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障害者制度改革における国の動き

年 月 国 の 動 き

2006年12月 障害者権利条約 採択2006年12月 障害者権利条約 採択

2007年９月 日本政府 署名

2008年５月 障害者権利条約 発効2008年５月 障害者権利条約 発効

2010年１月 第1回障がい者制度改革推進会議開催 （3８回開催）

2010年4月 第1回総合福祉部会開催（19回開催）2010年4月 第1回総合福祉部会開催（19回開催）

2010年11月 第1回差別禁止部会開催（21回開催）

2010年12月 推進会議 第二次意見をまとめる2010年12月 推進会議 第二次意見をまとめる

2011年４月 障害者基本法改正案 閣議決定

2011年８月 障害者基本改正法 公布・施行2011年８月 障害者基本改正法 公布 施行

2011年8月 総合福祉部会 骨格提言をまとめる

2012年6月 障害者総合支援法 成立

2012年7月 内閣府障害者政策委員会第1回開催



障害者権利条約障害者権利条約

第2条 定義（コミュニケーション、言語、障害に基づく差別、
合理的配慮 ユニバ サルデザイン）合理的配慮、ユニバーサルデザイン）

第9条 アクセシビリティ

第21条 表現及び意見の自由、情報へのアクセス

第 条 イ ク シブ教育第24条 インクルーシブ教育

第27条 労働における差別の禁止第27条 労働における差別の禁止

第33条 条約の実施と国内モニタリング



障害者基本法 障害者差別禁止法 障害者総合支援法障害者基本法 障害者差別禁止法 障害者総合支援法

[総合福祉部会提言][推進会議意見]
①障害者が権利の主体

②障害や差別の定義

①差別禁止の具体的な
内容

②差別行為 罰則規

①権利としての福祉サービスの
利用

②障害者の自己決定の仕組み

[総合福祉部会提言][推進会議意見]

③監視機関（モニタリング）の設置

④施策への当事者の主体的参加

②差別行為への罰則規
定を設ける

③救済機関を設ける

②障害者の自己決定の仕組み

③地域社会への参加支援

④相談支援の強化
③ 済機関 設

※差別禁止部会を設
置し、平成24年度末に
結論を出 成 年

・「可能な限り」を多用

・社会モデル「社会的障壁」

・障害者自立支援法の名称を変
更

共生社会の実現 選択の機会保結論を出し、平成25年
の通常国会への法案
提出をめざす

社会 デル 社会的障壁」
を取り込む
・共生社会、ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育
・国際協力

・共生社会の実現、選択の機会保
障
・障害福祉計画のニーズ把握
・重度訪問介護の対象拡大
・一部の難病を対象に追加

※基本法改正は平成
２３年４月に法案を提
出 8月に公布・施行

※平成24年6月に成立、
平成25年4月施行

全国、6カ所で公聴会
を予定

・一部の難病を対象に追加

出、8月に公布 施行 成 年 月施行



障害者総合支援法

〔趣旨〕

障害者総合支援法

〔趣旨〕

障がい者制度改革推進本部における検討を
踏まえて、地域社会における共生の実現に向
けて、障害福祉サービスの充実等障害者のけて、障害福祉サ ビスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ため 新たな障害保健福祉施策を講ずるものため、新たな障害保健福祉施策を講ずるもの
とする。 〔施行期日：平成25年4月１日〕

⇒障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言との格差



障害者総合支援法障害者総合支援法

１．題名

「障害者自立支援法 を「障害者 常生活「障害者自立支援法」を「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及び社会生活を総合的に支援するための法

律（障害者総合支援法）」とする。



障害者総合支援法障害者総合支援法

２．基本理念

法 基づく 常生活 社会生活 支援が法に基づく日常生活・社会生活の支援が、

共生社会を実現するため、社会参加の機会共生社会を実現するため、社会参加の機会

の確保及び地域社会における共生、社会的

障壁 除去 資するよう 総合的か 計画的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的

に行われることを法律の基本理念として新たに行われることを法律の基本理念として新た

に掲げる。



障害者総合支援法障害者総合支援法

３．障害者の範囲

「制度 谷間 を埋めるべく 障害者 範囲「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲

に難病等を加える。に難病等を加える。

⇒多くの難病者、軽度・中度難聴者、中軽
度知的障害者等が依然とし 谷間に残る度知的障害者等が依然として谷間に残る



障害者総合支援法障害者総合支援法

４．障害支援区分の創設

「障害程度区分」について、障害の多様な特性

その他の心身の状態に応じて必要とされる標準その他の心身の状態に応じて必要とされる標準

的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区

分」に改める。



障害者総合支援法

５ 障害者に対する支援

障害者総合支援法

５．障害者に対する支援

①重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等で① 度訪問介護 象拡
あって常時介護を要する障害者として厚生労働省で定めるものとする。）

②共同生活介護（ケアホーム）の共同生活（グ②共同生活介護（ケアホ ム）の共同生活（グ
ループホーム）への一元化

③地域移行支援の対象拡大③地域移行支援の対象拡大

④地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深④地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深

めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事

業等）



障害者総合支援法

６．サービス基盤の計画的整備備

①障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標
に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関するに関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する
事項についての障害福祉計画の策定

②基本指針 障害福祉計画に対する定期的な検証と見②基本指針・障害福祉計画に対する定期的な検証と見
直しを法定化

③市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害
者等のニーズ把握等を行うことを努力義務

④自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じ
て定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族のて定められるよう弾力化するととも 、当事者や家族の
参画を明確化



障害者総合支援法

〔検討事項：法の施行後3年を目処にして検討〕〔検 項 法 検 〕

①常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動

の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスのありの支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サ ビスのあり

方

②障害支援区分の認定を含めた支給決定のあり方②障害支援区分の認定を含めた支給決定のあり方

③障害者の意思決定支援のあり方、障害福祉サービスの利用

の観点からの成年後見制度の利用促進のあり方の観点からの成年後見制度の利用促進のあり方

④手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機

能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者

等に対する支援のあり方

⑤精神障害者 び高齢 障害者 す 支援 あ 方⑤精神障害者及び高齢の障害者に対する支援のあり方



障害者総合支援法

[問題と課題][問題と課題]

①権利（必要な支援を受ける）性が弱い①権利（必要な支援を受ける）性 弱

②財政的に厳しい市町村が対応できるか

③相談支援体制が充分でない

④利用者負担制度の見直し

⑤報酬制度（日額制、月額性）の見直し



障害者総合支援法障害者総合支援法

小宮山洋子厚生労働大臣の国会答弁

「骨格提言は障害者の願いが詰まった重いも

のでぜひ実現したい しかし予算の壁がなどがのでぜひ実現したい。しかし予算の壁がなどが

あるので段階的・計画的に。すぐ出来ないもの

は検討項目に入れた。骨格提言に沿って、か

つ障害者の意見を反映させて検討する 」つ障害者の意見を反映させて検討する。」



情報アクセス・コミュニケーション法の目的情報アクセス コミュ ケ ション法の目的
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