒数は年々増加（H5：296人→H29:11,950人（40倍））しているが、障害の
ある生徒の中学校卒業後の進路は、主として高等学校又は特別支援学校高等部となっている。

• 障害者権利条約等の理念を踏まえ、高等学校においても適切に特別支援教育が実施されるよう、多様な学びの場の整備が求めら
れている 。

• このような状況を踏まえ、小・中学校等からの学びの連続性を一層確保しつつ、生徒一人一人の教育的ニーズに即した適切な指導
及び必要な支援を提供する観点から、平成30年度より、高等学校においても、いわゆる「通級による指導」（大部分の授業を通常の
学級で受けながら、一部の授業について障害に応じた特別の指導を特別な場で受ける指導形態）を実施できることとした。

【対象障害種】
言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(ＬＤ)、
注意欠陥多動性障害(ＡＤＨＤ)、肢体不自由、病弱・身体虚弱

【実施形態】
・自校通級（児童生徒が在籍する学校において指導を受ける）
・他校通級（他の学校に通級し、指導を受ける）
・巡回指導（通級による指導の担当教師が該当する生徒のいる学校に赴き指導を行う）

【授業時間数】
年間７単位を越えない範囲で卒業認定単位に含めることが可能

u公立高等学校における通級による指導のための加配定数措置（2019年度：160人分の経費を地方財政措置）
u発達障害に関する通級による指導の担当教師に対する研修体制や必要な指導方法に関する調査研究を実施
u(独) 国立特別支援教育総合研究所において、各都道府県等の指導的立場にある教職員等を対象とした研修を実施
u通級による指導方法のガイドの作成（2019年度中）

高等学校で障害に応じた特別の指導を行う必要がある者を教育する場
合、特別の教育課程によることができ、障害に応じた特別の指導を高等学
校の教育課程に加え、又は選択教科・科目の一部に替えることができる。

制度の概要

文部科学省の取組

【高等学校における通級による指導の実施予定状況】
2018年度 45都道府県において実施
2019年度 47都道府県において実施（予定） 0
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言語障害 難聴、弱視、肢体不自由及び病弱・身体虚弱

情緒障害 自閉症

学習障害 注意欠陥多動性障害

83,750
77,882

65,360
71,519

45,240
49,685

54,021
60,637

90,105

(人)

98,311

108,946

【参考：義務教育段階の通級による指導を受けている児童生徒数の推移(各年度5月1日現在)】

高等学校における障害に応じた通級による指導の制度化の概要
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③ 障害者スポーツ用具活用促進事業

●2020年オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシーとして、障害者スポーツの実施人口の拡大を図るため、

個々人での購入が容易でない障害者スポーツ用具について、義肢装具士等との連携も含め、地域の保有資源を有
効活用する仕組みの構築を行い、過大な金銭的負担を負うことなくスポーツを始めることのできる環境を整備する。

u その上、用具の修理・調整等が必要となるため、健常者のスポーツ用具市場
であれば存在するような、レンタルや中古品の活用など比較的低価格で用具
が入手できる環境がない。

趣旨等

u 平成29年度において、障害者（成人）の週1回以上のスポーツ実施率は、
20.8% 健常者の51.5%と比べ、極端に低い現状。

u スポーツ実施の障壁で、最も多い回答が「金銭的余裕がない」（21.5%）。

u 特に肢体不自由者では、体の機能を補助する道具を、選手個々人が用意
する必要があり、その価格は、基本的な用具でも 40万～100万円程度。

u 障害者スポーツ用具は、個々人の障害の状態等に合わせた調整が必要と
なるが、スポーツ用義足を扱う義肢装具士や、車いす技術者の数は十分
でないとされており、身近で容易に見つかる状況ではない。

事業内容

①スポーツ用具資源活用モデル形成支援事業

• 義肢装具士や車いす技術者等、用具保有者、利用者の３者
のマッチングなど、地域のスポーツ用具資源を活用する事業
モデル（※）の構築支援の実施

• モデル構築に関連する検討会の開催、調査の実施
• 構築モデルの活用促進に向けたプロモーションの実施 等

②スポーツ用具人材育成活用に関する調査研究

• 義肢装具士、車いす技術者、サービスエンジニア等、スポーツ
用具の保守・修理・調整を行える者の育成、活用の仕組みに
関する先進事例調査の実施

• 「スポーツ用具マネージャー（仮称）」）の育成について、関連
事業者、スポーツ団体、養成学校等を含めた協議会の開催、
必要な連携体制の検討、ガイドライン等の作成

現状と課題

義肢 レーサー
車いす

（種目ごとの別仕様）
シットスキー
チェアスキー スレッジ 等

・地域の資源の有効活用により、その結果としての、障害者
のスポーツ人口の拡大、スポーツ用具人材等の技術レベ
ル・収益向上、それがさらなるスポーツ環境の改善につな
がる障害者スポーツエコシステムの実現。

効果

モデルイメージ

スポーツ用具の保有者

・競技団体・協会
・クラブチーム
・スポーツ施設
・用具メーカー（在庫）
・引退した競技者 など

用具の調整を行う者

中古用具の保守修
理、利用希望者の障
害の状態等に合わせ
た調整、トレーニング
を行える人材

利用希望者
（障害者）

資産のリユース・有効
活用

新規購
入より安
価に入手

業務機会の獲得、経
験・技術の習得

ICT等も活用した

スポーツ用具活
用エコシステム

※レンタル、中古品、体験用施設など多様な形態を想定



発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業 2019年度予算額 213百万円
（前年度予算額 280百万円)

趣 旨背景 発達障害を含む障害のある児童生徒に対する支援は、全ての学校・学級に求められており、特に、発達障害の可能性のある児童生徒について、通級による指
導や通常の学級における支援の充実が必要となっている。また、2016年に発達障害者支援法の一部改正法、障害者差別解消法が施行し、発達障害児に
対して、可能な限り発達障害でない児童と共に教育を受けられる配慮をすること、また、合理的配慮を提供することが求められている。

4．特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築研究開発事業
8百万円

小・中・高等学校等における発達障害を含む障害のある児童生徒等に対する
特別支援教育の体制充実のための組織強化を図るため、学校経営を行うた
めに必要なノウハウ及び効果的な運営の在り方について、大学教授等の専門
家を活用し、調査研究を行う。

【教育委員会 ３地域】

1．発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業
114百万円

通常の学級における担当教員の質の向上を図るため、教科ごとの学習上のつ
まずきなど、発達障害の可能性のある児童生徒に対する効果的な指導方法の
研究を行う。また、教員養成課程における教授方法の開発を行う。

【教育委員会、大学、学校法人 ２４箇所】

2．発達障害に関する通級による指導担当教員等専門性充実事業
59百万円

発達障害に係る通級による指導の担当教員等の質の向上を図るため、教育
委員会における教員向けの研修体制を構築するとともに、必要な指導方法に
ついて医療関係機関等と連携しつつ研究を行う。

【教育委員会 １８地域】

●教育委員会における通級によ
る指導担当教員の研修体制の
整備

●通常の学級の担任との連携を
深化させるための専門性の在り
方の研究 など

医療関係
機関

通常の学級
担任

通級によ
る指導担

当

3．発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮
研究事業 28百万円

学校において児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮の在り方について研
究事業を行う。 【教育委員会、大学、学校法人 １０箇所】

●児童生徒のつまずきや困難な状況を教員が気
づくための理解啓発とその合理的配慮に関する
研究

●児童生徒本人や保護者からの合理的配慮の
意思の表明に対する学校・教育委員会の教職
員の合理的配慮の提供に関する研究 など

行動面、認知面、感覚面
、対人面 等

入試の配慮、授業での配
慮、定期試験の配慮

教科教育
スーパーバイザー

？

各教科指導における
つまずくポイント

整理・指導の
方向性の研究

教員養成等に
よる活用

【授業】
【大学】

4



事業の目的

各都道府県代表の高校生による、芸術文化活動を発表する全国大会として「全国高等学校総合文化祭」を開催し、創造活動の向上を図るとともに相
互の交流を深めることにより、芸術文化の振興に資する。

期待される効果

○高等学校における文化部活動
の更なる充実を図るため、部活
動の指導者である顧問教員が
適切な運営や指導の方法を身
につけるための研修会を実施

○部活動を効率よく指導している
事例をまとめた冊子を作成配布

高等学校文化部活動
指導者養成事業

全国高等学校総合文化祭

○文化庁、開催地都道府県、開催地市町村等の主催者が実施する主催事業
として、総合開会式、パレード、部門別事業、国際交流事業を実施。

◇全国の高校生が集い、交流し、刺激し合う場を設けるとともに、文化部活動の環境を充実させることにより、高校生の創造活動
の水準が向上し、将来の日本文化の担い手の育成に寄与。

◇高校生を大会運営に主体的に参加させることにより、高校生の責任感を育み、豊かな人間形成を促進。
◇「文化部のインターハイ」として、全国の高校生の文化部活動の活性化に大きく貢献。

演劇、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、吟詠剣詩舞、郷土芸能、マー
チングバンド・バトントワリング、美術・工芸、書道、写真、放送、囲碁、将棋、
弁論、小倉百人一首かるた、新聞、文芸、自然科学 ほか

◇開催部門

全国高等学校総合文化祭
優秀校公演

※令和２年度開催地：高知県

全国高等学校総合文化祭

○伝統芸能公演等

地方での郷土芸能等を発表する
場を拡充するため、関連事業を充
実。

○優秀校東京公演
全国高等学校総合文化祭に

おいて演劇、日本音楽及び郷土芸
能の分野で優秀な成績を収めた学
校が一堂に会する公演を実施。

長野大会総合開会式

長野大会パレード

全国高等学校総合文化祭
優秀校東京公演

令和２年度要求額 97百万円
(前年度度予算額 99百万円)

研究大会熊本大会



文化芸術は、子供たちの育成に大きな力となる。

■ 一流の文化芸術団体や芸術家による質の高い様々な文化芸術を鑑賞・体験することは、子供たちの豊かな感性・情操や、創造力・想像力を養
う 上で大きな効果。

■ 芸術家を教育現場に派遣して行う対話や創作、表現に係る体験活動は、子供たちの思考力・判断力・表現力等の向上や、自己肯定感、社会性、責任
感等の育成に大きな効果。

３ 芸術家の派遣事業

■ 個人又は少人数の芸術家が学校を訪れ、講話、
実技披露、実技指導を実施。

■ 国、教育委員会と地域のNPO法人等が連携し、
学校と芸術家個人や小規模グループをコーディ
ネート。３，１５０件程度 （学校公募型、ＮＰＯ法人等提案型）

１ 巡回公演事業 ４ コミュニケーション能力向上事業

■ 学校において、芸術家による表現手法を用いた
計画的・継続的なワークショップ等を実施。

■ 芸術家による実技披露に加え、児童・生徒が小
集団で協働して、課題解決に取り組む活動を実施。

■ 創作や小集団での話合い等のプロセスを重視。

２００件程度 （学校公募型、ＮＰＯ法人等提案型）

豊かな創造力・想像力を養う
思考力やコミュニケーション能力など
社会人としての素養を身につける

将来の芸術家や観客層を育成し、
優れた文化芸術の創造につなげる

２ 合同開催事業

■ 国が一流の文化芸術団体を選定し、小学校・中
学校等において実演芸術公演を実施。

■ 事前に児童・生徒が自ら参加する体験型の活動
（ワークショップ）を実施。

□公演種目 １５種目 □公演数 １，４４０公演程度

■ 山間、へき地、離島など、鑑賞機会に恵まれない
地域に存する小学校・中学校等について、合同で
実演芸術公演を実施。
□公演種目：９種目 □公演数：４２０ 公演程度

■ 義務教育期間中の子供たちが質の高い文化芸術に触れる機会の充実に努める。

■ より多くの文化芸術の鑑賞・体験が可能となるよう地方公共団体への働きかけなどを行う。将来的には、地方公共団体の自主事業等も含め、義務教育期間中毎年
１回は、文化芸術の鑑賞・体験ができる環境を整えることを目指す。

■ これまでの実演芸術に新たにメディア芸術分野を追加・拡充することにより、今まで以上に発想・創造力等を育むことによって、より充実した芸術教育の推進を図る。

■ 他教科と比べ、学校内における研鑽の機会が乏しい美術や音楽といった芸術教科担当教員への研修等を通した学びの機会を確保するとともに、今後の芸術教育
の方向性や文化と教育両分野の一体的な学習プログラムの構築等を検討する。

メディア芸術分野の追加
メディア芸術分野の充実

■ 各地方の芸術系及び教育系大学等の芸術担当講師等を活用し、各都道府県等のブロック別に講師
を派遣し、小・中学校・高校等の芸術担当教員への研修及び実演鑑賞を実施するとともに、交流会等
の意見交換の場を設ける。

５ 芸術教育における芸術担当教員等研修事業

文化芸術による子供育成総合事業
2019年度予算額(案)  5,294百万円
(前年度予算額 5,274百万円)



「障害者文化芸術活動推進基本計画」の概要

• 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成30年法律第47号）」（以下「障害者
文化芸術推進法」という。）第７条に基づき、障害者基本法及び文化芸術基本法の理念や方針
を踏まえ策定

• 障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るものとする

本計画の位置付け

基本的な方針

○ 障害者基本計画及び文化芸術推進基本計画の計画期間を踏まえ、平成31～34年度を対象期間とする

施策の方向性

障害者による文化芸術活動推進に当たっての意義と課題
障害者による文化芸術活動の推進は、現在生じている文化芸術活動への参加や創造における
物理的・心理的障壁を取り除き、誰もが多様な選択肢を持ち得る社会を構築するためのもので
あり、文化芸術活動全般の推進や向上に貢献し、我が国に新しい価値の提案をもたらすと同時
に、共生社会の実現に寄与する

（１）鑑賞の機会の拡大
・障害特性に応じた利用しやすい環境整備の推進
・適切な対応ができる人材の育成
・地域における鑑賞機会の創出 等
（２）創造の機会の拡大
・創造活動の場の創出・確保
・多様な創造活動の場における環境・内容の充実
・創造活動の場と障害者をつなぐ人材の育成 等

（３）作品等の発表の機会の確保
・発表の場の創出・充実
・海外への発信 等

（４）芸術上価値が高い作品等の評価等
・作品や活動等の情報収集・発信と環境整備
・作品や活動に対する保存等の取組 等

（５）権利保護の推進
・作品等に関わる様々な諸権利の普及啓発
・自らの意思表示に困難を伴う障害者への配慮
・研修、相談などの環境整備等 等

（６）芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援
・企業等における環境整備や販路開拓の促進
・地域における相談支援体制の促進 等

（７）文化芸術活動を通じた交流の促進
・地域、国内外など幅広い交流の促進
・文化、福祉、教育等の各分野の連携・交流 等

（８）相談体制の整備等
・地域における相談や支援体制の全国的な整備 等

（９）人材の育成等
・障害者による文化活動を理解し支援等を行うため
の人材の育成・教育 等

（10）情報の収集等
・障害者による文化芸術活動の調査研究
・国内外における情報収集・発信の促進 等

（11）関係者の連携協力
・身近な地域におけるネットワークの整備
・各地域を結んだ広域的な連携の推進 等

○障害者文化芸術推進法の定める３つの基本理念を基本的な視点とし、具体的な施策に取り組む
視点１） 障害者による文化芸術活動の幅広い促進

芸術家を目指す人から日常の楽しみとして行う人まで、いかなる障害者でも、地域の様々な場で
幼少期から生涯にわたり、多様な文化芸術活動に全国津々浦々で参加できることが重要

視点２） 障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援の強化
新たな価値観や文化創造に寄与する作品・活動も多く生まれており、文化芸術が有する多様な価
値を幅広く考慮し、その評価のあり方を固定せずに議論を続けていくことが重要

視点３） 地域における、障害者の作品等の発表、交流の促進による、心豊かに暮らすことので
きる住みよい地域社会の実現

地域の様々な領域で、多様な主体が円滑に活動できる環境や関係者の連携体制を整備し、地域に
新たな活力を生み出し、障害への理解を深め、誰もがお互いを尊重し合う豊かな地域社会を構築す
ることが重要



・我が国のアーツカウンシルとしての機能を有する独立行政法人日本芸術文化振興会における専門家（PD・PO）を活用し、事業に対する
事後評価を引き続き実施し、検証結果を今後の事業の選定に反映させる。
・これらの取組により、劇場・音楽堂等の自律的・持続的な事業改善の循環を作り出す。
・バリアフリーや多言語対応を支援を拡充し、全ての人が文化芸術に親しむことができる拠点づくりを推進する。

Ｄo
実行

Ａction
改善

Ｃheck
検証

Ｐlan
計画

専門家(PD・PO)
による助言 自

律
的
・
持
続
的
な
事
業
改
善

事業の概要

各劇場・音楽堂等
のミッション・
ビジョン等の
確認・再設定

成果目標
成果指標
の設定

ミッション・
ビジョン等を
踏まえた

事業計画の策定

我が国を代表する牽引力のあるトップレベルの
劇場・音楽堂等が行う事業を総合的に支援

地域の文化拠点としての機能をより一層強化
する取組（公演事業、人材養成事業、普及啓
発事業）を支援

劇場・音楽堂等相互の連携・協力による巡回
公演の促進により、文化芸術活動の地域間格
差を解消する取組に対して支援

実演芸術の創造発信力を高めるため、複数の
劇場・音楽堂等が複数又は単一の実演芸術
団体等と共同して行う実演芸術の新たな創造
活動に対して支援

劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年6月公布･施行)」を踏まえ、我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う、
音楽、舞踊、演劇等の実演芸術の創造発信や専門的人材の養成、普及啓発のための事業、劇場・音楽堂等間のネットワーク形成
に資する事業を支援することで、劇場・音楽堂等が地域の核として文化の発信を牽引し、文化芸術立国の実現に資することを目指す。

事業の目的

u 巡回公演実施に必要な経費のうち、旅費及
び運搬費を支援。 支援件数 ６３件

u 事業実施に必要な経費の１／２を上限に支援
支援件数 １２７件

u 事業実施に必要な経費の１／２を上限に支援
支援件数 １５件

u 事業実施に必要な経費の１／２を上限に支援
支援件数 ２件

地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業

共同制作支援事業 劇場・音楽堂等間ネットワーク強化事業

劇場・音楽堂等基盤整備事業

u バリアフリー・多言語対応については定額加算
支援件数 １０件

u バリアフリー・多言語対応については定額加算
支援件数 １５件

u バリアフリー・多言語対応については定額加算
支援件数 １２７件

u バリアフリー・多言語対応については定額加算
支援件数 ２件

事後評価

自己点検の
実施

効果の検証と
検証結果の反映

u 劇場・音楽堂等が抱える課題・ニーズにきめ細やかに対応した研修・交流事業の実施
u 劇場・音楽堂等からの相談対応や現地支援員の派遣、ウェブサイト等による情報提供の実施
⇒劇場音楽堂等の人材力・組織力の強化

劇場 ・ 音楽堂等機能強化推進事業
2019年度予算額 2,601百万円
(前年度予算額 2,799百万円)



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：２．困難を有する子供・若者やその家族の支援 

（２）困難な状況ごとの取組 
   ②障害等のある子供・若者の支援 

府省名：厚生労働省 
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 

【発達障害のある子供・若者の支援】 
○発達障害の早期発見・早期支援を行うため、発達障害者支援センターにおいて、相談・発達・就労支援

や情報提供などを行うともに、各地域において発達障害者地域支援協議会の設置や発達障害者地域支援
マネジャーを配置することに各地域における支援機能の強化を図っている。 

○乳幼児健診について平成 30 年度に調査研究を行い、「乳幼児健康診査における発達障害の早期発見・早
期支援のための取組事例に関する調査研究報告書」を取りまとめた。 

【障害者に対する就労支援等】 
○ハローワークが中心となり、特別支援学校や医療機関等の地域の関係機関と連携し、就職に向けた準備

から就職後の職場定着まで一貫した支援を行う「障害者向けチーム支援」事業等を実施した他、様々な
障害の態様やニーズを踏まえた職業訓練を実施した。 

○平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労移行支援や就労継続支援などの就労系障害福
祉サービスについては、障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を実現す
ることができるよう、工賃・賃金向上や一般就労への移行を更に促進すべく、一般就労への定着実績や
工賃実績等に応じた報酬体系とした。また、予算事業としても、工賃向上計画支援等事業等の実施によ
り、就労継続支援 B 型事業所等の工賃向上等に取り組んでいる。 

【障害者に対する文化芸術活動の支援】 
○平成 29 年度より障害者芸術文化活動普及支援事業を開始するとともに、平成 31 年 3 月に障害者文化

芸術活動推進基本計画を策定した。 
【慢性疾病を抱える児童等や難病患者の支援】 
○都道府県等において、小児慢性特定疾病児童等及び家族からの相談等に対応するため、小児慢性特定疾

病児童自立支援事業を実施している。 
○ハローワークに様々な難病の特性に応じたきめ細やかな就労支援を行う難病患者就職サポーターを配

置し、難病相談支援センター等と連携して個々の特性を踏まえた職業相談等を行っている。 

【発達障害のある子供・若者の支援】 
○発達障害者地域支援協議会の設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置を着実に推進することより、

地域支援機能の強化が図られている。 
 ・発達障害者地域支援協議会の設置自治体数  ：58 カ所 (H27)→63 カ所（H30） 
 ・発達障害者地域支援マネジャーの配置自治体数：31 カ所 (H27)→45 カ所（H30） 
○平成 30 年度に調査研究をとりまとめ、発達障害の早期発見・早期支援の取組を積極的に行っている。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【発達障害のある子供・若者の支援】 
○発達障害者地域支援協議会の未設置自治体等に対して、設置等を促していくなど、引き続き地域支援機

能強化の推進を図る。 
○乳幼児健康診査における発達障害の早期発見・早期支援のための取組事例に関する調査研究報告書を令

和元年 5 月 31 日に公表、自治体等に周知し、当該報告書にある好事例の取組の横展開を進めている。 
【障害者に対する就労支援等】 
○ハローワークによる地域の関係機関との連携を一層強化するとともに、引き続き、個々の障害特性に応

じたケースワーク方式のきめ細かな就労支援を実施するともに、様々な障害の態様やニーズを踏まえた
職業訓練機会の確保に努めていく。 

○障害のある方が活躍できる社会を築くため、引き続き、就労継続支援 B 型事業所等における工賃向上
や、一般就労への移行を更に促進していく必要がある。このため、今後とも、「工賃・賃金向上」や「福
祉から一般就労」への取組を進めていく。 

【障害者に対する文化芸術活動の支援】 
○障害者文化芸術活動推進基本計画に基づき施策を推進する。 
【慢性疾病を抱える児童等や難病患者の支援】 
○相談支援事業以外のその他の任意事業は全体的に実施率が低いため、好事例の横展開等により実施率を

向上させる。 
○難病相談支援センター等の関係機関との連携を一層強化するとともに、引き続き難病患者の特性に応じ

たきめ細やかな支援を行う。 

【障害者に対する就労支援等】 
○「障害者向けチーム支援」事業等の実施により、ハローワークを通じた障害者の就職件数は平成 30 年

度において 102,318 件と過去最高を更新しており、障害者の雇用は着実に進展している。 
○平成 29 年度の障害者職業能力開発校の受講者数は 1,599 人、就職率は 69.2％、障害者委託訓練の受講

者数は 3,503 人、就職率は 49.7%と、一定の成果を挙げている。 
○就労継続支援Ａ型事業所及び同 B 型事業所における工賃・賃金については、年々増加している。また、

就労系障害福祉サービスからの一般就労への移行者数も年々増加している。 
・就労継続支援Ａ型の平均賃金月額（全国平均）Ｈ27 年度 67,795 円 ⇒ H29 年度 74,085 円 
・就労継続支援Ｂ型の平均工賃月額（全国平均）Ｈ27 年度 15,033 円 ⇒ H29 年度 15,603 円 
・就労系サービスからの一般就労移行者数   Ｈ27 年度 11,928 人 ⇒ H29 年度 14,845 人 

【障害者に対する文化芸術活動の支援】 
○障害者芸術文化活動普及支援事業の実施団体が年々増加するなど、支援の取組が進んでいる。 
【慢性疾病を抱える児童等や難病患者の支援】 
○慢性疾病を抱える児童等について、約９割の自治体において、相談支援事業が行われている。 
○難病患者就職サポーターによる就労支援等の実施により、ハローワークを通じた難病患者の就職件数は

平成 30 年度において 2,476 件と過去最高を更新しており、難病患者の雇用は着実に進展している。 



厚生労働省

都道府県・指定都市
障害者総合支援法に基づく都道府県地域
生活支援事業として実施

発達障害者支援センター
（６７都道府県、政令市で設置）

（体制） 職員配置：４名程度
・管理責任者
・相談支援担当職員
・発達支援担当職員
・就労支援担当職員

発達障害児者 ・家族

関係機関

児童相談所、知的障害者更生相談所、福祉事務所、
保健所、精神保健福祉センター、医療機関
障害児（者）地域療育等支援事業実施施設、
児童発達支援センター、障害児入所施設、
教育委員会、学校、幼稚園、保育所、
公共職業安定所、地域障害者職業センター、
障害者就業・生活支援センター等

補助

（平成３０年４月現在のセンターの設置）
直接実施：２８カ所
委託（社会福祉法人等）：６７カ所
※医療法人，地方独立行政法人も可

連携
④調整のための会議やコンサルテーション
⑤障害者総合支援法第８９条協議会への参加

支援

①相談支援（来所、訪問、電話等による相談）

②発達支援（個別支援計画の作成・実施等)
③就労支援（就労に向けての相談等)

⑥研修（関係機関、民間団体等への研修）

地域住民、企業⑦普及啓発・研修

都道府県が別途配置する
「発達障害者地域支援マネ
ジャー」と緊密に連携する

発達障害者支援センターの概要

15,903 
30,749 38,023 45,135 51,081 57,236 63,421 67,971 68,438 68,571 70,517 74,024 73,927 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

相談支援・発達支援・就労支援全体の推移

実支援件数



発達障害については、支援のためのノウハウが十分普及していないため、各地域における支援体
制の確立が喫緊の課題となっている。このため、市町村・事業所等支援、医療機関との連携や困難
ケースへの対応等について、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化
を図り、支援体制の整備を推進。

発達障害者支援センター

市町村

発達障害者支援体制整備（地域生活支援事業）都道府県等

●相談支援（来所、訪問、電話等による相談）
●発達支援（個別支援計画の作成・実施等）
●就労支援（発達障害児（者）への就労相談）
●その他研修、普及啓発、機関支援

①アセスメントツールの導入
②個別支援ファイルの活用・普及

事業所等

対応困難ケースを含めた
支援を的確に実施

困難事例の対応能力の向上全年代を対象とした支援体制の構築

（求められる市町村の取組） （求められる事業所等の取組）

医療機関

①専門的な診断評価
②行動障害等の入院治療

身近な地域で発達障害に関する
適切な医療の提供

（求められる医療機関の取組）

発達障害者地域支援マネジャーが中心

体制整備支援 医療機関との連携困難ケース支援

地域支援機能の強化へ

【課題】
中核機関としてセンターに求められる市町村・事業所等の
バックアップや困難事例への対応等が、センターへの直接
の相談の増加等により十分に発揮されていない。

・原則として、センターの事業として実施
・地域の実情に応じ、その他機関等に委託可

●発達障害者支援地域協議会 ●市町村・関係機関及び関係施設への研修
●アセスメントツールの導入促進 ●ペアレントメンター（コーディネータ）

発達障害者支援センターの地域支援機能の強化（平成２６年度～）

地域を支援するマネジメントチーム



発達障害者支援体制整備

乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、関係機関等によるネットワークを構築すると

ともに、ペアレント・メンター・ペアレントトレーニング・ソーシャルスキルトレーニングの導入による家族支援体制の整備や、発達障
害特有のアセスメントツールの導入を促進するための研修会を実施する。

また、市町村・事業所等支援、医療機関との連携や困難ケースへの対応を行うための「発達障害者地域支援マネジャー」を配置
し、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化を図る。

発達障害者支援地域協議会

○家族支援のための人材育成
（家族の対応力向上）
・ペアレントトレーニング
・ペアレントプログラム
（当事者による助言）
・ペアレントメンター 等

○当事者の適応力向上のための人材育成
・ソーシャルスキルトレーニング 等

○アセスメントツールの導入促進
・Ｍ－ＣＨＡＴ、ＰＡＲＳ-ＴＲ 等

連携

１）自治体内の支援ニーズや支援体制の現状
等を把握。市町村又は障害福祉圏域ごとの
支援体制の整備の状況や発達障害者支援
センターの活動状況について検証

２）センターの拡充やマネジャーの配置、その
役割の見直し等を検討

３）家族支援やアセスメントツールの普及を計画
※年２～３回程度開催

連携

１）住民にわかりやすい窓口の設置
や連絡先の周知

２）関係部署との連携体制の構築
（例：個別支援ファイルの活用・普及）

３）早期発見、早期支援等（ペアレントトレーニング、ペアレントプログラム、ペアレント
メンター、ソーシャルスキルトレーニング）の推進
・人材確保／人材養成
・専門的な機関との連携
・保健センター等でアセスメントツールを活用

都道府県・指定都市

市町村

研修会等の実施

展開・普及派遣・サポート

○発達障害者支援センター
・発達障害者及びその家族からの相談に応

じ、適切な指導又は助言を行う。（直接支援）
・関係機関との連携強化や各種研修の実施に

より、発達障害者に対する地域おける総合的
な支援体制の整備を推進（間接支援）

○発達障害者地域支援マネジャー
・市町村・事業所等支援、医療機関との連携
及び困難ケースへの対応等により地域支援
の機能強化を推進

※原則として、発達障害者支援センターに
配置

相談、コンサルテーションの実施



就労移行支援事業
(規則第6条の9)

就労継続支援Ａ型事業
（規則第6条の10第1項）

就労継続支援Ｂ型事業
（規則第6条の10第2項）

就労定着支援事業
(規則第6条の10)

事

業

概

要

通常の事業所に雇用されることが可能

と見込まれる者に対して、①生産活

動、職場体験等の活動の機会の提供

その他の就労に必要な知識及び能力

の向上のために必要な訓練、②求職活

動に関する支援、③その適性に応じた

職場の開拓、④就職後における職場へ

の定着のために必要な相談等の支援

を行う。

（標準利用期間：２年）

※ 必要性が認められた場合に限り、最大１年間

の更新可能

通常の事業所に雇用されることが困難

であり、雇用契約に基づく就労が可能

である者に対して、雇用契約の締結等

による就労の機会の提供及び生産活

動の機会の提供その他の就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な

訓練等の支援を行う。

（利用期間：制限なし）

通常の事業所に雇用されることが困難

であり、雇用契約に基づく就労が困難

である者に対して、就労の機会の提供

及び生産活動の機会の提供その他の

就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練その他の必要な支

援を行う。

（利用期間：制限なし）

就労移行支援、就労継続支援、生活介

護、自立訓練の利用を経て、通常の事

業所に新たに雇用され、就労移行支援

等の職場定着の義務・努力義務である

６月を経過した者に対して、就労の継

続を図るために、障害者を雇用した事

業所、障害福祉サービス事業者、医療

機関等との連絡調整、障害者が雇用さ

れることに伴い生じる日常生活又は社

会生活を営む上での各般の問題に関

する相談、指導及び助言その他の必要

な支援を行う。

（利用期間：３年）

対

象

者

① 企業等への就労を希望する者

※平成30年4月から、65歳以上の者も

要件を満たせば利用可能。

① 移行支援事業を利用したが、企業

等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動

を行ったが、企業等の雇用に結びつ

かなかった者

③ 就労経験のある者で、現に雇用関

係の状態にない者

※平成30年4月から、65歳以上の者も

要件を満たせば利用可能。

① 就労経験がある者であって、年齢や体

力の面で一般企業に雇用されることが困

難となった者

② 50歳に達している者又は障害基礎

年金1級受給者

③ ①及び②に該当しない者で、就労

移行支援事業者等によるアセスメント

により、就労面に係る課題等の把握

が行われている者

① 就労移行支援、就労継続支援、生

活介護、自立訓練の利用を経て一般

就労へ移行した障害者で、就労に伴

う環境変化により生活面・就業面の

課題が生じている者であって、一般

就労後６月を経過した者

報酬

単価

５００～１，０８９単位／日
＜定員20人以下の場合＞

※定員規模に応じた設定

※就職後６月以上の定着率が高いほど高い

報酬

３２２～６１５単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均労働時間が長いほど高い報酬

５６２～６４５単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均工賃月額が高いほど高い報酬

１，０４０～３，２００単位／月
＜利用者数20人以下の場合＞

※利用者数に応じた設定

※就労定着率（過去３年間の就労定着支援

の総利用者数のうち前年度末時点の就労

定着者数）が高いほど高い報酬

事業

所数

３，２８７事業所

（国保連データ平成3１年３月）

３，８２６事業所

（国保連データ平成3１年３月）

１２，４２３事業所

（国保連データ平成3１年３月）

９０２事業所

（国保連データ平成3１年３月）

利用

者数

３３，５６０人

（国保連データ平成3１年３月）

７０，０１５人

（国保連データ平成3１年３月）

２５５，５７４人

（国保連データ平成3１年３月）

６，２６３人

（国保連データ平成3１年３月）

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
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① 特別支援学校から一般企業への就職が約 ３０．１％ 就労系障害福祉サービスの利用が約 ３０．２％

② 障害福祉サービスから一般企業への就職が年間 １．３ ％（Ｈ１５） → ４．３％（Ｈ２９）
※就労移行支援からは２７．０％ （Ｈ２９）

一般就労への

移行の現状

就職

企 業 等

就 職

就労支援施策の対象となる障害者数／地域の流れ

障害者総数約９６４万人中、１８歳～６４歳の在宅者数約３７７万人
（内訳：身体１０１．３万人、知的 ５８．０万人、精神２１７．２万人）

就労系障害福祉サービス
から一般就労への移行

1,288人/ H15 1.0
2,460人/ H18 1.9 倍
3,293人/ H21 2.6 倍
4,403人/ H22 3.4 倍
5,675人/ H23 4.4 倍
7,717人/ H24 6.0 倍
10,001人/ H25 7.8 倍
10,920人/ H26 8.5 倍
11,928人/ H27 9.3 倍
13,517人/ H28 10.5倍
14,845人/ H29 11.5倍

障害福祉サービス
大
学
・専
修
学
校
へ
の
進
学
等

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ、学校基本調査、障害者雇用状況調査、患者調査、生活のしづらさなどに関する調査 等

・就労移行支援 約 ３．３万人

・就労継続支援Ａ型 約 ６．９万人

・就労継続支援Ｂ型 約２４．０万人

（平成３０年３月）

雇用者数

約５３．５万人

（平成３０年６月１日）

＊45.5人以上企業

12,906人/年
（うち就労系障害福祉サービス 6,626人）

6,760人/年769人/年 特別支援学校
卒業生21,657人（平成３０年３月卒）

（平成３０年度）

ハローワークから
の紹介就職件数

１０２，３１８件
※A型：19,502件
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1,111 1,801 
2,544 

3,310 
4,570 

5,881 6,441 6,966 
8,095 

8,906 

96 
142 

209 

463 

840 

1,473 
1,742 

2,316 

2,700 

3,233 

517 
669 

1,122 

1,606 

2,307 

2,647 
2,737 

2,646 

2,722 

2,706 

1,276 
681 

528 

296 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型 旧授産施設・福祉工場

＜一般就労への移行者数の推移＞

【出典】社会福祉施設等調査

＜一般就労への移行率の推移＞

一般就労への移行者数・移行率の推移（事業種別）

○ 就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加しており、平成29年度では約１．５万人の
障害者が一般企業へ就職している。

○ 一方で、一般就労への移行率を見ると、就労移行支援における移行率は大きく上昇しているものの、就労継
続支援Ａ型では微増にとどまっており、就労継続支援Ｂ型では横ばいとなっている。

3,293

4,403

5,675

7,717

10,001

10,920

11,928

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ

13,517 

3,000 7.5%

9.5%

12.5%

14.9%

17.5%

21.7%
22.5% 22.4%

25.1% 26.4%

1.8% 1.8% 1.9% 2.8% 3.5% 4.6% 4.1% 4.3% 4.3%
4.7%

1.2% 1.0% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3%
1.1%

2.7% 2.7% 3.1% 3.3% 3.7% 4.2% 4.2% 4.1% 4.3% 4.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型 全体

14,845
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113,077 

99,697 

88,502 
80,532 

75,317 71,513 68,691 69,458 66,412 67,795 70,720 
74,085 

12,222 12,600 12,587 12,695 13,079 13,586 14,190 14,437 14,838
15,033 15,295 15,603

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

就労継続支援事業所における平均賃金・平均工賃月額の推移

○ 就労継続支援Ａ型事業所の平均賃金月額は、平成26年度までは減少傾向であったが、近年は増加傾向。
○ 就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃月額は、平成20年度以降、毎年増加（H１８→H29 27.6％増）。

【出典】工賃・賃金実績調査（厚生労働省調べ）

（※）平成２３年度までは、就労継続支援A型事業所、福祉工場における平均賃金

平成２３年度までは、就労継続支援Ｂ型事業所、授産施設、小規模通所授産施設における平均工賃

就労継続A型（平均賃金月額）

就労継続B型（平均工賃月額）

4



工賃向上計画支援等事業の概要

就労継続支援事業所等の利用者の工賃・賃金向上等を図るため、事業所に対する経営改善や商品開発等に対
する支援、共同受注窓口による情報提供体制の整備及び在宅障害者に対するICTを活用した就業支援体制を構
築するためのモデル事業等を実施する。

事業目的

事業の実施主体

○都道府県（基本事業及び特別事業の①及び②）

○都道府県（社会福祉法人やＮＰＯ法人等の民間団体の取組に補助する場合にその費用を負担）（特別事業の③）

基本事業（補助率：１／２）

①経営力育成支援
○ 事業所の経営力育成・強化に向け、専門家等による

効果的な工賃向上計画の策定や管理者の意識向上の
ための支援を実施

②品質向上支援
○ 事業所が提供する物品等の品質向上に向け、共同

受注窓口と専門家等の連携による技術指導や品質管
理に係る助言等の支援を実施

○ 事業所の職員を対象に、商品開発や販売戦略、生産
活動への企業的手法の導入などに係る研修会を開催

③事業所職員の人材育成支援

特別事業（補助率：１０／１０）

①共同受注窓口の情報提供体制の構築支援

○ 共同受注窓口による事業所が提供する物品等
の情報提供体制を確立するための支援を実施

②農福連携による就農促進プロジェクト

○ 専門家を派遣することによる農業技術に係る指
導や６次産業化に向けた支援、農業に取り組む事
業所によるマルシェの開催支援を実施

③在宅就業の支援体制の構築（モデル事業）

○ 在宅障害者に対する仕事の発注の開拓、企業か
ら発注される仕事とのマッチング等のICTを活用し
た就業支援体制を構築するモデル事業に対して補
助する場合にその費用を負担

特別事業（負担割合：国１／２、都道府県１／２）

平成30年度予算額 令和元年度予算額 差引増▲減額
359,513千円 →      560,363千円 ＋200,850千円

（地域生活支援促進事業）

○ 芸術文化も含めた商品やサービスのＰＲを行うととも
に、販売会・商談会を実施

④販路開拓支援新
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就労系サービスにおける賃金・工賃・職場定着の向上
○ 障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を実現することができるよう、一般就労への
定着実績や工賃実績等に応じた報酬体系とし、工賃・賃金向上や一般就労への移行を更に促進させる。

○ 基本報酬については、定員規模別の設定に
加え、就職後６か月以上定着した割合に応じ
た報酬設定とする。

○ 定着率が高いほど、利用者の地域生活の継
続に資することや、支援コストがかかると考
えられるため高い報酬設定とし、メリハリを
つける。

※ このほか、福祉専門職員に
作業療法士の追加等の改定を
実施。

改定前 改定後
基本報酬 就職後６月以上定着率 基本報酬

804単位

５割以上 1,089単位
４割以上５割未満 935単位
３割以上４割未満 807単位
２割以上３割未満 686単位
１割以上２割未満 564単位
０割超１割未満 524単位

０ 500単位

就労移行支援
○ 基本報酬については、定員規模
別の設定に加え、１日の平均労働
時間に応じた報酬設定とする。

○ 労働時間が長いほど、利用者の
賃金増加につながることや、支援
コストがかかると考えられるため
高い報酬設定とし、メリハリをつ
ける。

就労継続支援A型

＜定員20人以下＞

改定前 改定後
基本報酬 １日の平均労働時間 基本報酬

584単位

７時間以上 615単位
６時間以上７時間未満 603単位
５時間以上６時間未満 594単位
４時間以上５時間未満 586単位
３時間以上４時間未満 498単位
２時間以上３時間未満 410単位

２時間未満 322単位

○ 基本報酬については、定員規模
別の設定に加え、平均工賃月額に
応じた報酬設定とする。

○ 工賃が高いほど、自立した地域
生活につながることや、生産活動
の支援に労力を要すると考えられ
ることから、高い報酬設定とし、
メリハリをつける。

就労継続支援B型

改定前 改定後
基本報酬 平均工賃月額 基本報酬

584単位

4.5万円以上 645単位
3万円以上4.5万円未満 621単位
2.5万円以上3万円未満 609単位
2万円以上2.5万円未満 597単位
１万円以上2万円未満 586単位
５千円以上１万円未満 571単位

５千円未満 562単位

＜定員20人以下、人員配置7.5：1＞

＜定員20人以下、人員配置7.5：1＞

○ 平均収支差率＋14.2％
○ １日の労働時間は、４時
間以上５時間未満が最多

○ 平均収支差率＋12.8％
○ 平均工賃15,033円／月
○ 中央値12,238円／月
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