
平成20年度  
障害保健福祉関係概算要求の概要  

厚生労働省 障害保健福祉部  
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～平成20年度概算要求額～  

平成19年度予算額   9，004億円  

平成20年度概算要求額   9，532億円  

対前年度増加額  527億円  

対 前 年 度 伸 率  5．9％増  

（参考）  

障害福祉サービス関係費  

（19年度予算）  （20年度要求）  （増 減）   （伸 率）  

4，873億円 → 5，332億円   ＋459億円（9．4％増）  

一 主要事項 －  

◆ 障害者の自立生活の支援  

（19年度予算）  （20年度要求）   （増 減） （伸 率）  

○ 自立支援給付（福祉サービス）  

4，473億円 → 4，882億円  ＋409億円（9．1％増）  

○ 地域生活支援事業  

400億円 →  450億円  ＋50億円（12．5％増）   

○ 自立支援医療（公費負担医療）  

1，313億円 →1，350億円  ＋37億円（2．8％増）  

－2－   



◆ 精神障害者の地域移行支援  

○ 精神障害者地域移行支援特別対策事業（新規）  25億円  

○ 精神科救急医療体制整備事業  

15億円 →  21億円  ＋6億円（ 40％増）  

○ 認知症疾患医療センター運営事業（新規）  2．4億円  

◆ 障害者の就労支援  

○ 工賃倍増5か年計画支援事業  

5億円 →  15億円  ＋10億円（200％増）  

○ 債務保証事業（新規）  4億円  

◆ 発達障害者支援施策  

○ 障害保健福祉関係  

8億円 →  8．5億円  ＋0．5億円（6．3％増）  

※ 厚生労働省全体  

9．6億円 → 10．8億円  ＋1．2億円（12．5％増）  

◆ 自殺対策  

○ 障害保健福祉関係  

1．7億円 →  3．8億円  ＋2．1億円（124％増）  

※ 厚生労働省全体  

12億円 →  16億円  ＋4億円（33．3％増）   
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～平成20年度概算要求の概要～  

1 障害者の自立生活を支援するための施策の推進  

（1）良質な障害福祉サービスの確保  4，882億円   

ホームヘルプ、グループホーム、就労移行支援事業等の障害福祉サービスについ  

て、障害福祉計画に基づき、各市町村において推進を図る。  

（2）障害児施設に係る給付費等の確保  636億円   

知的障害児施設等の障害児施設において、障害のある児童に対する保護・訓練を  

行うために必要な経費を確保する。  

（3）地域生活支援事業の着実な実施  450億円   

障害者のニーズを踏まえ、移動支援や地域活動支援センターなど障害者の地域生  

活を支援する事業について、市町村等における事業の着実な実施及び定着を図る。   

（市町村事業）  

相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具給付等、移動支援、地域  

活動支援センター 等  

（都道府県事業）   

専門性の高い相談支援（障害者就業・生活支援センター等）、広域的支援、サ  

ービス提供者等の育成 等  

（4）障害者に対する良質かつ適切な医療の提供  1．350億円   

障害者の心身の障害の状態の軽減を図るための自立支援医療（精神通院医療、更  

生医療（身体障害者を対象）、育成医療（身体に障害のある児童を対象））を提供す  

る。  
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82億円  （5）障害者自立支援法の着実な施行の推進  

障害者自立支援法を着実に施行するために、必要な事業を推進する。   

○ 障害者保健福祉推進事業  25億円  

障害者自立支援法の着実な施行のための先駆的・革新的なモデル事業に対す  

る助成を行い、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実を図る。  

○ 障害者就労訓練設備等整備事業  24億円  

既存の障害者施設等が就労移行支援等の新たな障害福祉サービスを実施する  

ために必要な設備等を整備する場合の助成を行う。  

28億円   （6）障害者の社会参加の促進  

視覚障害者に対する点字情報等の提供、手話通訳技術の向上、ITを活用した情  

報バリアフリーの促進、障害者スポーツや芸術文化活動の振興等を支援し、障害者  

の社会参加の促進を図る。  

○ 北京パラリンピック競技大会派遣等事業の実施（新規）  83百万円  

北京パラリンピック日本代表選手団の派遣及び国内強化合宿を実施する。  
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2 精神障害者の地域移行を支援するための施策の推進  

（1）精神障害者地域移行支援特別対策事業の創設（新規）   25億円  

受入条件が整えば退院可能な精神障害者の退院支援や地域生活支援を行う地域移   

行推進員を配置するとともに、地域生活に必要な体制整備を促進する地域体制整備   

コーディネーターを配置することにより、精神障害者の地域生活への移行を着実に   

推進する。  

21億円   （2）精神科救急医療体制の強化  

精神障害者の地域生活を支える医療提供体制を充実させるため、24時間対応可  

能な情報センターの機能強化、身体合併症対応施設の確保、診療所に勤務する精神  

保健指定医の救急医療機関での診療協力体制の構築など、地域の実情に応じた精神  

科救急医療体制の強化を図る。  

（3）精神障害に対する国民の正しい理解の促進  86百万円   

精神疾患や精神障害者に対する国民の正しい理解を促進するための普及啓発を推  

進する。  

（4）認知症疾患医療センター運営事業の創設（新規）  2．4億円   

認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、認知症疾患医療センターを創設  

し、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うとともに、かか  

りつけ医や介護サービスとの調整を行う。  
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3 障害者の就労を支援するための施策の推進  

（1）福祉施設で働く障害者のエ賃倍増5か年計画の取り組みの推進  

15億円   

福祉施設等で働く障害者のエ賃水準を引き上げるため、都道府県が策定した「エ  

賃倍増5か年計画」に基づき、関係行政機関や地域の商工団体等の関係者を挙げた  

協力の下、福祉施設等の支援を行う。  

（2）債務保証事業の創設（新規）  4億円   

就労支援事業の経営の弓負化を図るため、不動産担保等の提供が困難な場合におい  

てもー定の要件のもと、独立行政法人福祉医療機構から運転資金等の融資が受けら  

れるよう債務保証事業を創設する。  
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4 発達障害者支援施策の更なる拡充  

（1）発達障害者への支援手法の開発や普及啓発の着実な実施  

6．4億円   

発達障害者の支援手法を開発するとともに、専門家の育成や普及啓発について着  

実に実施する。  

○ 発達障害者就労支援モデル事業の創設（新規）  45百万円  

国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、青年期発達障害者の  

職業的自立を図るため、関係機関等と連携して就労支援モデル事業を実施する。  

○ 発達障害者支援開発事業の推進  5．2億円  

発達障害のある子どもの成長に沿った一貫した支援ができるよう先駆的な取  

組を通じて発達障害者への有効な支援手法を開発・確立する。  

○ 発達障害情報センター機能の充実  50百万円  
発達障害情報センターにおいて、発達障害に関する国内外の文献、研究成果  

等を集積し、全国の発達障害者支援機関等への情報提供を行うとともに、発達  

障害に関する幅広い普及啓発活動を実施する。  

○ 発達障害研修事業の充実  19百万円  
各支援現場における支援内容の充実を図るため、発達障害者支援に携わる職  

員等に対する研修を実施する。  

（2）発達障害者の地域支援体制の確立  2．1億円  

発達障害者の支援を実施する地域支援体制の確立を推進する。   

○ 発達障害者支援センター運営事業の推進  （地域生活支援事業の内数）  

各都道府県・指定都市に設置する発達障害者支援センターにおいて、発達障   

害者やその家族などに対して、相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供な  

どを行う。  

○ 発達障害者支援体制整備事業の推進  2．1億円  

ライフステージに応じた一貫した支援を行うため、都道府県・指定都市の各  

圏域において、支援関係機関のネットワークを構築する。  
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5 自殺対策の推進  

（1）うつ病等の精神疾患に関する国民の正しい理解の促進 86百万円   

自殺との関係が強いとされるうつ病等の精神疾患に関する正しい理解のためのメ  

ディアを活用した広告活動、街頭キャンペーン等による普及啓発を実施する。  

（2）自殺予防に向けた人材養成の推進（新規）  1億円   

うつ病の早期発見t早期治療など自殺予防に向けた人材養成を推進するために、  

必要な研修事業を実施する。  

○ かかりつけ医うつ病対応力向上研修事業の実施（新規）  98百万円  

うつ病の早期発見暮早期治療につなげるため、かかりつけ医に対するうつ病  

の診断・治療技術の向上や医療連携等に関する研修を実施する。  

○ 心理職等カウンセリング技術向上研修事業の実施（新規）  4百万円  

精神科医をサポートする人材を養成し、精神科医療体制を充実させるため、  

医療現場に従事する心理職等を対象とした専門的な研修を自殺予防総合対策セ  

ンターにおいて実施する。  

（3）自殺未遂者・自殺者遺族対策事業の実施（新規）  33百万円   

自殺未遂者や自殺者遺族へのケア対策のガイドラインの普及を推進するため、医  

療従事者に対する研修や自殺者遺族等を対象としたシンポジウムを開催する。  

（4）自殺予防総合対策センター機能の充実  28百万円   

自殺予防総合対策センターにおいて、国内外の情報収集、We bサイトを通じた  

情報提供、関係団体等との連絡調整を行うとともに、関係機関の相談員に専門的な  

研修を実施する。  
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（5）地域での効果的な自殺対策の推進  1．3億円   

地域における先進的な自殺対策の取組を検証・推進するとともに、地域精神保健  

従事者に対して実践的な研修を実施する。  

（6）自殺問題に関する総合的な調査研究等の推進  3億円  
※他局計上分。   

自殺に至った経緯を克明に解明する研究、自殺予防に係る地域介入研究、救急部  

門における再発防止研究等を実施する。  
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6 その他  

（1）心神喪失等の状態で重大な他苦行為を行った者に関する医療提供体   

制の整備  

160億円  
※他局計上分を含む。   

心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、引き続き、指定入院医療機関の  

確保を図るとともに、医療従事者等の研修を行うなど医療の提供体制の整備を推進  

する。  

1，284億円  （2）障害者に係る手当の給付  

特別児童扶養手当、特別障害者手当等に必要な経費を確保する。  

90億円  
※保護施設等の整備費分を含む。   

（3）障害福祉サービス提供体制の整備  

生活介護、自立訓練、就労移行支援等の障害者の日中活動に係る事業所の整備を計  

画的に促進するため、社会福祉施設等施設整備費において、必要な経費を確保する。  

（社会一援護局一括計上）  
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ス利用を中止した者のフォローアップについて  

○ 例外的ではあるものの、利用者負担を理由にサービス利用を中   

止した者が存在している。   

○ サービス利用の中止者については、地域で孤立することがない   

よう市町村において適切にフォローアップすることが必要である。  

○ 都道府県においては本年2月の調査及び今回実施した調査の結   

果について、市町村に確実にフィードバックを行うとともに、市   

町村において適切なフォローアップがなされるよう、市町村に対  

し適切な助言を行うなど丁寧な対応をお願いしたい。  

障害保健福祉部企画課   




