障が い者 制度改革推進法案 要綱
第一 総則

基本理念

（第一条関係）

部を設置 すること 等により 、こ れを 総合的か つ集中的に推進す ることを 目的とす ること。

改革につ いて 、その基本的 な理念及び 方針並びに国の責務を 定めるとともに、障が い者制度改革推 進本

（以下「 障が い者 制度改革 」という。）を行 うことが 緊要な課 題で あることにか んがみ、障が い者 制度

置をとることとされている事項を達成するために、障がい者に係る制度の抜本的な改革と基盤の整備

進するとともに、障害者の権利に関する条約（以下「障害者権 利条約」という。 ）において締約国が措

この法律 は、障が い者（障害を有す る者を いう。以下 同じ。）の自立及び社会参 加の支援 等を 一層 推

一 目的

二

障が い者 制度改革 は、次に掲げる事 項を基本として行わ れるも のとすること。
①

障が い者に対する給付 、手当等の根拠と なる制度 について 、障が い 者の自立 及び社会 参加のた め
一

三

二

障が い者の日 常生活及び社会生 活の基盤 について 、障が い 者の自立 及び社会 参加のために必要 な

に必要な 水準の給 付、手当 等が確保 され、か つ、障が い者の意 思が真に 尊重され たものとすること 。
②

障が い者が その権利を 擁護され 、かつ、差別を受けないよ うにすること等、障害者権 利条約に お

整備を推進するこ と。
③

いて 締約 国が措置 をとるこ ととされて いる事 項を達成すること 。

（第二条関係）

④ 何ら かの障害により自立及び社 会参加の ために支援を必要 とする者を広く施 策の対象とすると と

もに、その者の年 齢及び障害の状態 に応じて 必要な支援を的確 に講ずること。

国の責務

国 は 、二 の 基 本 理 念 に の っ と り 、 障 が い 者 制 度 改 革 を 推 進 す る 責 務 を 有 す るこ と 。（ 第 三 条 関 係 ）
第二 基本方針

障害者権利条約に基づき実施す る施策の 実施状況を監視し 、必要が あると認めるときは関係行 政機

一 障害 者権利条約の実施 状況の監 視等を行 う機関
１

二

三

四

２

関の長に勧告する等のために、政府に新たに機関を置くものとすること。

（第四条関係）

１の機関を置くに当たっては、人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び役割に関する原則
を踏まえるものとすること。

障害を理由とする差別等の禁止に係る制度

（第五条関係）

障がい者に対し障害を理由として差別することその他の障がい者の権利利益を侵害する行為を禁止す
る新たな制度を設けるものとすること。
障がい者に対する虐待の防止に係る措置

障がい者に対する虐待の防止に係る措置について、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護及び

（第六条関係）

障がい者の介護者に対する適切な支援に係る措置を含め、障がい者に対する虐待の防止等の状況を踏ま
え、必要な措置を講ずるものとすること。
選挙等

法律の定めるところにより行われる選挙、投票又は国民審査（以下「選挙等」という。）において、

三

五

六

四

障が い者が 選挙 等に参加で きる機会を 一層確 保するため 、障が い者が当 該選挙に係る候補 者に関す る情

（第七条関係）

報を容易 に入手で きるようにするこ と、障が い者が容易に投票できる体 制を整備すること 等の措置 を講
ずるものとするこ と。
司法に係る手続

司法に係 る手続（ 犯罪捜査 の段階に おける手 続を含む 。）につ いて 、当 該手続に おける障が い者の 権

利の行使 若し くは 義務の履行を容易 にし 、又は障が い 者が当該 手続にお いて 障害を理由と して不利 益を

被ること のないよ うにする ため 、障が い者と 障が い者 以外の者の意思疎 通を仲介する者の 配置を促 進す

（第八条関係）

義務教育につ いて 、障が い者と 障が い者 以外の者 の意思疎 通を仲 介する者の 配置の促 進、障が い者

受けるこ とができるようにするものとするこ と。

本とし、障が い者 又はその保護者が 希望する ときは、特別支援学校又は特別支援学級における教育 を

義務教育制度 について 、障が い 者が 障が い者以外 の者と共に教育を 受ける機会を確保 することを基

教育

ること等の措置を 講ずるも のとすること。

１

２

七

３

１

２

に係る教 育に関す る専門的知識を有する教員 の充実等の人的体制の整備 、障がい者が十分な教育を 受

けるため に必要な学校の施 設及び設備の充実、障がい者が使用するため の教材の普及等の物的条件 の
整備その他の障が い者が教 育を受ける環境の整備を行 うものとすること。

（第九条関係）

後期中等教育（中等教 育のうち 義務教育 終了後に行わ れるものを いう。）、高等教育 その他の 義務

教育以外の教育に ついて 、１及び２ の措置に 準ずる措 置を講ず るものとすること 。

障が い者が円滑に利用できる製品、施設 等の普及 等

製品 、環境、計画又はサービスが、調整 又は特別な設計を 必要とすることなく、最大限可能な範囲

で障がい者等を含むすべて の者が利用できるものとなるよう、これらの設計に係 る研究開発を促進 す

るととも に、その成果の普 及のため の措置を 講ずるも のとすること。こ の場合に おいて 、製品、環 境 、

計画又は サービスを当該設計に対応 させるこ とに伴う事業者の負担が軽減されるよう必要 な支援を 行
うものとすること。

障が い者の日常生活に 適するよ うな構造 及び設備を備えた住宅の建築について必要な 支援を行 うも

五

八

３

４

１

２

のとすること。

六

既存 の交通施 設その他 の公共的施設につ いて 、障が い者が 円滑に利 用できる よう、その構造及び設

備の整備 等を 支援するとともに、可能な限り 、時限を 付して当 該整備等を義務付ける措置を講ずる も
のとすること。

障が い者の移 動又は施 設の利用 に係る身体の負担 の軽減によりその移動上又は施設の利用上の利便

性及び 安 全性の向 上を図る ため 、障が い者が 日常生活 又は社会 生活にお いて 利用 する施設 及び当該 施

（第十条関係）

設相互間の経路を 構成する道路その他の施設の一体的な整備を 一層推進するものとするこ と。

情報の入手、利用等

障害の種類に応じた方法により 、障が い者が国及び 地方公 共団体の 事務に関 する情報を容易に 入手

できるよ うにする とともに 、障が い者に対し 公共分野における サービス の利用に係る情報を積極的 に
提供するための措置を講ずるものとすること。

電気通信及び 放送その他の情報 の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関 連装置その他

九

３

１

２

３

情報通信 機器の製造等を行 う事業者が当該役 務の提供 又は当該 機器の製造等に当 たって 障が い者の 利
用の便宜を図るこ とを一層促進するものとすること。

（第十一条関係）

障が い者に対し災害情報が 迅速かつ的確 に伝達されるようにするための措置を講ずるものとす るこ
と。

雇用等

障が い者の雇 用を 一層促進する ため 、障 害者の雇 用の促進 等に関す る法律に 定める障 害者雇用 率に

ついて 、 その引上 げ、その 算定の基 礎となる 障が い者 の範囲の 拡大等を 行うものとするこ と。

障が い者と障が い者以 外の者の意思疎通を仲介す る者の配置の促進 、障が い 者が雇用 されるのに伴

い必要と なる施設 及び設備 の整備その他の事 業主によ る障が い 者の雇用 及び その 継続のための措置 を
支援するものとすること。

障が い者が 自ら 又は協 同して 事 業を営むことその他雇用以 外の就業形態によ り障が い 者が就業する

ことを促 進するため 、障が い者によ る起業を 支援すること等の措置を講ずるものとするこ と。
七

十

４

５

１

八

公契約（国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作 業その他の役

務の給付 又は物品 の納入に 対し国等が対価の 支払をす べきものを いう。 ）の落札 者を 決定するに当 た

って 、その入札者が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十 三条第一項の規定に違反して いないこ

と、障害 者自立支援法第五条第十二 項に規定する障害 者支援施 設その他 の障が い者に就労 の機会を 提

供する施設又は障がい者が従業者のうちに占める割合が高い事業所（５において「障害者支援施設

等」という。）から相当程度の物品 等を購入して いること等を 総合的に評価する 方式の導入について
検討するものとすること。

国等の物品、役務等の 調達に関 し、障害 者支援施 設等の受注の機会 の増大を 図るよう 、国等が 障害

（第十二条関係）

者支援施 設等から 物品等を 優先的に 調達する 等のため の措置を 講ずるも のとすること。

所得保障

障害を支給事由とする年金の制度の在り 方について、公的年金制度の抜本的な見直し の際に検討す
るものとすること。

２

３

４

十一

国民年金制度 の発展過 程において生じた特別な事情その他 の事情により年金 受給権を 有しない障が

い者に対する措置 の在り方について 、年金の 支給を含 め 、公的年金制度 の抜本的 な見直し の際に検 討
するものとするこ と。

障害を 支給事由とする 手当の支 給に係る 制度につ いて 、当 該手当を 就労によ る所得を 補完するもの

と位置 付けた上で 、その支 給対象を 拡大し 、かつ、その支給額 を引き上 げるものとするこ と。

（第十三条関係）

障が い者に対し賃貸住宅等における居住 に要する 費用に係 る手当を 支給する 制度を設 けるものとす
ること。

障害福祉サービス等

障害者自立支援法 その他の 障が い者の福祉に関する法律を 見直 し、障害福祉サービス等に係る制度 に

九

障害 者の定義 について 、何らか の障害に より自立 及び社会 参加のために支援を必要と する者を 広

ついて 、次に掲げる措置を 講ずるも のとすること。
①

く含むも のとすること。

十二
１

②

③

④

⑤

一〇

現行 の障害の種類ごと の手帳制度を廃止し、障害の種類にかかわら ず、障が い者に対する給付 の

支給決定に関する証明書を交付する 制度を設けること。この場合において、現行 の手帳制度から の
移行が円滑になされるようにするこ と。

障が い者に対する給付 の支給決 定に関す る手続に ついて 、 障が い者 の意思が 真に尊重 されたも の

とすると ともに、当該給付 の内容に ついて 、 障が い者が 地域社 会において 自立し た生活を 営むの に
十分なも のとすること。

障が い者の経済的負担 の軽減を 図るため 、障が い者が障害福祉サービスを 受けたとき に要する 費
用に係る 自己負担の額を障がい者の負担能力に応じたものとすること。

（第十四条関係）

障害福祉サービス 等の措置につ いて 、障 害の種類にかかわ らず、一 体的に位置 付けること。

障がい児の福祉

障が い児（障 害を有す る児童を いう。以下同じ。 ）の児童 福祉施設 への入所 等に係る 都道府県の事

務について 、市町村に権限を 委譲す るものとすること 。この場 合において 、市町村において 障が い 児

２

十三
１

２

の福祉に関する専 門的知識を有する人材を確 保し、その他必要 な体制を 整備する とともに 、都道府 県

が市町村 に対し必要な支援を行う体 制を整備するため の措置を 講ずるも のとすること。

障が い児に係 る児童福 祉施設に ついて 、 障が い児に必要な 医療等を 提供することがで きる施設 の整

（第十五条関係）

備及び充 実を図る とともに 、障が い 児が 障害 の種類及び 程度に かかわら ず地域に おいて 自立に必要 な

支援を 受けることができる 体制を整 備するための措置を講ずるものとす ること。

医療

障が い者の経済的負担 の軽減を 図るため 、障が い者が その心身の障 害の状態 の軽減を 図り、自立し

た日常生 活又は社 会生活を 営むため に必要な 医療を 受けたとき に要する 費用に係 る自己負 担の額を 障
がい者の負担能力に応じたものとする措置を講ずるものとすること。

病院 又は診療 所へ入院すること なく行わ れる精神障害の医療と病院 又は診療 所へ入院して行わ れる

精神障害の医療が 連携のとれた制度とするとともに、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の 保

護者に係 る制度 、 都道府県知事によ る入院措 置に係る 制度等に ついて 、 障が い者で精神に 障害を有 す

一一

十四

一二

（第十六条関係）

るものが 地域社会 において 自立した 生活を営 むことが できるよ うにする 観点から 見直すも のとする こ
と。

難病対策

障害の原 因となる 難病につ いて 、その原因、予防及び 治療に関 する調査 研究の体 制を 一層整備する と

ともに、長期の療 養を必要 とするこ と、病状 の程度が 重いこと 等により 医療を 受けたとき に要する 費用

障がい者のための施策に関する予算の確保

（第十七条関係）

が 高額と なる難病患者につ いて 、当 該費用に 係る負担 の軽減を 継続的に 行う制度を設けるものとす るこ
と。
十五

障がい者のための施策に関する国の予算の確保を図る ため、我が国の国 内総生産に対する 障がい者 の

障 害者権利 条約にお いて措置 をとるこ ととされて いるその他の事 項

（第十八条関係）

ための施策に関す る国の財 政支出の比率を指標として 、当該確保の目標を定めるものとす ること。

十六

（第十九条関係）

一から十 五まで の ほか 、障 害者権利 条約にお いて 締約 国が措置 をとるこ ととされて いる事 項につい て
必要な措置を講ずるものとすること。
法制上の措置等

政府は、 一から十 六まで の基本方針に基づく施策を 実施するため必要な 法制上又は財政上 その他の 措

（第二十条関係）

政府は、障が い者制度 改革に関 し講ずべき措置に ついて 必要な計画 （以下「 障が い者 制度改革推進 計

障がい者制度改革推進計画

置を講じ なければ なら ないこと。

十七

第三
一

内閣総理大臣は、障が い者制度 改革推進 計画の案 につき閣議の決定を求めなければなら ないこ と。

画」とい う。）を 定めなけ ればなら ないこと 。
二

内閣総理大臣は、二による閣議 の決定が あったと きは、遅 滞なく、障が い者 制度改革推進計画を公表

二及び 三は、 障が い者 制度改革推進計画 の変更に ついて 準用するこ と。

し なけれ ばなら な いこと。

三

四

（第二十 一条関係 ）

一三

第四
一

二

三

四

障がい者制度改革推進本部

一四

①

障が い者制度 改革推進計画の案 の作成及び実施の推進に関すること。

障が い者制度 改革の推 進に関す る総合調整に関す ること。

（第二十二条関係）

障がい者制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、障がい者制度改革推進本部（以下
「本部」という。 ）を置くこと。

②

障が い者制度 改革の総 合的かつ集中的な推進のために必要 な法律案 及び政令案の立案 に関する こ

本部は、次に掲げる事務をつか さどるこ と。

③
と。

（第二十三条関係）

（第二十四条関係）

本部 は、障が い者制度 改革推進 本部長 、障が い者 制度改革推進副本部長及び 障が い者 制度改革推進 本
部員をも って組織すること 。

（第二十五条関係）

本部 の長は、障が い者 制度改革推進本部長（以下 「本部長 」という。）とし 、内閣総 理大臣を もって
充て 、本部長は、本部の事務を総括し、所部 の職員を 指揮監督すること。

五

六

七

（第二十六条関係）

本部 に、障が い者制度 改革推進 副本部長 （以下「 副本部長 」という。）を置 き、国務 大臣をも って 充
て 、副本部長は、本部長の職務を助けること。

（第二十七条関係）

本部 に、障が い者制度 改革推進 本部員を 置き、本部長及び 副本部長 以外のす べて の国務大臣を もって
充てるこ と。
障が い者制度 改革推進 委員会

本部 に、障が い者制度 改革推進 委員会（ 以下「委員会」と いう。）を置き、次に掲げる事務を つか

障が い者制度 改革推進計画の案 に関し、本部長に 意見を述 べること 。

委員 会は、委員二十人 以内で組 織するこ と。

１

①

①に 掲げるも ののほか 、障が い 者制度改 革に関す る事項に ついて 調査審議し 、その結果に基づ き 、

さどるこ と。

②

２

委員 会の委員 は、障が い者、障が い者の福祉に関 する事業に従事す る者及び 学識経験のある者のう

本部長に 意見を述 べること 。

３

ち から 、 内閣総理 大臣が任 命するこ と。こ の 場合にお いて 、委員の構成 について は、委員 会が 様々 な

一五

八

４

一六

障が い者の意見を 聴き障が い者の実情を踏まえ た協議を行うこ とができ ることと なるよう 、配慮さ れ
なければ ならないこと。
委員会の委員は、非常勤とすること。

（第二十八条関係）

本部（委員会を含む。 以下同じ 。）は、 その所掌 事務を遂行するため必要が あると認めるとき は、関

係行政機関の長等に対して 、資料の提出、意 見の表明 、説明その他必要 な協力を 求めるこ とができ 、特

（第二十九条関係）

に必要が あると認めるとき は、こ れらの者以 外の者に 対しても 、必要な 協力を 依 頼するこ とができ るこ
と。
本部 に関する 事務は、 内閣府に おいて 処 理するこ と。

（第三十条関係）

九

（第三十二条及び第 三十三条関係）

（第三十 一条関係 ）

本部は、その設置の日から起算して五年を経過する日まで置かれるものとすること。

施行期日等

本 部の組織 等について 、所要 の規定を 置 くこと 。

十

十一
第五

一

二

（附則関係）

この 法律は、公布の日から施行 すること 。ただし 、第四及び二は、公布の日から起算して三月を超え
ない範囲 内において政令で 定める日から施行すること。
その他所要の規定の整備を行うこと。
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