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第３章　障害者施策の総合的展開
　

第１節　障害者施策の目標と取組の体系

施　策　目　標 取　　　　　組

１　相談支援体制の整備

２　地域生活への移行促進と地域での

　　居住の安定の確保

３　保健・医療サービスの充実

４　地域生活を支えるサービス基盤

　　の整備

５　地域生活の安心・安全の確保 

１　自立と社会参加を支える教育の

　　充実

２　学習・文化・スポーツ・交流活動

　　の推進 

１　働く意欲や力量を高める支援の

　　充実・強化

２　一般就労の機会を拡大する仕組み

　　づくり

３　安心して働き続けるための支援

　　体制の整備

４　福祉施設における就労支援の取組

　　の強化 

１　福祉のまちづくりの推進

２　情報面のバリアフリー

３　制度面のバリアフリー

４　心のバリアフリー 

１　福祉人材の養成・確保

Ⅱ　社会で生きる力を高める支援 

Ⅰ 地域における自立生活を支える

 仕組みづくり 

Ⅲ　当たり前に働ける社会の実現

Ⅳ　バリアフリー社会の実現

Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保
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第２節　具体的施策の体系と計画事業の展開

Ⅰ　地域における自立生活を支える仕組みづくり

取組１　相談支援体制の整備 

取組２　地域生活への移行促進と地域での居住の安定の確保 

(1)　専門的・広域的な相談支援体制の 
整備 

(2)　地域における権利擁護機関の整備 
とサービスの質の確保 

(1)　入所施設・病院から地域生活への 
移行の促進 

(2)　ケア付き住宅等の整備

(3)　地域居住のための一般住宅の確保

(4)　居住の安定のための支援体制の
整備

1 東京都心身障害者福祉センターの機能の充実 
2 都立（総合）精神保健福祉センターの機能の充実 
3 都の障害者総合相談支援機能の検討 
4 東京都自立支援協議会 
5 高次脳機能障害支援普及事業 
6 区市町村高次脳機能障害支援促進事業 
7 高次脳機能障害者緊急相談支援事業 
8 東京都発達障害者支援センターの運営 
9 発達障害者支援開発事業 
10 障害児等療育支援事業の推進 
11 児童相談所の機能の充実 
 　子ども家庭総合センター（仮称）の整備 
12 保健所の機能の充実 
13 夜間こころの電話相談事業 
14 障害者社会参加推進センター 
15 障害者ＩＴ支援総合基盤整備事業 

16 福祉サービス総合支援事業 
17 成年後見活用あんしん生活創造事業 
18 地域福祉権利擁護事業の実施 
19 福祉サービス第三者評価の普及 

③  20 地域生活支援型入所施設の整備 
☆  21 障害者地域生活移行促進事業 
★  22 障害者グループホーム等移行促進事業 
 23 精神障害者退院促進支援事業の推進 
★ 24 障害者地域生活安定化支援事業（地域活動支援センター補助） 

③ 25 障害者グループホーム・ケアホームの整備・運営の支援
 26 グループホーム・ケアホームの夜間支援体制の整備
③ 27 重度身体障害者グループホームの整備・運営の支援

 28 障害者向け都営住宅の供給
 29 都営住宅への入居支援
 30 区市町村における障害者等向け公営住宅の供給助成
 31 都営住宅の障害者向け設備改善

 32 障害者単身生活サポート事業の推進
 33 民間賃貸住宅入居支援制度の実施
 34 民生・児童委員による地域生活の見守り

★ 

★ 

☆ 

【凡　例】　　　　事業番号の前に付している記号等の意味は以下のとおり
　　　　☆ ＝ 平成20年度新規事業
　　　　★ ＝ 平成21年度新規事業
　　　　③ ＝「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」の対象事業
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(4)　障害者歯科保健医療体制の整備

(5)　精神科医療サービス提供体制の整備

(8)　医療費公費負担・助成制度の充実

(6)　難病患者療養支援体制の整備

(7)　HIV感染者への医療の確保と支援

(3)　リハビリテーション医療体制の整備

(1)　障害の早期発見・早期療育の推進

(2)　重症心身障害児（者）の療育体制の整備

取組３　保健・医療サービスの充実

 35 周産期医療システムの整備
 36 身体障害児療育相談等

 37 在宅重症心身障害児（者）訪問看護
★ 38 重症心身障害児施設における看護師確保緊急対策事業
☆ 39 北療育医療センター城北分園の改築
★ 40 府中療育センター改築

 41 東京都リハビリテーション病院の運営
 42 地域リハビリテーション支援事業

 43 障害者歯科健康相談・支援
 44 心身障害児（者）歯科診療施設の確保
 45 都立心身障害者口腔保健センターの運営

 46 精神科救急医療体制の整備
 47 都立病院における精神科医療体制の整備・運営
　  　精神医療センター（仮称）の整備
　  　小児総合医療センター（仮称）の整備
　  　大塚病院における小児精神科外来の整備
 48 精神科身体合併症医療体制の整備
 49 アルコール精神疾患医療対策の推進
 50 老人性認知症専門病棟運営費補助事業
☆  51 子どもの心診療支援拠点病院事業

 52 難病患者療養支援事業
 53 在宅難病患者医療機器貸与・整備
 54 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護
 55 難病患者等ホームヘルプサービス事業
 56 在宅難病患者訪問診療
 57 難病相談・支援センターの運営

 60 心身障害者（児）医療費助成制度
 61 精神障害者等医療費公費負担
 62 特殊疾病（難病）医療費の公費負担
 63 小児慢性疾患の医療費助成

 58 エイズ診療体制の整備
 59 療養支援体制の整備
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③ 65 通所施設の整備
③ 66 重症心身障害児（者）通所事業
 67 小規模作業所等の法内化促進策
③  　法内化に伴う施設・設備整備費の特別助成
  　法内化促進支援事業
  　小規模作業所等新体系移行支援事業
  　小規模作業所への支援の充実強化事業
 68 精神障害者社会復帰支援事業

 69 聴覚障害者への情報支援のための人材養成
 70 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成
★  71 盲ろう者支援センター事業
 72 視覚障害者ガイドセンターの運営
 73 点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業
 74 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
 75 身体障害者補助犬給付事業
 76 駐車禁止規制の適用除外措置

 77 住宅防火対策の推進
 78 防災教育訓練の実施
 79 教育訓練用資器材の整備
 80 教育訓練施設の充実
 81 重度身体障害者等緊急通報システムの整備
 82 重度心身障害者火災安全システムの整備
☆ 83 災害時要援護者対策の推進
 84  「災害時要援護者防災行動マニュアルへの指針」等の作成・普及
 85 特別支援学校における被害防止教室等

 86 直接通報システムの整備
 87 社会福祉施設防災体制の強化
 88 社会福祉施設等と地域の協力体制の整備
☆ 89 社会福祉施設等耐震化促進事業
★ 90 グループホーム等防火設備整備助成事業

 91 緊急メール通報システムの整備
 92 メンタルヘルスケア体制の確保

③ 64 ショートステイ事業の充実

(3)　コミュニケーション支援・移動支援等

(1)　地域における安全体制の確保

(2)　社会福祉施設等の安全対策の充実

(3)　災害時等における救出・救護体制の整備

(2)　日中活動の場の整備

法内化・新事業体系への移行促進

(1)　在宅生活を支えるサービスの充実

取組４　地域生活を支えるサービス基盤の整備

 取組５　地域生活の安心・安全の確保
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学習・文化・スポーツ・交流活動の
推進

取組１　自立と社会参加を支える教育の充実

取組２　学習・文化・スポーツ・交流活動の推進

(1)　乳幼児期における保育・早期教育
の充実

(2)　義務教育・後期中等教育段階に
おける教育条件の整備

(3)　特別支援学校における進路指導・
職業教育の充実

(4)　公立大学法人首都大学東京の整備・
充実

 95 就学相談の充実（東京都特別支援教育推進室）
 96 特別支援学校の整備
　  　知的障害が軽い生徒を対象とした特別支援学校の設置
　  　中高一貫型聴覚障害特別支援学校の設置
　  　新たなタイプの学校の設置・普通教室の確保
 97 高等学校等への受入れ体制の整備
 98 区市町村との連携体制の構築
 99 健康教育の充実
 100 肢体不自由特別支援学校における医療的ケア整備事業の充実
★ 101 都立肢体不自由学校における外部人材の導入
 102 摂食・嚥下機能の障害に応じた給食の提供
 103 学童クラブ事業への助成
 104 私立特別支援学校等における障害児教育への助成
 105 私立専修学校高等課程における障害児（者）教育への助成
 106 私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援
 107 東京都教職員研修センターの機能の充実
 108 学校教育における実践研究等の推進
☆ 109 特別支援教育の理解啓発の推進

 110 都立特別支援学校における就労支援
  ①　民間の活力による企業開拓等
  ②　職業教育改善校の指定
  ③　企業向けセミナーの実施

 111 入学試験受験条件の整備・充実
 112 学修環境の充実
 113 人的サービスの充実

☆ 114 東京２００９アジアユースパラゲームズ
 115 障害者スポーツセンターの運営
☆ 116 第13回全国障害者スポーツ大会の開催
 117 障害者スポーツ・文化芸術活動の推進
 118 都立図書館サービス事業の充実
 119 東京都特別支援学校統合文化祭の実施
 120 社会教育施設（ユース・プラザ）における交流事業
 121 東京都美術館の改修

 93 障害児保育事業への助成
 94 早期教育の充実
　  　都立聴覚障害特別支援学校における教育相談の充実

Ⅱ　社会で生きる力を高める支援
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Ⅲ　当たり前に働ける社会の実現

(2)　多様な職業訓練・職場実習の機会
の提供

(1)　多様な雇用・就労の場の確保

(1)　職業能力開発施設の機能の充実

(1)　就労面と生活面の一体的支援の提供

(2)　都における障害者雇用の促進

(3)　自営業・在宅就労の支援

取組１　働く意欲や力量を高める支援の充実・強化

取組２　一般就労の機会を拡大する仕組みづくり

取組３　安心して働き続けるための支援体制の整備

取組４　福祉施設における就労支援の取組の強化

 122 東京障害者職業能力開発校の充実
 123 心身障害者職能開発センターにおける障害者就業推進事業
 124 障害者職業訓練の地域展開

 125 障害者委託訓練コースの拡充
 126 施設外授産・企業内通所授産事業
 127 精神障害者社会適応訓練事業の実施
 128 都庁内での職場実習の機会の提供
★ 129 障害者職場実習ステップアップ事業
★ 130 企業就労意欲促進事業

 131 障害者の就業促進に関する意識啓発等
 132 東京都障害者就労支援協議会
 133 第三セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成
 134 障害者が働く駅構内店舗の設置
☆ 135 障害者による地域緑化推進事業
☆ 136 東京ジョブコーチ支援事業
☆ 137 東京都特例子会社設立支援事業助成金
☆ 138 東京都中小企業障害者雇用支援助成金

 139 障害者雇用率３％の確保
☆ 140 雇用にチャレンジ事業

 142 区市町村障害者就労支援事業の拡充
★ 143 就労支援サービス活用促進事業
 144 障害者就業・生活支援センターの設置促進等
☆ 145 就労支援体制レベルアップ事業（従事者研修）

 65 通所施設等の整備（再掲）
 146 作業所等経営ネットワーク支援事業
③ 67 法内化に伴う施設・設備整備費の特別助成（再掲）
 67 小規模作業所への支援の充実強化事業（再掲）
☆ 145 就労支援体制レベルアップ事業（従事者研修）（再掲）
★ 147 工賃アップモデル事業所普及促進事業

 141 重度身体障害者在宅パソコン講習事業
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Ⅳ　バリアフリー社会の実現

(1)　情報提供体制の整備

(2)　住宅の整備

(4)　公園、河川等の整備

(1)　福祉のまちづくりの総合的推進

(3)　道路の整備

(5)　公共交通機関の整備

取組１　福祉のまちづくりの推進

取組２　情報面のバリアフリー

取組３　制度面のバリアフリー

 148 市街地再開発事業等における福祉のまちづくりの推進
 149 ユニバーサルデザイン整備促進事業
 150 バリアフリー法に基づく認定
 151 既存建築物改善事例集の活用
★ 152 国体競技会場及び周辺のユニバーサルデザイン化推進
 106 私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援（再掲）

 153 民間住宅におけるバリアフリー化の普及
 154 既設都営住宅のバリアフリー化（エレベーター設置事業）の推進
 155 既設都営住宅のスーパーリフォーム
 156 都営住宅団地の建替えに伴う地域開発整備

 157 安全で快適な歩道の整備・特定道路のバリアフリー化
 158 横断歩道橋のバリアフリー化
 159 高齢者・障害者ドライバーに配慮した道路等の整備
 160 無電柱化の推進
 161 視覚障害者誘導用ブロック等の設置
 162 路上放置物等の是正指導、広報
 163 視覚障害者用信号機・エスコートゾーンの設置・改善
 164 道路標識の整備

 165 海上公園における障害者向け配慮
 166 河川整備に合わせたバリアフリー化等の推進
 167 都立公園の整備

 168 都営交通機関（地下鉄・バス）の施設・設備の整備
 169 鉄道駅エレベーター等整備事業
 170 だれにも乗り降りしやすいバス整備事業

 181 東京都職員採用試験制度
 182 公職選挙実施に伴う障害者への配慮

 171 障害者向け都政情報の提供
 172 福祉保健局ホームページにおける情報提供
 173 音声コードに関するマニュアルの作成・普及
 174  「消費生活情報」の提供
 175 字幕入映像ライブラリー事業
 176 視覚障害者用図書の製作及び貸出
 177 点字による即時情報ネットワーク
 178 点字録音刊行物の作成及び配布
 179 「手話交番」の表示板の設置
★ 180 交番等における「コミュニケーション支援ボード」の活用
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Ⅴ　サービスを担う人材の養成・確保

(3)　介護従事者等の養成・修学支援

(1)　人材養成機関の整備・運営

(2)　福祉人材センターの運営

(4)　障害者自立支援法施行に伴う
人材の養成

(5)　研修の充実

取組１　福祉人材の養成・確保

(1)　障害理解のための啓発・教育の推進

(2)　広報活動の充実

(3)　障害者に関する調査・研究、広聴

取組４　心のバリアフリー

 183 ふれあいフェスティバルの開催
 184 精神保健知識の普及・啓発
 185 福祉教育の充実
 186 障害に関するシンボルマークの周知・普及
★ 187 事業者用教育訓練プログラム
☆ 109 特別支援教育の理解啓発の推進（再掲）

 188 広報活動の充実

 189 障害者に関する調査の実施
 190 首都大学東京社会福祉学の研究・教育
 191 広聴活動の充実

 192 首都大学東京健康福祉学部の運営

 193 福祉人材センターの運営

 199 相談支援従事者研修
 200 サービス管理責任者研修
 201 障害程度区分認定調査員等研修

 202 研修の充実
★ 38 重症心身障害児施設における看護師確保緊急対策事業（再掲）
☆ 145 就労支援体制レベルアップ事業（従事者研修）（再掲）

多様な取組への活用が可能な事業  203 区市町村地域生活支援事業
 204 障害者施策推進区市町村包括補助事業

 194 ホームヘルパー養成研修事業
  　障害者（児）居宅介護従業者養成研修1級～3級
  　日常生活支援従業者養成研修
  　行動援護従業者養成研修
 195 難病患者ホームヘルパー養成研修
 196 ガイドヘルパー養成研修事業
  　視覚障害者移動介護従業者養成研修
  　全身性障害者移動介護従業者養成研修
  　知的障害者移動介護従業者養成研修
 197 職業能力開発センターにおける介護従事者等の養成
 198 介護福祉士等修学資金の貸与
★ 15 障害者ＩＴ支援総合基盤整備事業（再掲）


