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障害保健福祉関連法制の改正経緯

1グループホームの法定化（利用契約方
式）　　　　　　（平成6年施行）

】指定都市へ事務移譲（平成8年施行）

・措置制度から利用契約方式へ
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一

一手帳制度の創設

・ホームヘルプ、ショートステイの法定化（利

用契約方式）

・在宅福祉事業（ホームヘルプ、シ］－トス

テイ、ゲループホーム）を市町村へ事務

移譲　　（ともに平成14年施行）
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障害保健福祉をめぐる動き

審議会等 法律等
平成　5年11月 障害者基本法（心身障害者対策基本法の改

正）成立
平成　7年　5月 精神保健法一部改正法　成立

平成　7年　7月 精神保健福祉法（改正精神保健法）施行

平成　7年　7月 障害保健福祉施策推進本部（本部長：厚生事務次官）
中間報告

平成　7年12月 障害者対策推進本部（本部声：内閣総理大臣）
「障害者プラン～ノ「マライゼーション7カ年戦略」決定

平成　8年6月 身体障害者福祉審議会
章見具申

平成 9年12月 身体障害者福祉審夢会ヰ 央児童福祉審議会障害福祉部
会・公衆衛生審議会精神保健福祉部会■合同企画分科会
「今後の障害保健福祉施策の在り方に＿ついて（中間報告）」

介護保険法　成立

平成10年　6月 中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会
「社会福祉基礎構造改革について（ヰ蘭まとめ）」

平成11年 1月 身体障害者福祉審議会・中央児童福祉審議奉障害福祉部
会・公衆衛生審議会精神保健福祉部会■合同企画分科会
「今後の障害保健福祉施策の在り方について」

平成11・年　5月 精神保健福祉法一部改正法　成立

平成12年　4月 介護保険法　施行



平成12年　6月 社会福祉基礎構造改革法　成立

平成十4年 4月 改正精神保健福祉法　施行（完全施行）

平成14年12月 障害者施策推進本部（本部長：内閣総理大臣）

「重点施策実施5か年計画」（新障害者プラン）決定

平成15年　4月 支援費制度（社会福祉基礎構造改革法）施行

平成15年　7月 障害者基本法改正案 国会提出

→平成15年10月衆議院解散により廃案
平成15年12月 社会保障審議会障害者部会

「障害者部会における検討状況のまとめ（部会長メモ）」
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平成7年7月

障害保健福祉施策推進本部　中間報告

．ト

［Ⅰ障害者施策をめぐる現状と課題］

○障害者基本法の理念等を踏まえながら、地域における保健

福祉サービスを障害者のニーズに対応して適切に提供する

ためには、施設の相互利用を進めるなど従来の障害種別の

枠組みを超えた横断的・総合的な取組も必要となっている。

○一方、脳血管疾患や心臓疾患などの慢性疾患の増加や高

齢化の進展を背景として、身体障害者の半数を65歳以上

の高齢者が占め、その発生年齢も18歳以降が大半を＋占め

て叶る。さらに、社会構造が複雑化する中で、メンタルヘルス

空室稟性が指摘されるなど、障害は誰Iキとっても起こりうる身

近な問題となってきており、高齢者施策との緊密な連携を含

め、こうした状即こ対する適切な対応が求められている。

○また、高齢者保健福祉施策の分野では、各都道府県・市町

村で老人保健福祉計画を策定し、これを踏まえ国レベルで

はゴールドプランに続き新ゴールドプランが策定される中、障

害者施策分野についても、サービスについて、ニーズの的確

な把握、具体的な目標設定とその計画的実現が必要である

との指摘がなされている。

平成8年6月

身体障害者福祉審議会　意見具申

言うまでもなく、介護に対するニーズは、年齢や障害の原因

を問わず、すべての国民が豊かな暮らしを送っていく上で共通

して必要なものであり、地域における要介護者の支援体制は、

高齢者・若年者にかわるところなく整備していく必要がある。

しかしながら、障害者施策のうち、介護ニーズへ叩
いて介護制度に移行することについて「まし①障害者施策が公

の責任として公費で実施すべきとの関係者の認識が強い点、

②身体障害者以外の障害者施策が一元的に市町村で行わ

れていない点、③睦害者の介護サービスの内容は高齢者に

比べて多様であり、これに対応したサービス類型を確立するに

は十分な検討が必要であること、④保険移行に当たっては、

障害者の介護サービスをはじめとして現行施策との調整が必

要と思われる点、等なお検討すべき点も少なくなく、またし壬奥

らの点についての関係者の認識も必ずしも一致↓ていな

邑。…今後声の問題l二？いては、答申議会としてさらに十分に

議論を重ね、また、必要に応じて関係審議会とも連携をとりな

がら、障筆者施策にネ、さわしい介護サービスとその財政方式

瑚‥介護保
険制度案大綱で予定されている将来の見直しにおいて、適切

に反映されることを期待するものである。



平成9年12月

身体障害者福祉審議会・中央児童福祉審議会障害福祉部

会・公衆衛生審議会精神保健福祉部会・合同企画分科会「今

後の障害保健福祉施策の在り方について（中間報告）」

［Ⅱ　基本的理念－2　主体性・選択性の尊重］

○介護保険制度においては利用者の権利性、選択制が確保

されることとなっているが、公費によ劃障害者施策においても

障害の状況に応じた適切なサービスを用意し、十分な情報

提供を行うとともに、福祉サービネを有料で購入することも含

め、障害者が権利としてサービスを選択でき尋ような仕組み

にしていくことが必要である。

［Ⅲ　基本的な施策の方向－4　障害者の重度・重複化、高齢

化への対応］

○高齢化の進展の中で、介護を必要とする高齢者が増加して

おり、これに対しては介護保険制度の創設により対応を図る

こととしている。 害者施策においては、「障害者プラン」によ

リ介護保険制度による給付と比較して遜色のないサービスを

提供することとしているが、介護保険との関係でサービスの

提鋲方法や費用負担の在り方についても検討が必要であ

る。
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平成10年6月

中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会「社会福祉基

礎構造改革について（中間まとめ）」

［Ⅲ　改革の具体的内容－1社会福祉事業の推進－（3）サ

ービスの利用］

○‥・今後の方向としては、利用者と提供者の問の権利義務

関係を明確にすることにより、利用者の個人としての尊厳を

重視した構造とする必要がある。

○具体的には、坦抑辻
の契約一朝
提供されたサ車担
助成を行う必要がある。

○サービスの利用者に対しても、介護保険制度における負担

の考え方との整合性や低所得者に十分配慮した費用負担を

求めるが、契約制度へ．の移行により公費負担が後退するよう
なことがあってはならない。

○また、公的助成の対象となるサービスと併せて、より快適な

環境や附加的なサービスを利用者自身の負担により購入で

きる仕組みとする必要がある。



平成11年1月

身体障害者福祉審議会・中央児童福祉審議会障害福祉部

会・公衆衛生審議会精神保健福祉部会・合同企画分科会「今

後の障害保健福祉施策の在り方について」

の

［1．基本的考え方］

（4）さらに、新しいサービス利用制度の検討に際しては、

①現行の障害保健福祉施策を一律に論じるのではなく、

－　個々の障害者の特性や福祉サービスの特性を踏まえ、

また、利用者の需要の多様性に対応するため福祉サー

ビスが一層多様化していくことを勘案する必要があるとと

もに、

②利用者の費用負担については、障害者が福祉サービス

を利用するという観点や福祉サービスを利用する者と利

用しない者との間の公平という観点に立ち、現行の負担

能力に応じた負担方式から、同一のサービスには原則と

して同一の負担とする応益負担の仕組みに変更するこ

とも含め、障害者の所得の保障等も勘案しつつ、具体的

に検討を進めていく必要がある。

［3，新しいサービス利用制度への移行］

（1）在宅・施設サービスの利用の既存の仕組みとしては、

・措置制度

・利用制度（保育所）、利用・運営費楠助（例えば、身体

障害者福祉ホーム、精神障害者社会復帰施設）

があるが、このほか、社会福祉基礎構造改革では、利用料

助成が提言されている。

（3）今後のサービス利用制度として以上のいずれが適切かに
ついては、1．の基本的考え方で指摘したように、障害保健

福祉施策を一律に論じるのではなく、利用者のニーズの多

様性に対応するため様々な障害保健福祉サービスがあるこ

とを勘案しつつ、その機能や対象者などによる類型ごとに検

討する必要がある。

（4）このため、①在宅サービスと施設サービスの別、あるいは、

介護サービス、リハビリテーションサービス、（手話通訳など

の）コミュニケーション支援サービス、就労支援（授産）サー

ビスの別など、サービスの機能別、②身体障害者、知的障

害者、障害児、精神障害者の施策の対象者別　などの視

点から検討を行ったところであるが、その結果は次のように

まとめることができる。

4）身体障害者福祉ホーム、精神障害者社会復帰施設な

ど利用・運営費補跡こよっているものについては、施設の利

用のための行政庁の決定を要しないという点で利用者にとっ

て自由度の高い利用の仕組みであり、実際の運用状況をみ

ても、施設の利用に特に支障が生じていない。一方、利用

料助成にすると、施設の利用に際して、助成決定を受けるこ

とが必要となり、かえって利用しにくくなるおそれがある。立た

がって、現行の利用・運営費補助を維持することが適当で

ある。



平成15年12月

社会保障審議会障害者部会「障害者部会における検討状況

のまとめ（部会長メモ）」

り

障害者部会は、支援費制度の施行に向けた議論や精神保健

福祉法の規定により社会保障審議会の権限に属された事項を

扱うため設置され、平成13年12月以降、現在まで4回の議論

を行っ声。また、この間、2つの分会に分かれて専門的議論を行
い、身体障害・知的障害分会は7回、精神障害分会は11回に

わたり検討を重ねてきた。

これらの検討の成果は、平成15年4月からの支援費制度の

施行、平成14年12月の報告書「今後の精神保健医療福祉施

策について」として結実したところである。その後の支援費制度の

施行状況を見ると、障害者の利用実績が伸びており概ね円滑に

施行されているものの、より安定的かつ効率的な制度運営に向

けての諸課題も残されている。また、精神保健福祉施策について

は、医療が入院医療に偏り、福祉サービスの提供が不十分な状

況にあり、上記報告書に示した改革の方向性に沿って、具体的

な施策が推進されることを強く期待する。

今後は、「障害者基本計画」に示された「国民誰もが、社会の

対等な構成員として社会活動に参加、参画し、社会の一員として

その責任を分担する共生社会の実現」という基本的な考え方の

下、ライフステージ等に応じたサービス提供の在り方、ケアマネジ

メントの在り方、雇用施琴等との連携、財源の在り方等、支援費

劉塵や精神傭健福祉艶簑空ど障声音施策の体零や制席に？い
て、法改正も含めた対応により具体的な施策が推進されるよう、

介護保険部会でも議論されてい尋介護保険制度との関係を含め

夏⊆嘩極艶l；検討を獲めていくべきである。



支援費制度について

1．　支援費制度の基本的考え方

○　障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本と

する制度として、平成15年4月にスタート。

2，　平成15年度の施行状況

（1）居宅サービスの利用の佃び

○　居宅サービスについては、当初の予想を上回るサービス利用の伸

びが見られる。　を親電J蛸再、朴、免れ、ち・

（例）

・ホームヘルプサービスについては、平成15年度において、事業費

ベースで3割増に耐えられる予算措置を講じていたが、実績見込み

では6割から7割増。

・グループホームも、当初の予想を大きく上回る伸び。

○　知的障害者・障害児の利用の伸びが大きく、身体障害者についても、

一人当たり利用時間数の伸びが見られる。

（例）

・ホームヘルプサ「ビス実施市町村数

平成14年3月　→　平成15年4月

身体障害者　2，283（72％）→　2，328（73％）

知的障害者　　986（30％）→1，498（47％）

（カツコ内は全市町村に占める割合）

－8－



平成15年度ホームヘルプサービス支払額の推移

（事業費ベース、単位：億円）

法 区 分 4月分 11・月分
4月→ 11月

増 加 率

身 体障 害 者
43．9 54．6 ＋24．3％

（82．6％） （75■．8％）

知 的障 害 者
6．0 10．4 ■＋ 71．8％

（11．3‘％ ） （14．4％ ）

児　 童
3．2 7．1 ＋ 119．9％

（6．0％ ） （9．8％ ）

合　 計
53．2 72．0 ＋ 35．5％

（1PO．0％ ） （100．0％ ）

く注）カツコ内は構成比。

身体障害者のホームヘルプサービスの一人当たり利用時間数

平成13年度　→　平成15年4月

身体介護　　　　　　　　17時間

移動介護（身体介護を伴う）17時間

日常生活支援　　　　　　　83時間

20時間

23時間

135時間

（2）地域差

○　サービス利用の現状を見ると、地域差が大きい。

（例）

・ホームヘルプサービス利用者のすそ野の広がりに差がある。

支給決定者数／人口1万人：7．8倍

（福井県　3．4人、滋賀県　26．8人）

利用者数／人口1万人：8．8倍

（宮城県1．9人こ大阪府16．8人）

－9－
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ホームヘルプサービスについては、一人当たりの利用時間に差があ

るほか、サービスの内容ごとに大きな差がある。

一人当たり平均利用時間：4．7倍

（石川県　8．6時間、東京都　40．8時間）

（除く日常生活支援）：2．8倍

（石川県　8．6時間、埼玉県　23．5時間）

（移動介護のみ）：5．9倍

（高知県　4．7時間、埼玉県　28．0時間）

3．　平成16年度以降の事業運営

○　平成16年度の居宅生活支援費の予算は、厳しい財政状況の中、

対前年度比16．7％増を確保（ホームヘルプサービスとグループホー

ムはそれぞれ対前年度比23．0％増、27．5％増を確保）。

○　しかしながら、今年度のサービス利用の伸びを考慮すると、平成16

年度以降、極めて厳しい事業運営が見込まれるため、今後、サービス

の質を確保しつつ、サービス利用の伸びに耐え得る仕組みの導入や

工夫が不可欠。

○地方自・治体からは、国庫補助を含めた安定的な財源の確保に関す

る要望のほか、事業運営上の工夫に関する多くの提案が寄せられて

いる。

○サービスの質を担保しつつ、必要なサービス量を確保するため、当

面、平成16年度の事業運営上の工夫を行うほか、制度全般にわたり、

平成17年度以降、制度改正を行うことも含め、引き続き検討を行うこ

とが必要。

－10－




