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障害者プラン策定に関する経緯

障害者施策関係の動き 他の福祉施策の動き

平成　4年 「国連・障害者の10年」の最終年

平成　5年　3月 障害者対策推進本部（本部長：内閣総理大臣）

「障害者対策に関する新長期計画」策定

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　6年12月 新ゴールドプラン（新一高齢者保健福祉推進10

か年戦略）策定

平成　6年12月 エンゼルプラン（今後の子育て支援のための施策

の基本的方向について）策定

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（本部長：内閣総理大臣）

「障害者プラン～ノーマライゼーション7カ年戦略」決定

平成　8年　6月 身体障害者福祉審議会

意見具申
平成　8年　7月 厚生省に障害保健福祉部を創設
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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

会一公衆衛生琴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（中間まとめ）」

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」

平成11年　5月 精神保健福祉法一部改正法　成立

平成11年12月 ゴールドプラン21（今後5か年間の高齢者保健

福祉施策の方向）一策定

平成11年12月 新エンゼルプラン（重点的に推進すべき少子化

対策の具体的実施計画について）策定

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14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）」



平成7年7月

障害保健福祉施策推進本部　中間報告

［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

ている。さらに、社会構造が複雑化する中で、メンタルヘルス

の重要性が指摘されるなど、障害は誰に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、こうした状況に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嫌
桂で老人保健福祉計麒
蛙ゴ丁ルドプランに続き新ゴールドプラン僻申、障

豊者施策分野に叫二ついて、ニーズの的塵
を把握、具体的な目標設定とその計画的実現が必要で重昂

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、頒つ
いて介護制度に移行することについては、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障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、等なお検討すづき点も少なくなく、また、キ拠

らの点についての関係者の認識も必ずしも一致していな

邑。…今後この問題に？いては、牒
義弟萱重ね、また、必要に応じて関係審議会とも連携をとりな

がら、塵害者施策にふさわしい介護サービスとその財政互式

邸する。この検討の結果が、介護僅
塵劃度案大綱で予定され叫
に反映されることを鞄持するものである。
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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、公費による障害者施策l二おいても

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、福祉サービろを有料で購入することも含

め、属卿ような仕組み
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。陸害者施策においては、＝聾害者プラン」に皐

り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

塵堪することとしているが、介護保険との関係でサービスの

埋陛方法や費用負担の在り方lこついても検討が必要であ
る。

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、利用者と提供者の間の権利義務

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、個人が自らサービスを選択し、それを提供者と

の契約により利用する制度を基本とと、その費用に対しては、

提供されたサービスの内容に応じ、利用者に着目した公的

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。

4



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」

［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・運営費補助（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を

ど利用・運営費補助によっているものについては、施設の型

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

て自由度の高しさ利用の仕′、みであり、実際の運用状況をみ

壬も、施卿。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。吐

逆⊇て、現行の利用・運営費補助を維持することが適呈で
ある。
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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）」

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

を行った。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、印
些±¢在り方、雇用施策等との連携、財源の在り方等、文選里

剋直撃半青神保健福祉施策など障害者施策の体系や制度につい

三J星改正も含めた対応lこ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る介護保険制度との関係を含め、

更に積極的に検討を進めていくべきである。
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卜

障害者プランの進捗状況調
～　平　成　川　年　度　末　実　績　～

区　　　　　　　　　 分 7　 年　 度 ●14　年　 度 （星成莞年凰

地域生活援助事業 （クJルーブホーム）

・福祉ホーム

5，347人分 22，161人分 20，060人分

授産施設 ・福祉工場 41，783人分 72，552人分 67，570人分

重症心身障害児 （者）等の通園事業 307カ所 703カ所 1，238カ所

精神障害者社会適応訓練事業 3，770人分 3，982人分 5，280人分

精神障害者生活訓練施設 （援護寮） 1，660人分 5，306人分 6，000人分

市町村障害者生活支援事業 （8年度から実施） 302カ所 690カ所

障害児 （者）地域療育等支援事業 （8年度から実施） 470カ所 690カ所

精神障害者地域生活支援センター （8年度から実施） 377媚 650カ所

訪問介護員 （ホームヘルパー） （既設置分に上乗せ） （専任）42，722人増

（兼任）28，964人増

45，300人増

短期入所生活介護（ショートステイ） 1，082人分 4，126人分 4，650人分

日帰り介護施設 （デイサービスセンター） 501カ所 1，164カ所 1，010カ所

身体障害者療護施設 17，169人分 25，310人分 25，000人分

知的障害者更生施設 84，490人分 101，805人分 95，600人分

（注）1．本資料は各都道府県・指定都市・中核市に依頼し、提出のあった数値を集計したものである。

2．施設については、平成15年3月31日現在において事業を実施又は完成した施設の定員である。

3．事業については、平成15年3月31日現在実施しているカ所数である。

4．障害者プランは、平成8年度から平成14年度までの7か年計画である。



0

重点施策実施5か年計画（新障害者プラン）

0　新障害者基本計画（平成15年度から24年度までの10年間）に沿って、その前期
5年間（平成15年度から19年度まで）において重点的に実施する施策及び達成目標
を定め、これに基づき、障害者福祉サービスの基盤整備を図る。

tホ「ムヘルプサービス、デイサービスなど＿在宅サービスの

区　　　　　　　 分 平成15年度予算
平成16年度予算

（案）
　 平成19年度
（新障害者プラン目標）

訪問介護員 （ホームヘルパー）
約　 51．560人

（＋3，671）
約　 55．230人 約　　 60，000人

短期入所生活介護 （ショー トステイ）
約　 4．920人分

（＋143）
約　 5，060人分 約　　 5．600人分

日帰 り介護施設 （デイサービスセンター）
約 1．230か所

　 （＋69）
約 1．・300か所 約　 1，600か所

障害児通園 （デイサー ビス）事業
約　 9．710人分

（＋290）
約 10．000人分 約　 11．000人分

重症心身障害児 （者）通園事業
約　　 230か所

　 （＋ 11）
約　　 240か所 約　　　 280か所

精神障害者地域生活支援センター
約　　 410か所

　 （＋ 14）

約　　 430か所 約　　　 470か所

リレープホームや適所授産施設などの住まい ヒは活動の場の

区　　　　　　 分 平成15年度予算 平成16年度予算
（案）

　 平成19年度
（新障害者プラン目標）

地域生活援助事業 （グルー プホーム）
約 19．920人分

（＋3，6由）

約　 23，600人分 約　 30，400人分

福祉ホーム
約　 3．91b人分

（＋324）

約　 4，240人分 約　　 5200人分

通所授産施設
約　 68，240人分

（＋1．356）

約　 69．590人分 約　　 73．700人分

精神障害者生活訓練施設 （援護寮）
約　 5，700．人分

（＋260）

約　 5．960人分 約　　 6700人分



（市区町村数）

市町村の障害者計画策定状況

市区 町村 合計

計画策定済み 677 ・2，270 2，947

（98．7％） （89．5％） （91．4％）

うち数値目標あり 386 696 1，082

（・57．0％） （30．7％） （36．7％）

うち精神障害者施策の記述あり 651 1，986 2，637

（96．2％） （87．5％） （89．5％）

・（平成15年3月末現在）
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出展：「障害者施策に関する計画の策定等の状況について」（内閣府）

（注）かっこ内は対象市町村に対する割合




