
立憲民主党つながるフェス2020配布資料 

 

インクルーシブ教育の会 

 

１ 団体の取り組みの概要 

 インクルーシブ教育の会は、障害当事者の声を教育政策や学校現場に反映させることにより、日本のイ

ンクルーシブ教育を推進・実現することを目的としている団体です。取り組みとしては、小・中・高等学

校時代に普通学級で学んだ経験のある障害当事者がそれぞれの経験を出し合うことにより、日本の教育法

制度の改善点や学校内での良い取り組みや改善すべき点などを提言しています。さらに、小・中学校の道

徳教科書に掲載されている障害児者に関係する教材を社会モデルの視点から分析することにより、障害当

事者の目線が入った道徳の授業案を提案するなど、定期的に研究会を開催しています。 

 

２ 立憲民主党への政策要望 

 現在の日本のインクルーシブ教育は国連障害者権利条約の理念に逆行しており、特別支援学校や特別支

援学級という分離された場の数と在籍者が急増しています。少子化の影響で子どもの数は減少しているの

に、普通学級でインクルーシブ教育がなされずに、分離された場で学ぶ障害児童生徒が増加しているとい

うこの奇妙な現象は、普通学級で障害のある子どもが安心して学ぶための制度が整っていないことが要因

と考えます。そこで、以下の政策を要望します。 

 

① 障害のある子どもが普通学級に就学することを原則とする法改正 

  ・校区の小学校の就学通知を次年度就学する障害のある子どもに送付（学校教育法施行令の改正） 

② 障害児を含むすべての子どもが普通学級で安心して学ぶことができる体制整備のための法改正 

  ・30人以下の少人数学級実現のための法改正 

  ・教員を一クラスに複数配置するティームティーチング体制の整備（教職員定数法の改正） 

③ 障害のある子が普通学級で学ぶための合理的配慮の推進と国による予算措置 

  ・本人が必要とする合理的配慮のための国による予算措置 

  ・保護者の学校付き添いをなくすための人的配置（介助者、看護師等）を国の予算で整備 

  ・学校施設のバリアフリー化の数値目標計画の策定と段階的な実施 

④ 高等学校の希望者全入への取り組み 

  ・定員内不合格の撤廃 

  ・入学試験における合理的配慮のガイドラインの作成（知的障害者の高校教育を保障するための評価

に関する合理的配慮を含む。） 

以上 

 

【事務局】 

一木 玲子（大阪経済法科大学客員研究員） 

ichiki.reiko.2017@gmail.com 
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2020 年 11 月 26 日 

立憲民主党 障がい・難病 PT 
 

きょうされん 提出資料 

1. 就労継続支援 B 型に対する「2018 年度報酬改定の影響」調査の結果（きょうされん実施、抜粋） 

2. 新型コロナウイルス感染症に関わる 2020 年 4 月減収の調査結果（きょうされん実施、抜粋） 

3. 令和 3 年度障害報酬改定:総論① （障害福祉サービス等事業者の経営状況）の問題点 

4. 令和 3 年度障害報酬改定:総論② （新型コロナウイルス感染症の影響）の問題点 

5. 障害福祉の報酬改定に関する意見 

 

 

 

 

●連絡先● 

〒164-0011 東京都中野区中央 5-41-18-4F 

電話 03-5385-2223 FAX 03-5385-2299 E-mail zenkoku@kyosaren.or.jp 
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減収

508カ所

58.7％

増収

354カ所

40.9％

増減なし 4カ所

300万円以上

172カ所

33.9％

200万円以上

77カ所

15.2％

100万円以上

118カ所

23.2％

100万円未満

141カ所

27.8％

1.就労継続支援 B 型に対する「2018 年度報酬改定の影響」調査の結果（抜粋） 
（1）調査対象  全国社会就労センター、全国精神障害者地域生活支援協議会、ゼンコロ、きょうされん等の会員に郵送・メール・FAX で実施。 

（2）調査期間  2018 年 7 月〜8 月に実施（調査対象月は、2018 年 3 月と 5 月とした。暦平日日数が同数だったため）。 

（3）回答数   918 カ所、有効回答数 866 カ所      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

  

 

 

②職員一人分の人件費に相当する額の減収 
就労継続 B 型の 2018 年 3 月と 5 月の報酬の比較から減収となった 508 カ所

のうち、もっとも減収額が多かったのは、年額 300 万円以上の 172 カ所（33.9％）

で、次いで 100 万円未満の 141 カ所（27.8％）だった。約半数の 249 カ所（49.0％）

が、年額 200 万円以上の減収が予測される。 

①事業所の６割が減収に 
就労継続 B 型の 3 月分と 5 月分の月額基本報酬を比較すると、報酬が減収

になった事業所は、508 カ所(58.7％)と半数を超えた。それに対して、増収になっ

た事業所は 354 カ所(40.9％)、増減なしは 4 カ所(0.5％)となった。 
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③労働障害の重い人が排除されてしまう 
精神障害とその他の障害種別の報酬の増減収をみてみたところ、いずれも

減収が多かったが、精神障害単独利用の 72カ所（72.7％）、精神障害を含む共

同利用の 211 カ所（57.2％）、精神障害を除くその他の障害 204 カ所（57.8％）と

いう差がひらいていることからみても、精神障害のある人が多く利用する事業

所であればあるほど、報酬の減収が多いという結果だった。 

今回の改定で、「生産性・効率性」が画一的に評価基準として導入されたこと

で、精神障害があるがゆえに、状態が不安定であるため、通所日数や作業時

間などの合理的配慮が必要な人たちが、福祉的就労の場から排除され、ひい

ては働く可能性や選択を狭められることが懸念される。 

④「人手不足」をさらに助長した改定 
正規職員の増減員と報酬の増減収では、報酬が減収した事業所のうち 373 カ

所（73.4％）が職員の「増員なし」だったが、増収だった 354 カ所においても「増員

なし」が 6 割を超えた。また正規・非正規職員合計においても同様の結果だっ

た。報酬の増減収と 2018 年度の報酬単位別に正規・非正規職員合計を比較検

討してみたが、これについても「増員なし」がすべての項目で多数を占めた。 

つまり報酬以前に、そもそもの極度の人手不足が深刻化しており、今回の報

酬改定は、この深刻な人手不足を解消するどころか、さらにそれを悪化させた。 
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報酬 
正規・非正規職員合計の 2018 年 3 月と 5 月の比較 

合計 減員 増員なし 増員 

減収 508 カ所(100) 96 カ所(18.9) 340 カ所(66.9) 72 カ所(14.2) 

増収 354 カ所(100) 72 カ所(20.3) 205 カ所(57.9) 77 カ所(21.8) 

合計 862 カ所(100) 168 カ所(19.5) 545 カ所(63.2) 149 カ所(17.3) 

 

 



2020 年 11 月 16 日 

厚生労働大臣 

田村 憲久 殿 

きょうされん 

理事長 斎藤 なを子 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人及び 

障害福祉事業所等に関する要望書（第 8 次） 
 

 平素より、障害のある人の地域生活を促進するため尽力されているますことに、敬意

を表します。また、この度の新型コロナウイルス感染症の流行拡大にかかわって、日夜

を分かたず奮闘されていることに感謝を申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症については、今夏の第 2 波を経て、秋から冬にかけ

ての更なる拡大や、インフルエンザの流行と時期が重なること等が懸念されます。障害

のある人は、生活のために不可欠の支援を受けることで密になりやすく、また基礎疾患

により重症化が懸念される人が多いことから、いっそう命と健康の危機にさらされやす

いことはご承知の通りです。 

そのため、障害のある人や家族、支援者等は、精いっぱいの対策を講じており、その

ことが大きな負担となっています。また、いくら対策を講じても感染するかもしれない

といった不安ははかり知れません。検査体制の拡充や医療体制の確保等の対策が安心で

きる水準に達していないことが、こうした不安をさらに大きくしています。このような

中で、Go To キャンペーン等の施策を実施することは、感染の拡大を助長し、障害の

ある人を更なる危機にさらすことにつながります。 

 こうした状況を踏まえ、今回、当会から第 8 次となる要望を下記の通り提出させて

いただきます。何卒ご対応の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１． 8 月 18 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するＱ＆

Ａについて」で、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域

では、医療施設、高齢者施設等に勤務する者や新規入院・新規入所者等については、

当該施設で感染者がいない場合であっても、行政検査の対象としてもよいとされて

います。この「医療施設、高齢者施設等」に障害者総合支援法に基づくすべての事

業を含むことで、PCR 検査を飛躍的に拡充するとともに、この事務連絡の周知と

徹底を行なってください。 

 

２． 自宅やグループホーム等で生活する障害のある人が感染した場合、在宅療養では

介助等を通じた家族への二次感染につながります。これを避けるため、障害のある



人がコロナ感染症専門病院で適切な治療を受けるための体制を整備してください。

また、必要な時に入院できるよう、コロナ感染症専門病院の空床保障を国の責任で

実施してください。さらに、障害特性から慣れた支援者等の付き添いが必要な場合

は、感染防止策等を講じたうえでこれを認めてください。 

 

３． 自宅で生活する障害のある人の介助者である家族等が感染した場合に、障害のあ

る人が継続して介助等必要な支援を受けることができるよう、地方自治体と連携し

て実質的な措置を講じてください。 

 

４． 濃厚接触者で自宅待機を行なう障害のある人と家族に対し、感染者が在宅療養を

する場合と同等に、食事の提供等の生活支援を行なってください。 

 

５． 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（ 障害福祉サービス等分）におけ

る「障害福祉サービス施設・事業所等」に、障害者総合支援法に基づく地域生活支

援事業の事業者を加えてください。また締め切り後も申請を勧奨する等、事業につ

いての丁寧な周知を都道府県に促してください。 

 

６． 感染が発生した事業所の消毒が必要な場合、その費用を公費で負担してください。 

 

７． 新型コロナウイルス感染症は、報酬の日払い制が障害のある人を支える事業所の

経営に負の影響を与えることを改めてあらわにし、累次の柔軟取扱いによっても、

これを補うことはできていません。これを機に、人件費、固定費、一般管理費等に

係る報酬は月払いとし、利用者の個別支援に関する費用にかかる報酬は日払いにす

るよう、報酬の在り方を見直してください。 

 

８． 新型コロナウイルス感染症は就労支援事業所等の生産活動を直撃し、そこで働く

人の工賃・賃金に深刻な影響を与えています。障害のある人の生活保障の観点から、

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、地域活動支援センター等で働く人の工賃・

賃金の個別補償制度を創設してください。また、障害者優先調達推進法に基づく国

や地方公共団体等による作業所等の仕事や販売先の確保を、従来を超える規模で推

進してください。 

 

以上 

 

 

【問い合わせ先】 

きょうされん事務局 

担当 多田 薫 

Tel：03-5385-2223 

Email：zenkoku@kyosaren.or.jp 
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2018 年 10 月 30 日 報酬改定検討チーム 資料 1 厚生労働省提出資料 
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減収
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49.6％
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17.4％

増減なし

192カ所

33.0％

2. 新型コロナウイルス感染症に関わる 2020 年 4 月減収の調査結果（抜粋） 
（1）調査対象  きょうされん会員事業所、その他未加盟事業所等にインターネット・メール・FAX で実施。 

（2）調査期間  2020 年 5 月 12 日〜31 日（調査対象月は 2020 年 4 月と前年度同月比）。 

（3）回答数   581 カ所（なお、多機能事業所については、事業種別ごとに回答・集計した） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①約半数が減収に 
「減収」が 288 カ所（49.6％）あった。 

ただし、2020 年 4 月の給付費収入には、特定処遇改善加算（2019 年 10

月～実施）、消費税増税による報酬増（2019 年 10 月実施）、③2020 年 4 月

期は 2019 年より 1 日平日が多い、④4 月からの新規利用、⑤障害支援区

分が上がった人等による増収影響がある。それを踏まえると、減収は、もっと

多かったといえる。 

 

②日額払い、加算、出来高払いが影響 

ショートステイ（短期入所）、居宅介護（ホームヘルプ、ガイドヘルプ等）は８割をこえ

る事業所が減収となり、日額払い・出来高払いの弊害が明らかとなった。また「代替サ

ービス」で基本給付の請求は可能でも、加算は請求できない。 
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3.令和 3 年度障害報酬改定:総論① （障害福祉サービス等事業者の経営状況）の問題点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、このグラフとコメントには問題点がある。同じ第 20 回報酬改定検討チームに提出された資料 4「令和 2 年障害福祉サービス等経営実態調査結果（参考表）」で

は、障害福祉事業種別ごとに、経営主体別の収支状況が示されている。それをみると、社会福祉法人・NPO 法人と営利法人の経営状況の違いが浮き彫りになる。 

 

●資料 4「令和 2 年障害福祉サービス等経営実態調査結果（参考表）から抜粋                                               (単位:千円) 

 第 37 表 就労継続支援 B 型 第 49 表 共同生活援助（日中サービス支援型） 第 73 表 放課後等デイサービス 

法人種別 営利法人 社会福祉法人 NPO 法人 営利法人 社会福祉法人 NPO 法人 営利法人 社会福祉法人 NPO 法人 

自立支援給付費等 29,421 96.7％ 39,984 91.3％ 32,524 95.3％ 35,815 84.6％ 45,577 83.3％ 45,231 89.7％ 35,814 95.4％ 28,047 92.1％ 34,030 94.6％ 

事
業
活
動
費
用 

給与費 17,058 56.1％ 26,920 61.5％ 20,929 61.3％ 24,050 56.8％ 33,930 62.0％ 32,914 65.3％ 22,837 60.8％ 22,260 73.1％ 23,634 65.7％ 

減価償却費 657 2.2％ 2,604 5.9％ 1,011 3.0％ 1,166 2.8％ 1,953 3.6％ 1,186 2.4％ 902 2.4％ 758 2.5％ 629 1.7％ 

委託費 231 0.8％ 900 2.1％ 677 2.0％ 25 0.1％ 1,202 2.2％ 160 0.3％ 518 1.4％ 980 3.2％ 375 1.0％ 

その他 9,331 30.7％ 8,391 19.2％ 9,971 29.2％ 18,373 43.4％ 9,166 16.7％ 9,348 18.5％ 8,612 22.9％ 3,250 10.7％ 6,865 19.1％ 

収支差 2,998 9.9％ 3,107 7.1％ 986 2.9％ ▲1,346 -3.2％ 8,277 15.1％ 6,809 13.5％ 3,999 10.7％ 2,458 8.1％ 4,172 11.6％ 

客体数 53 224 145 6 21 6 275 90 99 

営利法人と社会福祉法人等の非営利法人の収支差率を比較して、多くの障害福祉事業所が「黒字」を出していると評価することは、適切で

はない。営利法人の企業会計では、修繕引当金や特別修繕引当金等を当該年度の費用に計上できる（負債）。またその他、節税対策科目等

の計上も可能である。けれども社会福祉法人の会計では、繰越金は繰越収支差額に計上し、貸借対照表で積立金（純資産）に計上するため、

当該年度の費用として計上できない。そのため、上の表にあるように、営利法人の「その他」の支出率が高くなり、収支差率が低くなる。 

・11 月 12 日 第 20 回報酬改定検討チーム 参考資料２ 財政制度分科会「社会保障について②」（※障害福祉部分抜粋）について 

 
（資料コメントの抜粋） 

○近年の障害福祉サービス事業所の収支差率は、中小企業を上

回る水準。 

○特別費用・特別収益を除いた収支差率で見ると、通常の収支差

率よりも約 2％高くなっている。 

○収支差率を踏まえた報酬水準の適正化を徹底するとともに、サ

ービスごとの状況を踏まえてメリハリのある対応を行う必要。 
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4.令和 3 年度障害報酬改定:総論② （新型コロナウイルス感染症の影響）の問題点 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

周知のとおり、新型コロナウイルス感染状況は収束せず、むしろ拡大している。このような事態において、緊急包括支援交付金を「令和 3 年

度以降について同様の措置が必ず必要な状況にない」という方針は、とうてい現場の状況を把握していない机上の空論と言わざるをえない。 

・11 月 12 日 第 20 回報酬改定検討チーム 参考資料２ 財政制度分科会「社会保障について②」（※障害福祉部分抜粋） について 

 

2019 年 6 月 平日 20 日 2020 年 6 月 平日 22 日 110％増 

（資料コメントの抜粋） 

○短期入所を除き、6 月以降（の給付費）は前年同月と比べて同水準程度を回復している。 

○緊急包括支援交付金は、令和 3 年度以降について同様の措置は必要な状況には必ずしもない。地域・サービスごとにメリハリのある臨時の措置はあり得る。 

 

 

 
疑問点① 

2020 年 6 月が、前年度比で突出して高くな

っているのは、2020 年 6 月の活動日となる平

日の日数が 22 日で、前年度比 110％となるた

めである。 

（注） 国保連データを基に作成。なお、令和元

年 10 月より、処遇改善加算の拡充及び

消費税引き上げへの対応のための報酬

改定（改定率+2.00％）が実施されている。 

疑問点② 

「総論②」の資料の欄外には、左記のような注釈がある。つまり、2020 年度の報酬は、「特定

処遇改善加算」や消費税引き上げ改定が反映し、2019 年度より報酬は上がっている。 
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5. 障害福祉の報酬改定に関する意見 

(1)全般について 

①成果主義に基づく加算方式をやめ、基本報酬を抜本的に増額すること。 

②今回の報酬改定において報酬総額を減額しないこと。 

(2)食事提供体制加算及び送迎加算について 

  衆議院で継続審議となっている障がい福祉３法案の趣旨等を踏まえ、食事提供体制加算及び送迎加算を現行の水準で存続させ

ること。 

(3)就労継続支援事業について 

  一般就労移行やピアサポートによる支援、地域での活動機会の提供等を加算で評価することが提案されているが、こうした重要な

取組を事業所が展開できるようにするためにも、加算ではなく基本報酬を抜本的に増額すること。 

(4)グループホームについて 

 ①夜間支援等体制加算について、新たに提案されているように障害支援区分に応じた加算額になると、コミュニケーション支援や見

守り等、軽度者への支援が評価されにくくなる。重度者同様、軽度者にも必要な支援を提供できるよう、障害支援区分による加算

額の設定は行わず、世話人の配置人数に対する加算設定とし、加算単価を増やすこと。 

 ②夜勤職員の休憩保障のために、複数のホームを巡回する人員配置に対する加算が新設されるが、そのような配置はホームの数が

少ない法人等では不可能である。夜勤職員の休憩保障のために、夜間に複数配置できるような報酬とすること。 

 



厚労省 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会による 

ヒアリングへの意見

きょうされん 

ヒアリング項目

１．効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築について 

○ 就労能力や適性の評価の仕組みの創設や一人一人の就労に向けた支援計画（支援プ

ラン）の共有化について、どう考えるか。

○ 雇用・福祉施策の双方に係る知識等を身につけている専門支援 人材の育成や確保

について、どう考えるか。

２．技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応について、どう考え

るか。 

３．その他雇用施策と福祉施策の連携強化に関する事項について 

○ 障害者雇用施策の抱える課題について、どう考えるか。

○ 障害者福祉施策（就労系障害福祉サービス）の抱える課題について、どう考えるか。

○ 人材開発施策や教育などの関連分野との連携について、どう考えるか。

○ 通勤支援等のように、「制度の谷間」が生じ、十分な対応が出来ていない部分や、

定着支援のように、雇用・福祉施策における支援内容に重複が見られる部分について、

どう考えるか。

○ その他「中間取りまとめ」に記載のある内容など、雇用施策と福祉施策の連携強化

に向けて検討が必要な事項について、どう考えるか。

意見 

〇 就労能力判定について 

＊ 障害のある人の就労相談に関するワンストップの窓口の必要性 

・ 一般就労はハローワークが担当し、福祉的就労は市町村の障害福祉課が担当す

るという現状を解消する必要があるのではないか。

・ そのために雇用と福祉の連携を強化し、ワンストップの相談窓口を設置しては

どうか。

＊ 社会モデルの観点を踏まえた、本人の希望に基づく就労能力判定方法の開発の必

要性 

・ 高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）では就労能力判定方法について幾

多の研究を蓄積していることから、まずその到達を明確にし、共有する必要があ

るのではないか。

・ 手帳の有無や医学的な判断等による判定ではなく、本人の障害特性や必要な支

援内容、希望する仕事等を踏まえた判定が必要ではないか。

・ 一律の判定ツールではなく、職種ごとの判定ツールや、希望する業務の遂行能



力を判定する方法等を開発する必要があるのではないか。 

  ・ 個人の就労能力を判定することと、合理的配慮の提供や生産手段の導入によっ

て個人では難しい業務を埋めることの関係や、その時の就労能力を切り取って判

定することと、経年的に能力を獲得していくこととの関係なども整理する必要が

あるのではないか 

  ・ 職業能力判定を実施している海外の事例では、社会モデルとの関係でどのよう

な取り組みがなされているかについて学んではどうか。 

 

〇 雇用施策と福祉施策の連携強化について 

 ＊ 雇用施策と福祉施策が分立している現状 

  ・ 通勤支援や働いている間の介助が受けられないために、働く意欲や能力はある

のに働くことができない人が多数いること。 

  ・ 障害のある人の新たな働き方としてテレワークが注目されているが、上記のよ

うな現状があるため、その普及の妨げになっていること。 

  ・ 雇用と福祉に重複する施策があること。 

 

 ＊ 現在の事業体系の課題 

  ・ A 型事業所は雇用契約を結ぶにもかかわらず、福祉サービスでもあることから

利用料が発生する可能性があること。 

  ・ Ｂ型事業所は福祉サービスとの位置づけであるため利用料が発生する可能性が

あり、またそこで働く人は労働法の保護を受けることができないこと。 

  ・ 地域活動支援センターも働く場としての役割を担っているところがあるにもか

かわらず、市町村事業であるために他の事業との格差が著しいこと。 

 

 ＊ 当面、改善する必要があると考えられる事項 

  ・ 通勤や仕事中の支援に福祉サービスを利用できるようにすること。 

  ・ 現行の B 型事業所にも労働法を一部適用し、労働者として保護すること。 

  ・ 雇用施策と福祉施策の連携強化の観点から、事業体系を見直すこと。 

  ・ 障害のある人の一般雇用及び福祉的就労を所管する新たな部局を、雇用施策と

福祉施策の連携強化の観点から創設すること。 

以上 

 

2020 年 11 月 17 日 

 

 

【問い合せ先】 

きょうされん事務局 

担当：事務局長 多田 薫 

℡：03-5385-2223 

Email：zenkoku@kyosaren.or.jp 



 



要 望 書 
                               2020 年 11 月 30 日 

立憲民主党つながる本部長・代表 枝野幸雄殿 
障がい・難病 PT 座長      山花郁夫殿        

NPO 法人筋痛性脳脊髄炎の会                                   
                                             理事長 篠原三恵子 
一 要望の主旨 

筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群(ME/CFS)は、世界保健機関(WHO)の国際疾病分類において神

経系疾患と分類されている神経難病です。米国では国立衛生研究所（NIH）神経系疾患セクション

主導でウイルス感染後 ME/CFS の研究が行われており、日本でも日本医療研究開発機構（AMED）

の 2つの研究班が、神経難病として本格的な研究を進めています。2014 年の厚生労働省の実態調査で、

約 3 割が寝たきりに近く、ほとんどの患者は職を失うという深刻な実態が明らかになっています。 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が猛威を振るっていますが、ME/CFS の流行は、歴史

的にウイルス性の集団発生後に起きており、ME/CFS 患者の大多数はウイルス感染が引き金となっ

て発症しているため、COVID-19 が ME/CFS の引き金になり患者が多発する可能性があると、多

くの専門家は警告しています。米国国立アレルギー・感染症研究所所長であるファウチ博士が、

COVID-19後に長引く症状は筋痛性脳脊髄炎の症状に似ていると発言したことが、7月 9日の CNN
ニュースで取り上げられ、広くこのことは認知されるようになりました。 
当法人では厚生労働省に要望書を提出し、7 月に「COVID-19 を契機として ME/CFS を発症す

るとの報告を承知している」「COVID-19 と ME/CFS の関連について注視して参りたい」とする回

答を頂きました。米国ではすでに国立衛生研究所（NIH）、スタンフォード大学、コロンビア大学

等で COVID-19 と ME/CFS の研究が開始されています。 
日本でも COVID-19 の後遺症が続いている方が ME/CFS を発症する可能性を調べるために、当

法人ではアンケート調査を実施しました。当初は PCR 検査陽性の方のみを対象としていましたが、

PCR 検査を受けられなかった方や、PCR 検査が陰性だったが体調不良が続いているという声が多

く寄せられ対象に含めました。326 名の回答者のうち、ME/CFS 様の症状を呈した人は全体の

27.9％（91 人）で、その後の専門医による ZOOM 面談や実際の診察を経て、5 人（陽性 1 名、未

検査 4 名）の方の診断が確定し、日本においても COVID-19 後に ME/CFS を発症することが確認

されました。過去のウイルス性の集団発生の科学的エビデンスを基にすると、COVID-19 の全感染

者の 10～12％が ME/CFS を発症すると推計され、日本において 1 万人規模の新たな ME/CFS 患

者が生まれる可能性があり、きちんと研究することが求められています。 
AMED の研究を行っている国立精神・神経医療研究センター（NCNP)の山村先生は、COVID-19

と ME の発症の因果関係や有効性の期待できる治療法を提案するための研究や、企業治験の準備も

しています。NCNP には約 150 人の ME／CFS 患者が通院しており、最新の MRI や次世代シーク

エンサー、PET や新しい同位元素を作る技術系研究者もいます。脳神経内科、精神科、放射線科、

睡眠医学、神経免疫の専門家など、ME の研究に必要なスタッフが揃っており、小児神経科では小・

中学生にも対応でき、米国のスタンフォード大学レベルの研究は、NCNP において全て可能です。 
COVID-19 と ME/CFS の関連は、今後も増加する COVID-19 後遺症の実態を把握するだけでな

く、まだ解明されていない ME/CFS の疾患そのものの研究にも重要な意味を持つことをご理解頂

き、早急に調査及び研究体制を整えて頂けるよう切に願います。 
 

二 要望項目 

1. 国立精神・神経医療研究センターを中心とする研究・診療の推進 

①国の難病研究センターである国立精神・神経医療研究センターに ME センターを作り、

COVID-19 と ME/CFS に絞った研究を行える体制を早急に整えて下さい。 

②国立精神・神経医療研究センターに ME/CFS専門外来を開設できるよう予算をつけて下さい。 



COVID-19 と筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群（ME/CFS）の研究の重要性 
 

【ME/CFS とは】 
筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群(ME/CFS)は、WHO の国際疾病分類において神経系疾患（ICD-11 
8E49）と分類されている全身性の神経免疫系疾患です。米国では国立衛生研究所（NIH）の神経系疾患セ

クションが主導してウイルス感染後 ME/CFS の研究が行われており、日本でも日本医療研究開発機構

（AMED）の「ME/CFS の診療・研究ネットワークの構築 」「ME/CFS の血液診断法の開発」の 2 つの研究班

が、神経難病として本格的な研究を進めています。2014 年には厚生労働省により実態調査が行われ、約 3 割の

患者が寝たきりに近く、ほとんどの患者が職を失うという深刻な実態が明らかになっています。全国の患者数は約

10 万人と推定され、子供でも発症します。 
 
【NPO 法人筋痛性脳脊髄炎の会】 
ME/CFS の正しい認知と患者の社会保障、病気の研究促進を求めて 2010 年に任意団体を発足し、2012
年に NPO 法人となりました。発足当時、ME/CFS は病気とすら思われていませんでしたが、地道に海

外の最新情報を翻訳し、神経内科医による研究班ができるまでになりました。会員は約 450 名です。 
 
【COVID-19 と ME/CFS】 
WHO のテドロス事務局長は 10 月 30 日の記者会見で、子供を含め年齢や性別を問わず後遺症の報告を

受けているとし、新型コロナウイルスは「相当数の人に深刻な後遺症を残す」と警告しました。10 月 21
日に国立国際医療研究センターより、日本初の新型コロナ後遺症に関する臨床研究が報告されました。 
 
ME/CFS の流行は、歴史的にウイルス疾患の集団発生後に起きており、ニューヨークでの EB ウイルス

の集団発生、ネバダ州のタホ湖における集団発生、ロンドンのロイヤルフリー病院での集団発生などが

あります。EB ウイルスやロスリバー熱、Q 熱などの集団発生の研究において、病気にかかった人の中

の約 12％は ME/CFS と診断されています。2002～2003 年の最初の SARS （別のコロナウイルスが原

因）の流行後、患者の 27％が数年後に慢性疲労症候群の診断基準を満たしたことを一つの研究は示して

います。そのため、COVID-19 も ME/CFS の引き金になる可能性があると多くの欧米の専門家は警告

してきました。詳しくは当法人 HP の「COVID と ME」(https://bit.ly/30LiIkx)をご覧下さい。 
 
こうした過去のウイルス性集団発生の科学的エビデンスを基にすると、COVID-19 の全感染者の 10～
12％が ME/CFS を発症すると推計され、日本において 1 万人規模の新たな ME/CFS 患者が生まれる可

能性を示しています。「新型コロナウイルスのパンデミックは、時間がたてば一種の ME のパンデミッ

クを作り出す可能性が非常に高い」と、ME/CFS の研究者でありマサチューセッツ総合病院の外科医で

あるロン・トンプキンス先生は、10 月 16 日付の TIME 誌の記事の中で語っています。 
 
米国国立衛生研究所（NIH）の国立アレルギー・感染症研究所所長であるアンソニー・ファウチ博士は

インタビューの中で、COVID-19 に罹患後に回復しない人々は、極度の疲労、認知機能低下、悪寒と発

汗、睡眠障害などを含む ME/CFS を強く連想させる症状を呈していると語りました。 
 
【COVID-19 と ME/CFS の関連について報じた主なメディア】 
9/14 NATURE     10/18  TIME     10/5  BBC News     5/30&10/24  The Washington Post 
10/22  The New York Times     7/9&8/8  CNN News     9/23  JAMA(米国医師会誌) 
8/19&9/13  Guardian    8/24  Medscape    5/2  The Telegraph    10/15  Harvard University  
4/6  The Globe and Mail    6/10  Bloomberg TV    6/4&9/8  The Atlantic  10/30  #MEAction 
7/28 東京都医学総合研究所 HP   9/8 週刊朝日   9/3 女性セブン   8/19 Yahoo News  
COVID-19 と ME/CFS 関連の論文  3/30&8/11  Neurology     6/25  Taylor＆Francis Online   
 ※上記の記事や論文は、当法人の HP に翻訳を掲載（https://bit.ly/38CKRj6）しています。 
 
【COVID-19 後に ME/CFS を発症するメカニズムの仮説】 
多種多様の異なった感染性微生物が ME/CFS の誘因になりえ、数々の攻撃に対する思いもよらない均

一の身体の反応が ME/CFS の原因である可能性があります。「コロナウイルスが ME の原因であると

示唆しているわけではなく、むしろウイルスに対する応答における生まれつきの免疫のメカニズムが

ME.CFS を引き起こしている可能性があります」と、コロンビア大学感染症と免疫センター長でありコ

ロナウイルスと ME/CFS の専門家であるリプキン博士は語っています。 

https://bit.ly/30LiIkx
https://bit.ly/38CKRj6


 



一般社団法人 全国心臓病の子どもを守る会  

 － 概要 － 

（2020年 11月現在） 

【組織】 

設立：1963年 11月  2010年 4月に一般社団法人へ 

会員：心臓病児者と家族   

      51支部（45都道府県） 会員数 3500世帯 

目的：医療制度の改善と社会保障及び教育制度の充実等、心臓病児者とその家族の幸せの

ために活動すること 

事務所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-7-3柄澤ビル 7F 

        電話 03-5958-8070  メール mail@heart-mamoru.jp 

【主な活動】 

機関誌 月刊「心臓をまもる」の発行 

行政への働きかけ 

  ・国への予算要望書の提出と陳情活動（厚生労働省、文部科学省） 

交流 

・支部ごとに療育キャンプ、クリスマス会などの病児と家族の交流会 

・心臓病者友の会（心友会：15歳以上の患者本人の内部組織）全国交流会（年 1回） 

 相談活動 

学習 

  ・支部ごとに医療、教育、就労などの講演会や相談会の開催 

啓発 

  ・全国大会の開催（年 1回） 

・出版物の発行 

     『心臓病児者の幸せのために～病気と制度の解説』（2016年 10月発行） 

     「心臓病児者をささえる社会保障制度」（2020年 10月発行） 

     「しんぞう手帳」（2015年 7月発行） 

     ハンドブック「こどもが心臓病と言われたら」年代別①～③ 

加盟組織   

全国社会福祉協議会障害関係団体連絡協議会 

  一般社団法人日本難病・疾病団代連絡協議会（ＪＰＡ） 

  認定ＮＰＯ法人難病のこども支援全国ネットワーク親の会連絡会 

  障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（障全協） 

  社会福祉法人全国心身障害児福祉財団 

  病弱、障害児の教育推進連合会（病障連） 

関連学会 

  日本小児循環器学会 

成人先天性心疾患学会 
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要求項目 
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1 

 

一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会 

2021年度国家予算に対する国への要求項目 

＜医療＞ 

１．心臓病児者への感染症対策の拡充を 

（１）感染した場合、重篤化しやすく生命の危機にかかわる心臓病児者については、その感染の疑

いがある場合、優先して感染症の検査を受けられるようにしてください。 

（２）感染症発生時に逼迫するマスクおよびアルコール消毒剤を十分に確保し、心臓病児者のいる

家庭に優先供給してください。 

（３）保健所が感染症対策に対応できるよう、保健師をはじめとした職員を増員して、機能を強化

してください。 

（４）遠隔地への受診回数を減らすために、専門施設でオンライン診療を行えるよう、診療報酬を

増額してください。また、近隣のかかりつけ医と専門施設の医師と患者との３者による診療

が行えるよう、診療報酬上の措置を行ってください。 

２．障害者への医療費助成の充実を 

（１）自治体の財政悪化により、独自に行っている福祉医療制度が縮小してしまわないよう、早急

に国保補助金減額によるペナルティをなくし、国からの財政的支援を行ってください。将来的

には、重度心身障害者（児）医療費助成は国の制度としてください。 

（２）自立支援法違憲訴訟団との基本合意文書で「当面の重要な課題」とされた利用者負担のあり

方の検討を早急に行い、住民税非課税世帯は全額公費負担としてください。 

（３）自立支援医療の利用者負担を決定する所得の範囲については、新型コロナウイルスでの影響

など、急な生活変化を考慮した柔軟な対応ができるようにしてください。 

（４）自立支援医療（育成医療）の経過的特例措置は恒久的な制度としてください。また、自立支

援医療（更生医療）に育成医療と同様の負担軽減制度を設けてください。また、障害者手帳が

なくても専門医の意見書により受給できるようにしてください。 

（５）補助人工心臓装着者や在宅酸素療法を行っているなど、長期的に管理が必要な心臓病者を「重

度かつ継続」の対象としてください。 

（６）自立支援医療を利用する患者と家族へ、遠隔地の専門医療機関で治療を受ける際の交通費と

宿泊費の補助を行ってください。 

３．小児慢性特定疾病・難病患者への医療費助成などの対策充実を 

（１）感染症対策の業務を行う上で、小児慢性特定疾病（以下小慢）・難病の医療費助成受給者だ

けでは支援の必要な患者の把握は困難です。重症度などにより対象外となっている患者につい

ても、自治体が患者のいる世帯を把握できるよう、軽症者登録を小慢・難病で進めてください。 

（２）小慢や難病患者にも同様の施策が届くように、自治体において障害福祉関連部局との連携を

進めてください。また自治体へも同様の周知をしてください。 

（３）利用者負担を決定する所得の範囲については、新型コロナウイルスでの影響などで収入が減

少した場合には減額・免除とするなど、急な生活変化に対応ができるようにしてください。 

（４）申請手続きを簡素化してください。また、認定期間は個々に状態に変化が見込まれる時期ま

でとして、毎年申請をしなくても済むようにしてください。申請にかかる診断書料は無料にし

てください。 

（５）小慢の心疾患の基準は、投薬などの「治療中」であることを基準とせず、経過観察中であっ

ても対象としてください。 

（６）医療費助成の対象(指定難病)要件を見直して、すべての心疾患を指定難病としてください。 

（７）小慢・難病患者の自己負担上限額を引き下げてください。とりわけ、低所得者（住民税非課

税世帯）と重症患者、補助人工心臓・人工呼吸器等装着者は無料としてください。 
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（８）患者が県外の医療機関で治療が必要な場合には、患者と付添いへの交通費と宿泊費を補助し

てください。 

（９）小慢・難病の助成対象は一般の医療費についても助成の対象としてください。当面は疾病に

起因する他臓器への合併症、続発症（例…フォンタン手術後の肝硬変、肝がん  チアノーゼ疾

患での腎機能障害）の治療を助成対象とすることを周知してください。 

（10）長期にわたる入院に対する食事代負担をさらに軽減してください。 

（11）小児慢性特定疾病児童等自立支援事業がすべての自治体で行えるよう、国からの予算を大幅

に増額してください。慢性疾病児童地域支援協議会の設置を必須として、患者・家族団体が事

業に参加できるようにしてください。 

３．心臓移植の推進を 

（１）厚生労働省と文部科学省が連携して、学校教育のなかで移植医療への正しい理解と知識の啓

発を行ってください。 

（２）臓器提供施設を拡充して、すみやかに移植施設へ搬送できるシステムを構築してください。

また、移植コーディネーターを増員し、レシピエントやドナーが安心して任せられる体制を整

えてください。 

（３）脳死状態の患者家族への臓器提供の説明と意思確認を診療報酬上の加算としてください。 

（４）移植医療での臓器搬送等は立て替え払いをしなくても済むように現物給付としてください。 

（５）長期に移植待機をしている患者に対しての生活面での支援を行ってください。 

４．医療保険制度の改善を 

（１）市販品類似薬の自己負担引き上げや保険外しなど、治療にかかわる薬や治療の保険外負担の

拡大はやめてください。また、入院時食事療養費の患者負担額を引き下げてください。 

（２）選定療養費などの保険外併用療養費の拡大による患者負担を増やすことはやめてください。

とりわけ差額室料や食事代の負担はなくすようにしてください。また、一般の病室が空いてい

ない場合や、医療上の必要性で差額のある部屋へ入院した場合に差額室料を徴収できないこと

を、医療機関に対して直接指導を行ってください。 

（３）先天性心疾患患者のような慢性疾患をもつ患者の場合には、傷病手当金の支給は同病での休

業であっても２回目以降も受給できるようにしてください。 

５．心臓病児者の医療体制等の充実を 

（１）新型コロナウイルスなどの感染症が再び広まった際にも、医療崩壊の心配がないよう、医師・

看護師の確保を進めてください。とりわけ、民間が行えない不採算な地域の医療を支える公立

病院を、採算ベースで削減することがないよう医療計画の見直しを行ってください。 

（２）ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）をはじめ、小児救急や周産期も含めた小児医療の充実に

必要な医師や看護師の確保、設備拡充を進めてください。また、地域に差がなく専門医療が受

けられるよう、小児循環器専門医（小児科・外科）を計画的に確保してください。 

（３）地域の身近な医療機関（診療所を含む）において、心臓病児者が日常的に医療を受けられる

よう、専門施設との連携を進めてください。 

（４）成人先天性心疾患患者に対応できる施設を各県に１カ所以上設置してください。その際は、

合併症や続発症に対応できる総合的な医療体制を構築してください。 

（５）胎児の段階で心臓病がわかった家族に対しては、精神的なフォローや社会的な支援が受けら

れるようにしてください。また、産婦人科と小児循環器専門医療施設との連携がとれる体制を

整備して、家族が正確な情報を得られるようにしてください。 

（６）都道府県が移行期支援センターの設置、移行期支援コーディネーターを配置するよう働きか

けてください。また、そのための予算的措置を行ってください。 

（７）専門医療機関の施設内、もしくは近隣に、病児や成人患者の家族が無料または安価で利用で

きる滞在施設を増やしてください。また、民間が行っている施設の運営費用と感染症対策への

補助を行ってください。 
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（８）再生医療の研究開発への予算を増額してください。 

（９）循環器対策基本計画において、先天性心疾患患者への医療と福祉の充実をはかる施策を位置

づけてください。また、国、都道府県の循環器対策推進協議会において、先天性心疾患患者と

家族の声を反映するようにしてください。 

６．災害時にも途切れることのない医療体制を 

（１）災害時にも診療と医療処置が途切れることのないよう、医療機関に対して十分な災害対策を

指導してください。また、医療機関の被災はすみやかに患者・家族に知らされるよう、被災情

報をわかりやすく公開してください。 

（２）電源の供給が受けられなかったり、酸素ボンベが足りなったり、自宅または避難所で在宅酸

素療法が行えないことがあります。災害時に非常用電源や酸素ボンベを確保して、必要な医療

を継続できるようにしてください。 

＜福祉＞ 

１．新型コロナウイルスの影響への対策として（障害福祉共通）  

福祉制度の所得制限、利用者負担の決定は、コロナウイルスでの影響などで収入が減少した場

合には減額・免除とするなど、急な生活変化に対応ができるようにしてください。 

２．身体障害者手帳制度の改善を  

（１）乳児期（３歳未満）でも身体障害者手帳の交付が受けられること、また、どのような制度が

受けられるのかなど、自治体窓口や指定医に対して制度の周知徹底してください。 

（２）申請における診断書料は無料、もしくは、相応の補助を行うようにしてください。 

（３）障害の状態に変化が見込まれない場合には、「永久認定」とするなど、不要な再認定を行わ

ないようにしてください。 

（４）先天性心疾患患者が 18 歳以降に再認定を行う場合には、「18 歳未満用」の診断書と認定基

準で行うようにしてください。そのために、疑義解釈１の「質疑」にある「新規で手帳申請し

た場合」を削除し、「回答」は「18歳未満用」で「判定する」としてください。 

３．障害児・者への手当制度の改善・充実を  

特別児童扶養手当の支給に関する法律に掲げられている通り「精神または身体に障害を有する

20歳未満の児童の福祉増進をはかること」の理念にもとづき、以下のように改善・充実を図るよ

うにしてください。 

（１）障害児・者への手当額を増額してください。また、所得制限を大幅に緩和してください。 

（２）特別児童扶養手当の認定における基準とシステムを根本的に見直して、必要な世帯に支給さ

れるようにしてください。当面は、以下の点を早急に改善してください。 

１）患者の日常の生活状況を十分に考慮に入れた認定が行えるよう、家族から「申立書」を添付できるよ

うにしたりするなど、認定システムを改善してください。また、降級・不支給の判定を行う際には、申

請者に対してその理由についてわかりやすく丁寧な説明を行うようにしてください。 

２）都道府県の認定医に先天性心疾患の専門医を加えて、適切な審査ができる体制を整えてください。ま

た、降級・不支給の判定を行うにあたっては、診断書作成医からも意見を聞くようにしてください。 

３）心臓病児の生活実態を表すには不適切な「一般状態区分表」を見直してください。病状に変化がない

にもかかわらず、年齢や一般状態区分のみを重視して支給を打ち切られる例がいまだに多く見受けられ

ます。都道府県に対して是正のための措置を行ってください。 

４）診断書作成時だけではなく、一定期間のうちに基準に該当されると判断される場合には、その時期を

考慮して判定が行えるようにしてください。 

５）特別児童扶養手当の診断書にある学校生活管理指導表の指導区分の記載は不適切ですので、診断書か

ら削除してください。 

（３）障害児福祉手当、特別障害者手当の認定基準は、医学的基準を重視した物ではなく、患者の

生活実態に見合ったものになるよう根本的に見直してください。 

（４）障害児・者への審査請求・再審査請求への審査結果が出るまでの期間を短縮してください。 
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４．障害者総合支援法の改善を  

（１）心臓機能障害でも、移動支援や家事援助などで十分な福祉サービスが受けられるよう、主治

医の意見を聞くなどして、適切な区分認定が行われるようにしてください。 

（２）移動支援は、どの自治体でも入通院、通学・通勤時にも利用できるようにしてください。 

（３）歩行が困難な心臓病者に電動車いすの補装具支給が適切に行われるよう、自治体に対して周

知徹底してください。 

（４）在宅で生活する上で医師が必要と判断した医療・介助器具については、日常生活用具の給付

の対象とするようにしてください。とりわけ、特殊寝台、パルスオキシメーターは心臓機能障

害にも必要であることを自治体へ示してください。 

（５）在宅酸素療法などの医療的配慮が必要な心臓病児者が、通所・入所できる施設をつくってく

ださい。また、障害児・者の施設職員の処遇を改善して質の向上をはかってください。 

（６）体調に変化のある心臓病者が通うことができる就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所をつくっ

てください。 

（７）就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所での賃金や工賃が大幅に増額されるようにしてください。

また、事業所職員の処遇を改善してください。 

５．心臓病者が安心して暮らせる所得保障制度の確立を  

（１）障害基礎年金を生活できるだけの金額になるよう大幅に引き上げてください。 

（２）申請者と不支給者数、その障害種別と都道府県ごとの状況など、毎年具体的に数字を公表し

て、制度の透明性を確保してください。 

（３）降級・不支給の判定を行うにあたっては、あらかじめ診断書作成医から意見を聞くようにし

てください。また、判定結果は、申請者にわかりやすく丁寧な説明を行うようにしてください。 

（４）認定基準を心臓病者の生活実態に見合ったものになるよう根本的に見直して、支援が必要な

心臓病者に適切に支給されるようにしてください。当面、以下の改善を要望します。 

１）働くことが困難、もしくは就労に大きく制限を受けている場合に年金が支給されるよう、20歳前障害

の障害基礎年金に３級を設けてください。 

２）患者の生活実態に見合わない「一般状態区分表」は見直してください。 

３）診断書作成時だけではなく、一定期間のうちに基準に該当されると判断される場合には、その時期を

考慮して判定が行えるようにしてください。 

４）免疫療法を継続している心臓移植後や人工心臓装着者は、１～２年経過後も１級としてください。ま

た、常時（24時間）在宅酸素療法を行っている患者で、就労が困難な場合には１級としてください。 

（５）認定における専門性を確保するため、障害年金センターの認定医に成人先天性心疾患専門医

を配置してください。 

（６）日常の生活状況が具体的にわかるよう、就労状況などの申立書の提出を更新時にも行えるよ

うにして、総合的な判定が行えるようにしてください。 

（７）審査請求・再審査請求に対する審査結果が出るまでの期間を短縮してください。 

（８）先天性心疾患患者が厚生年金加入後に状態が悪化して受給要件を満たした場合には、事後重

症制度を柔軟に適応するなどして、納めてきた保険料が年金額に反映されるような仕組みにし

てください。 

６．心臓病児への保育・学童保育の充実を 

（１）施設内の感染症対策を進めてください。 

（２）保育園の保育士、学童クラブの職員の処遇改善を進めて、人材確保に努めてください。 

（３）主治医が集団生活可能と判断した際には、保育園や学童クラブへの入所を断られることがな

いようにしてください。また、園と主治医や医療機関との連携を進めてください。 

（４）在宅酸素療法などの医療的配慮が必要な心臓病児の受け入れができるよう、保育園への看護

師配置を進めてください。 
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＜仕事＞ 

１．公的機関における障害者雇用制度の是正を  

（１）国および自治体などの公的機関においては、必ず法定雇用率を満たすようにチェック体制を

整備してください。雇用率未達成の場合には、その機関に対して何らかのペナルティを科す制

度を作ってください。 

（２）単に雇用者数を満たすだけでなく、心臓病者に対しては、通院や入院などに対する有給での

休暇保障制度、通勤方法、勤務時間、仕事内容などの雇用環境の整備を進めてください。 

２．民間企業における障害者雇用制度の改善を 

（１）在宅就労や時差出勤、短時間勤務など、心臓病者が働きやすい就業制度や職場環境の改善を

行う事業主への助成金・税制面などでのインセンティブを充実させ、柔軟な働き方への対応が

進むようにしてください。 

（２）経済的に困難をかかえる中小企業においても、障害者雇用が維持・推進されるように企業へ

の補助を行ってください。 

（３）障害者雇用の法定雇用率を大幅に引き上げてください。また、雇用率未達成企業への雇用納

付金と雇用調整助成金を増額してください。 

（４）民間企業において心臓病にかかわる治療のための有給休暇を制度化してください。また、疾

患の状態にあわせた就労時間、通勤、仕事内容について、本人と主治医からの意見にもとづき

配慮する制度を設けてください。 

（５）短期・非正規雇用で働いている患者が安心して働き続けられるよう、短時間勤務を障害者雇

用の法定雇用率に入れてください。 

（６）障害者手帳をもたない心臓病者の雇用が促進されるよう、難病患者を障害者雇用の法定雇用

率に入れてください。 

３．職業能力開発のための支援 

（１）医療機関と連携がとれた内部障害者向けの職業訓練施設を各都道府県につくってください。 

（２）ＩＣＴを活用したテレワークなどの在宅就労に対応できる技術などを身につけられるよう、

心臓病者への職業訓練を充実させてください。 

４．雇用保険制度の改善を 

体調の変化などによりやむなく退職をした場合には、雇用保険の待機期間は３カ月から１カ月

に短縮してください。 

５．実効性のある治療と仕事の両立支援を 

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の「心疾患に関する留意事項」

を、先天性心疾患患者の特性を理解できるような内容に充実させてください。また、ガイドライ

ンの実行によって休暇や勤務時間への配慮を行った場合には、給与の補償ができるように雇用保

険制度や傷病手当金などの整備行ってください。 
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＜教育＞ 

１．適切な教育の場の保障を 

（１）新型コロナウイルスなどの感染症予防のために、在宅でも学習と交流ができるようなオンラ

イン学習などの環境整備を行ってください。また、小中学校における感染予防の観点からも、

大幅に教職員の数を増やし、１学級あたりの児童数を 20人として、病児への配慮が十分行き届

くようにしてください。 

（２）通学、日常の学校生活、校外での授業などで、安易に親の付添いを求められることがないよ

うにしてください。そのために、学校と主治医との連携、障害福祉との連携を進めてください。 

（３）就学先決定にあたっては、早期から保護者への情報提供を行い、子どもに合った教育の場を

選べるよう就学前の相談ができる体制を整備してください。 

（４）心臓病児が通える特別支援学校 （病弱）を増やしてください。また、特別支援学級の設置を

進めてください。 

（５）在宅酸素療法などの医療的配慮が必要な心臓病児も、幼稚園や小中学校に通うことができる

よう、主治医や専門医療機関と連携を広めるなどして、柔軟な対応を進めてください。また、

小中学校へ看護師が配置できるよう予算を増額してください。 

（６）入院や自宅療養で学習の空白が生じることがないよう、スムーズな学籍移動により、訪問学

級・院内学級・通級などでも教育が受けられるなどの柔軟な対応ができるようにしてください。 

（７）地方自治体が小中学校にエレベーターや冷暖房の設置を早期に導入できるよう、補助を増額

してください。 

（８）特別支援学校の教室不足を早急に改善してください。 

２．子どもの将来を見据えた教育内容の充実を 

（１）厚生労働省と連携しながら、小児慢性疾病児自立支援事業に都道府県の教育委員会が積極的

にかかわるよう指導してください。 

（２）教職員、特別支援教育コーディネーター、養護教諭に対する心臓病児の障害特性の研修を充

実させてください。また、学校生活管理指導表を適切に活用して、過度な活動制限が行われな

いようにしてください。 

（３）心臓病のために体育実技ができないことで不利益が生じないよう、柔軟な授業のあり方と評

価方法を検討してください。公立高校の入学においては、体育の評価への配慮が行われるよう

にしてください。 

（４）特別支援学級の担任教諭は特別支援学校教諭免許状を取得している教員としてください。ま

た、状態に変化のある内部障害をもつ児童を理解するのには時間がかかりますので、担任は、

一定期間継続するような仕組みにしてください。 

（５）特別支援学級に在籍する病児の学校行事への参加で、安全面などでの配慮が必要な場合には

「どうしたら参加できるのか」を保護者と一緒に考えてもらえるような環境整備と合理的配慮

を行ってください。また、主要５教科の授業を普通学級に参加しなくても、評価がつくように

してください。 

３．災害時における心臓病児への対応の充実を 

自力で他の児童生徒と一緒に避難できない心臓病児が、震災などの緊急時に取り残されること

なく安全に避難できるよう、緊急体制のマニュアルや連絡カードを作成し、全員が助かる避難活

動を指導してください。  

４．「命の尊厳」について考える教育を 

児童生徒に対して、心臓病など見た目ではわからない病気や障害をもつ子どもがいることを、

ともに考え学び会う機会を設けてください。 
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2020年１１月 5日 

 

 

 

一般社団法人 全国心臓病の子どもを守る会 

会長  神永芳子 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-7-3柄澤ﾋﾞﾙ 7階 

電話 03-5958-8070 

 

新型コロナウイルスに関わる緊急教育アンケートを踏まえた要望書 

先天性心疾患患者は新型コロナウイルスに感染すると重症化リスクが高いと言われています。その

ため、「もしも感染してしまったら…」という親の不安はとても大きく、親や同居しているきょうだいや家

族も「絶対に感染することはできない」という思いでいます。 

  そのようななか、「密」な状態の学校に通わせていいのか？ということは大きな問題でした。病児の

いる家庭では、感染への不安に加えて、学習の遅れに対する不安、友だちとの関係、子どもと親のメン

タル面での問題など、コロナ禍がはじまってから、様々な悩みを抱えながら過ごしています。また、病児

のきょうだいについて配慮が必要なことはあまり認識されておらず、ほとんど支援はありません。いまだ

に新型コロナについては未知の部分が多いため、どのように怖れていいのかわからないまま、さらに、

行政の方針も二転三転したなかで、病児も親も心身とも疲弊しています。 

  新型コロナ感染拡大の第３波の到来や、インフルエンザの流行をむかえる冬の到来をむかえる今の

時期こそ、今後の対策をしっかり検討していかなければなりません。 

 当会の会員を対象に実施したアンケートの結果を踏まえ、以下要望いたします。 

 

【要望事項】 
○ 学校での感染防止対策の徹底を 

 子どもも大人も、マスク着用、手洗い、消毒、換気、体調管理といった基本的な感染予防の徹底が

必要なことは当然のことです。しかし、感染が広まっている最中でも十分徹底されてこなかった様子

がうかがえました。まずは、教員の意識を高めていくこと、そして、児童が正しい感染予防の習慣を

身につけていけるよう徹底してください。 

○ 教員を大幅に増員して 20人学級の早期実現を 

 現在、１クラス 40人（低学年 35人）という児童生徒数では、密な環境を回避することはできませ

ん。また、教員が一人ひとりの子どもたちにより目を配ることができるようにするためにも、少人数学

級は早期に実現しなければなりません。コロナ禍が終息した後でも、障害・慢性疾患をもつ子ども

が、普通学級で一緒に学べる環境を作るためにも、クラスの少人数化は必要なことです。教員の人

数を増員して 20人学級を早期に実現してください。 

○ 医療と教育との連携によりその子にあった教育の実現を 

 病児の状態を理解していて、親が一番頼りにしているのは心疾患の主治医です。コロナ感染時の

重症化リスクの把握や、普段の体調管理には主治医の判断が必要です。刻々変わっていく状況の

なかで、正しい知識と情報にもとづき対応することが何よりも大事です。そのために、学校と主治医

が密に連携をとるように周知してください。 
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○ オンライン授業の環境整備と授業内容の充実を 

国はオンライン授業を推進しようとしていますが、地域や学校によっての対応の差は大きく、いま

だ整備は進んでいません。まずは、すべての学校で環境を整えて実施できるようにしてください。そし

てさらに、その授業内容が充実したものになるよう、国が好事例を示したり、モデル事業を行うなど、

具体的な方法を現場に伝えてください。またその際、感染リスク防止のために休まざるをえない子ど

もを置き去りにすることがないよう、問題を抱えている児童の家庭を優先的に支援したり、通常の授

業とオンライン授業を併用したりするなど、個々の状況に応じた柔軟な対応を行うようにしてくださ

い。 

○ 親や子どもが安心して相談できる窓口を 

コロナ禍において、病児も親も大きなストレスを抱えています。感染のリスクから学校を休まざるを

えない子どものストレスを軽減することや、自主的な休校がいじめなどにつながらないようにするこ

とが必要です。そのために、子どもや親が抱えているメンタル面での問題を、いつでも安心して相談

できる窓口を作ってください。 

○ コロナ対策だけではなく根本的な教育の在り方の検討を 

コロナ禍は、日ごろの問題を大きく浮き彫りにし、何を大事にしていかなければならないのかを明

らかにしました。何よりも問題なのは、様々な課題が地域や学校現場に任せきりになっていることで、

子どもたちのおかれている状況に大きな格差が生じていることです。今こそ、国として根本的な教育

の在り方を見直して、どこにいても、安心して学校に通わせることができる教育環境を実現させてく

ださい。 

 

以上 

 



新型コロナウイルス感染症拡大のなかでの

心臓病児の学校生活アンケート調査結果

2020年10月

一般社団法人 全国心臓病の子どもを守る会

アンケートの実施方法

〔目的〕

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が終息が見えないなかで、心臓病児がどのような生活を送って
いるのか、学校教育の問題を中心に明らかに。それを、国や自治体の感染症対策への要望の根拠と
して活かしていく。

〔期間〕

2020/7/17～8/31  Web回答形式（書面での回答2通）

〔対象〕

病児またはきょうだいに小学生、中学生、高校生のいる会員世帯

（きょうだいが未就学の場合でも就学中の児童がいる世帯を含む）

〔回答者〕

36都道府県 209世帯

そのうち病児が未就学できょうだいが学校に通っているのは12世帯（6％）

新型コロナの感染が広まり、全国一斉休校、そして、再開…

かつて体験したことのない状況のなか、

心臓病児はどのような学校生活を送っていたのか知ってください
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病児ときょうだい

の両方が小中高生

99

47%

病児が小中高生

98

47%

病児は未就学できょう

だいが小中高生

12

6%

回答者 n=209

普通級

133

67%

特別支援学校

23

12%

特別支援学級

41

21%

病児の通う学校種別 n=197

n %

公立 171 86.8%

私立 26 13.2%

13人

17人

17人

19人

13人

16人

12人

27人

18人

14人

18人

13人

12人

小学1年生

小学2年生

小学3年生

小学4年生

小学5年生

小学6年生

中学1年生

中学2年生

中学3年生

高校1年生

高校2年生

高校3年生

小中学生はいない

病児の学年 (人）

アンケートの回答者

7

1

3

7

1

14

19

15

18

4

4

5

2

4

1

12

3

5

3

22

2

4

20

1

3

3

1

10

1

1

1

1

3

1

4

3

北海道

宮城

福島

群馬

茨城

千葉

埼玉

東京

神奈川

静岡

石川

富山

福井

長野

岐阜

愛知

滋賀

大阪

兵庫

京都

奈良

岡山

広島

島根

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

回答者の在住地域 36都道府県



13.9%

12.0%

9.6%

7.7%

7.7%

5.7%

4.8%

4.3%

3.3%

3.3%

2.9%

2.9%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.0%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

ファロー四徴症

単心室

両大血管右室起始症

左心低形成症

その他

三尖弁閉鎖症

無脾症

肺動脈閉鎖症

大動脈弁狭窄・閉鎖不全症

修正大血管転位症

純型肺動脈閉鎖症

心房中隔欠損症

肺動脈弁狭窄・閉鎖不全症

僧帽弁閉鎖不全症

多脾症

房室中隔欠損症

拡張型心筋症

完全大血管転位症

総肺静脈還流異常症

大動脈縮窄・離断複合症

大動脈縮窄症

肥大型心筋症

不整脈疾患

総動脈幹遺残症

肺高血圧

エプスタイン病

単心房

動脈管開存症

心室中隔欠損症

病児の主疾患 n=209

Ｂ

10

4.8%

Ｃ

44

21.1%

Ｄ

78

37.3%

Ｅ

62

29.7%

不明

15

7.2%

学校生活管理指導表の指導区分
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新型コロナウイルス感染症に病児の親はどう感じているか

循環器疾患をもつ患者は、新型コロナウイルスに感染すると重症化のリスクが高いと言われています。

親としては、病児の感染に対して非常に不安を抱いた生活を送ってきました。そのために、同じ家に住

んでいる親や家族も感染をすることはできないという思いも強くもって生活を送っています。

学校の感染対策への不安（自由回答より）

マスク
手洗い
消毒

⚫ 一斉登下校で玄関が密集している、マスクをしないで大きな声で話したり走ってい

る児童を見かける。（北海道・小学校低）

⚫ 先生が見ていないと感染対策に取り組めない。マスクはずす、手洗いしないなど。

先生もマスクしていないことがある。（愛知県・小学校高）。

⚫ 自主性に任せて、部屋の入り口に消毒液が置いてあるだけ。（群馬県・中学生）

⚫ 児童はほとんどマスクを着用していません。教員も布マスクなど、感染症対策には

不安な装備です。ソーシャルディスタンスもなにも関係なく普通に過ごしています。

手指の消毒も行っていません。児童にトイレ掃除などさせていますが、危険です。

特に低学年は。（京都府・小学校低）

⚫ 暑いので仕方ないかもしれないがマスクなしで近距離で話している生徒も結構いる。

たまに教師も。冷房が入っているためか換気もそんなにしていないようだ。（愛媛

県・高校生）

換気 ⚫ 生徒間の距離と真夏の冷房しながらの換気。病児は暑さに弱い。（埼玉県・高校

生）

健康
観察

⚫ 熱、咳、鼻水の有無、体調不良などが自己申告だから、曖昧です。（広島県・小学

校低）

⚫ 検温は自己申告。咳をしていても来ている子がいる。（徳島県・中学生）

⚫ 登校時、健康観察カードを受付で見せるために並ばせているが、8時にならないと

先生は受け付けない。8時前に沢山の児童が登校しており、下駄箱が密になってい

る。（東京都・小学校低）

クラス
人数

⚫ 37人クラスで間隔が保てない点が不安。（広島県・中学生）

⚫ 1クラス35から40人が全学年全クラスは多すぎ。分散登校にしてほしい。しかも、1

クラス40人前後の人数での休み時間を今までのように5分とかやめてほしい。（東

京都・小学校低）

意識
格差

⚫ 病児への理解がえられない。休むことも考えていることを伝えると、「心配のし過

ぎでは？」や、休んだ場合の欠席扱いはどうなるか聞くと、何を言っているのか？

という感じだった。（愛媛県・小学校高）

⚫ 配慮のない言い方をされました。心臓病の子がコロナになったらどうなるの？学校

には来ないでください。または具合が悪いときは休んでくださいと言われました。

（福島県・中学生）
4

97.1%
80.9%

36.8%

36.4%

11.5%

1.0%

0.5%

病児、自身、家族が感染する

ワクチンや治療法が確立していない

子どもの教育への影響

心臓主治医の病院で治療を受けられない

家庭の経済状況への影響

その他

特に心配はない

新型コロナウイルス感染症について不安に思っていること n=209



休校期間の間の学校生活について

69.4%

44.5%

14.8%

6.2%

3.3%

2.4%

2.4%

授業ではなく自宅で学習していた…

自宅で遊んでいた

学校のオンライン授業等に参加していた

学校の特別預りや学童に行っていた

放課後等児童デイサービス

その他

入院または在宅で治療をしていた

休校期間中に病児はどのように過ごしていたか n=209 複数回答

• ２月27日からの全国一斉休校は、大きな戸惑いの声とともに、学校に行かせることに心配な思いをもっ

ていた病児の親たちからは安堵の声も少なからずありました。その後の病児の生活は、オンライン授業

が行われた学校は少なく、自宅での自主的な学習や遊びといった家庭内での生活となりました。自宅中

心となったため、運動不足、友だちとの交流がない、学習への対応に困ったとの声がありました。

• プリントなどの課題、メール、担任からの電話などが主でした。オンライン授業、クラスや先生やクラ

スメイトとの交流は一部でした。

2.8%

54.0%

10.7%

24.2%

1ヶ月以内

（1ヶ月より長く）2ヶ月以内

（2ヶ月より長く）3ヶ月以内

3ヶ月より長かった

休校期間 n=209

5

88.5%

63.6%

47.4%

17.7%

14.4%

11.5%

7.7%

1.4%

プリントなど学習課題

プリントやメールで連絡

電話での担任等との談話・指導

訪問での担任との談話・指導

オンライン授業

オンラインでのクラスや先生との顔合わせ

その他

何もなかった

休校中の学校からのサポート n=209 複数回答



261件

239

129

93

81

45

8

4

6

体調管理（運動不足・食事・不規則な生活）

学習

友だちと会えない・話せない

ゲーム・YouTube・SNSの影響

子どもと親のメンタル

親の就労

何をしたららいいのかわからない

その他

特になし

休校中に困ったこと ｎ=209 （複数回答）

突然の長期の休校で多くの問題をかかえていました。

• ふだんと違う生活に体調管理に困っていました。学習面の心配も同じぐらいありました。

• 学習面では「自発的に勉強しない」「どのような家庭学習をさせればよいのかわからない」

「学校から十分な支援がない」ことに困っているという声が多くありました。

• 親も子も多くのストレスをかかえて過ごしていました。

• 親の仕事にも影響が出ていました。

78.4%

55.0%

18.9%

4.5%

2.7%

授業ではなく自宅で学習していた

（自主学習や塾などを含む）

自宅で遊んでいた

学校のオンライン授業等に参加していた

学校の特別預りや学童に行っていた

その他

きょうだいはどのように過ごしていたか n=111

6

きょうだいについて



学校再開後のようすについて

ある

54

27%

ない

143

73%

n=197

66.7%

18.5%

3.7%

1.9%

1.9%

1.9%

9.3%

10日間以下

11日間以上14日…

15日以上19日以下

40日以上49日以下

50日以上59日以下

60日以上69日以下

70日以上

欠席した期間 n=54

66.7%

37.2%

26.3%

14.8%

37.5%

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

不明

欠席させた病児の

学校生活管理指導表の指導区分 n=54

Ｂ（運動不可）

Ｃ（軽い運動可）

Ｄ（中等度の運可）

Ｅ（強い運動可）

自主欠席

した

15人

自主欠席

した

39人

していない

15人

していない

128人

0% 50% 100%

医療的ケアあり

n=30

医療的ケアなし

n=167

病児の医療的ケアの有無と自主欠席 n=197

医療的ケア

自主欠席 あり なし 合計

ある 15 39 54

ない 15 128 143

合計 30 167 197

欠席割合 50% 23% 27%

再開後に家庭の判断で自主的に欠席

した病児はおよそ３人に１人

• 多くは２週間以内ですが、70日以上も

休まざるをえなかった病児もいました。

休んでいる間は、概ね「出席停止扱

い」の対応をしてもらえていました。

• 普段、運動制限が大きい子どもほど自

主的に欠席をしている割合が多くなっ

ています。制限がほとんどない「Ｅ」

でも約15％いました。

• 在宅酸素療法などの医療的ケアを必要

としている病児の半数は自主欠席をし

ていて、それ以外の子どもたちの倍の

割合でした。

7

家庭の判断で病児を欠席させたことがあるか



50.0%

37.0%

24.1%

24.1%

18.5%

13.0%

13.0%

3.7%

プリントなど学習課題

オンライン授業

何もなかった

訪問での担任との談話・指導など

プリントやメールで連絡があった

オンラインでのクラスや先生との

顔合わせの機会

電話での担任等との談話・指導など

その他

感染防止のために欠席させた病児への学校からのサポートは
n=54（複数回答）

４人に１人はサポートがなかった
• 自主欠席をしている子どもたちは、その間、プリントの課題学習、オンライン授業などの

サポートを受けていました。

• 約４人に１人が担任の訪問がありました。

• 一方、「何もなかった」という回答も約４人に１人いました。

感染リスクが欠席させるほどではないと感じている家庭は３割しかいない

• 感染の動向に注意を払いながら通わせているのが現状です。

• また、「子どもたちが学校に行きたい」ということと、「学習面での遅れ」の心配から

通学をさせています。また、「親の仕事への影響」もありました。

• 「差別やいじめ」を心配した声もありました。
8

58.9%

53.8%

48.2%

31.5%

10.2%

9.6%

4.6%

3.6%

感染症の今後の動向を注視しながら、

様子見で通学させている

子どもが学校を楽しみにしている

子どもの学習の遅れを心配している

感染のリスクは欠席させるほど高くない

仕事等で通学させないと預け先がない

その他

出席はしていない

感染リスクは感じたが、欠席が差別やいじめにつ

ながると思った

（部分的にでも）学校へ出席させている理由 n=197（複数回答）



n %

1日間 2 1.8%

4日間 1 0.9%

7日間 1 1.8%

11日間以上14日間以下 2 0.9%

50日間以上59日間以下 1 0.9%

n %

プリントなど学習課題が出された 5 2.3%

プリントやメールで連絡があった 3 1.4%

電話での担任等との談話・指導などがあった 3 1.4%

何もなかった 1 0.5%

学校再開後にきょうだいに自主欠席させたことはありますか

病児のきょうだいの自主欠席の期間

病児のきょうだいへの自主欠席中の学校からのサポート
（複数回答）

ある

7

6.3%

ない

104

93.7%

n=111

• 学校再開後、病児のきょうだいは、ほとんど学校へ通っていました。

• 自主欠席をした家庭でも、長期の欠席はわずかです。

9

きょうだいについて



新型コロナウィルスに関して学校と主治医で
コミュニケーション（手紙などを含む）ができていますか

できている

59

29.9%

できていない

138

70.1%

n=197

主治医と学校との連携は３割しかとれていない
• 子どもの心臓病に対する新型コロナウイルス感染症に対してのリスクは、個々の病状によって

違います。そのため、家庭で判断するのはとても難しいです。

• そのような時に、主治医からの意見はとても重要ですが、学校と主治医が直接やりとりした家

庭は約３割ほどでした。

10

学校の感染対策で現状やっていて良いと思うこと、
現状やっていないけれど今後やってほしい事を教えてください

87.6%

83.3%

82.8%

78.0%

72.2%

69.4%

62.7%

61.7%

26.3%

20.1%

5.3%

マスクの着用

手洗いの徹底

十分な換気

全校の健康観察

ソーシャルディスタンスの確保

行事等の見直し（プール､鉄棒､

体育祭､宿泊行事など）

向かい合っての作業を避ける

（給食やグループワーク）

学校環境の消毒

分散登校

生徒による掃除の取りやめ

その他

n=209（複数回答）
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コロナ禍での学校生活に望むかたち

83.9%

46.8%

14.5%

4.8%

オンライン授業の実施充実

オンラインホームルーム

（先生やクラスメイトとの顔合わせなど）

クラスとの交流機会の確保

（オンラインホームルーム以外）

その他

オンライン授業を希望している人の内容 n=124

55.3%

17.8%

16.8%

7.6%

2.5%

通常登校とオンライン授業

通常登校と家庭学習+学校からの支援

通常登校

オンラインで授業

家庭学習＋学校からの支援

病児についてどのような学習の形を望んでいるか n=197

43.2%

34.2%

17.1%

1.8%

0.9%

2.7%

通常登校とオンライン授業

通常登校

通常登校と家庭学習+学校からの支援

オンラインで授業

家庭学習＋学校からの支援

無回答

きょうだいに望む授業形態 n=111

状況を見ながらオンライン授業と通常登校の使い分けを
• 病児については、半数が通常登校とオンライン授業を状況を見ながら使い分けるこ

とを望んでいました。オンライン授業のみの希望は少なく、柔軟な対応が望まれて

います。また、オンライン授業の充実を願っている声も多数ありました。

• きょうだいには通常登校を望む声が多くなるがオンラインとの併用を望む声も多く

ありました。
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オンライン授業ついて

オンライン授業に必要な機材のうち、子どもが利用できる状態で家庭にあるもの

80.9%

67.0%

63.2%

54.5%

1.0%

0.5%

パソコン

スマートフォン

タブレット

十分なネットワーク環境

使える機材はない

その他

提供された
56

26.8%

提供されな

かった
153
73.2%

オンライン授業の提供

n=209 17.0%

27.1%

26.3%

37.8%

小学校（低学年）

小学校（高学年）

中学校

高校生

病児の学年別のオンライン授業の実施 n=197

休校期間中や学校再開後にオンライン授業は提供されたか

53.6%

53.6%

39.3%

10.7%

16.1%

オンライン授業用、自宅学習用の

プリント配布

YouTube等の教材の提供

オンラインで教師や児童との交流

オンラインでの個別指導

その他

オンライン授業の具体的内容 n=56

• オンライン授業を受けるためのネットワーク環境の整備が整っていません。

• オンライン 授業の提供は 30 ％に満たない状況でした。•

• 交流の機会や個別指導のない「 YouTube 」等の一方向のオンライン授業が多く見受けられました。

（YouTubeでも交流併用はある）

• 学年別では小学校 低学年でのオンライン授業が進んで いません。

• 私立の学校に比べて公立校での導入が遅れています 。

19.3%

76.9%

公立 n=171 私立 n=26

病児の通う学校での

オンライン授業実施率

公私差 n=197

小学生(低) 小学生(高) 中学生 高校生

提供された 8 13 15 17

提供されなかった 39 35 42 28

合計 47 48 57 45

オンライン授業の割合 17% 27% 26% 38%
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これまでに学校からオンライン授業を提供されたことがあるかどうかによって、
今後、併用を含めたオンライン希望があるかどうかに差があるかを見てみると

71.7%

59.7%

62.9%

これまでに提供された

ことがある

提供されたことがない

全体

併用を含めたオンライン授業を希望する割合

どのような形を希望しているか？
オンライン授業の経験

合計
あり なし

オンラインで授業を受けさせたい 7 8 15

通常登校とオンライン授業を使い分けたい 31 78 109

家庭学習をメインにして学校から支援を 1 4 5

通常登校と家庭学習（+学校からの支援） 8 27 35

通常登校をさせたい 6 27 33

合計 53 144 197

併用を含めたオンライン希望の割合 71.7% 59.7% 62.9%

86.7%

52.2%

オンライン交流の機会等を経験

したことがある場合

YouTube等のみのオンライン授業

を経験したことある場合

併用を含めたオンライン授業を希望する割合

どのような形を希望しているか？
交流の機会等を
経験した場合

YouTube等
のみ

オンラインで授業を受けさせたい 6 1

通常登校とオンライン授業を使い分けたい 20 11

家庭学習をメインにして学校から支援を 0 1

通常登校と家庭学習（+学校からの支援） 2 6

通常登校をさせたい 2 4

合計 30 23

併用を含めたオンライン希望の割合 86.7% 52.2%

※「YouTube等のみ」はYouTube等のツール提供とプリント配布のみの交流の
機会や双方向・個別授業のないケース

オンライン授業を受けた経験がある親は継続を望んでいます。
提供されたオンライン授業の質が不十分だと、期待値も下がります。



• オンラインは授業は 充実には至らないけど ただ休んでいるだけよりは良いと思う。でもオン

ラインでは 交流する事は難しいと思う。（北海道・高校生）

• 1日中画面を観るので、目が疲れる。Live授業以外では、課題を後で提出出来る為、体調に合わ

せて参加可能。低酸素の為、朝体調不良が多い為、通常だと欠席する場合も、オンラインだと普

通に授業を受けられ、欠席にならないのは良いと思います。（千葉県・高校生）

• ホームルームをzoomで行いクラスメイトとの顔合わせができた点が良かった。授業は先生の作っ

たものだったが、正直、既存の映像授業の方が興味を惹きつける力に優れている。授業後のプリ

ント解説や質問を少人数のオンライン講習に当ててもらった方が良い。（埼玉県・高校生）

• 休校中、ほぼ時間割通りオンライン授業があり、学習面、生活面共に助かりましたが、どうして

も教員対生徒約30人で一斉授業の受け身の学習がほとんどのようでした。オンライン授業も指導

者の声掛けや工夫次第で、グループセッションに分けて意見交換をしたり、学び合いや予め個人

が調べ学習して発表したりもできます。まして、こんな時だからこそ、指導者は一方的に教える

だけではなく、特に中高生には自分たちで考えたり、工夫したりする能動的、積極的な学びを提

案し、促すファシリテーターの役割を担ってほしいと思います。（埼玉県・高校生）

• 体育の時間も参加させてもらえる。ボール入れなどは、子供が指示する通に先生が投げてくれた

り。オンラインであっても日直を担当させてくれて、一緒に参加している状態を作ってくれてい

る。低学年の場合は、事前に送られてきたプリントを用意したり、先生の指示や言っている事を

理解出来ない子どもに対して、内容を噛み砕いて伝え直したり、親がつきっきりでフォローする

必要がある。（千葉県・小学校低）

• はじめ市販のオンライン教材も良いと思いましたが、ただ動画を視聴するだけなので、別の

YouTubeを見たり、勉強意欲の低い子にとっては誘惑が多く困りました。ズーム会議とかの様に

その時間の子供の様子を見て授業して頂けるシステムをもっと取り入れてほしいです。（東京

都・中学生）

• 著作権の関係で教科書や資料は出せないとのことだったが、子供には理解できないことで、授業

も理解しにくかった。特別に許可をとれなかったのだろうか。（埼玉県・小学校高）

• トラブルを避けるためか、休み時間になるとオンラインで繋がっているのに画面を隠されてし

まったので孤独感があった。学校に機材を持ち込んでオンライン授業ができるように親が整えた。

学校と教育委員会に危機感がない。先生にさえ一人一台PCやタブレットが手元にない。（徳島

県・中学生）

• 生活リズムが整う。やる気の維持。学校やクラスとの繋がりを感じられる。あるのとないのとで

は雲泥の差。（東京都・小学校高）

• 休校中に週1回電話やzoomで担任と病児・きょうだい児との談話の機会があり、外出できない子

供たちにとって家族以外の人と話す貴重な機会になってとてもよかった。休校あけの短縮授業中

も午後に20分×2度のオンラインホームルームの機会があったが、それも友人の顔を見る良い機

会になって助かった。市販のオンライン教材は授業の臨場感がないという意味で、やはり学校教

育に参加できる形が望ましい。オンライン授業はどうしてもついていくのが困難なことが起こっ

たりするので、学科授業の他に週1～数回、オンライン参加者と教員との間で個別の面談等で質

問を受け付けてもらったりしたほうが良いと思う。そういう個別の談話の機会は子どもの心理面

でも大変重要。（京都府・小学校低）

学校のオンライン授業のよかった点・よくない点
こうすればよくなると思うこと

（自由回答より）
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2020 年 11 月 24 日 

要望書 

立憲民主党 
代    表   枝野幸男 様 
政務調査会長   泉健 太 様 

全国「精神病」者集団 
 
日ごろより障害者政策にご尽力くださり心より敬意を表しております。 
精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約（以下、障害者権利条約）

の趣旨を鑑みたものとなるように、以下のとおり要望を申し上げます。 
 
Ⅰ 総論 

１）精神障害当事者の参画 

政策委員会の構成員には、精神障害をもつ有識者やピアサポーターの職能研修機関に所

属する精神障害者はいるものの、病棟患者自治会や地域患者会、自立生活センターの当事

者スタッフなど幅広い精神障害当事者によって構成された団体に所属する精神障害当事者

がいません。全国「精神病」者集団をはじめとする精神障害当事者の団体に所属する精神

障害当事者を構成員にして障害者政策を精神障害当事者の観点から監視できるようにくだ

さい。 

２）障害者の権利に関する条約の履行 

障害者の権利に関する条約第三十九条による障害者の権利に関する委員会からの提案及

び一般的な性格を有する勧告が行われたときには、障害者を代表する団体の参画の下で、

当該提案及び勧告に基づく現状 の問題点の把握を行い、法律の見直しを始めとする必要な

措置を講じてください。 

 
Ⅱ ピアサポーター（福祉サービス） 

１）ピアサポーター加算 

ピアサポート加算は、重度訪問介護をはじめとする訪問系サービスや就労支援系のサー

ビスなど全ての障害福祉サービスに適用できるようにしてください。また、加算要件であ

る研修の受講は、地域包括ケア補助金と地域生活支援事業を財源とした研修のみを加算要

件とはせず、医療介護総合確保基金や地方公共団体独自の予算を財源とした研修も加算要

件の対象にてください。 
２）ピアサポーター研修 

 ピアサポーター研修の想定するピアサポーターは、事業所に雇われた精神障害者に限定

されており、自立生活センタースタッフ、病棟患者自治会、地域患者会などのピアサポー



ターが想定されていません。また、当事者団体がピアサポーターの範囲に含まれていませ

ん。ピアサポーターの範囲を見直してください。 
 

Ⅲ 障害者総合支援法の見直し 

１）通院等介助の自宅発着条件 

通院等介助は、自宅発着条件を削除してください。また、勤務先から通院先までの移動

にも使えるようにしてください。 
２）障害支援区分と行動障害点数 

重度訪問介護は、長期入院者等の退院後の地域生活の資源としてきわめて重要です。し

かし、多くの精神障害者は、障害支援区分 4 以上・行動障害 10 点以上が出ないため見守り

のニーズがあっても重度訪問介護の利用ができません。行動障害 10 点の撤廃と支援区分 4
以下への適用拡大をしてください。また、入院中の重度訪問介護の利用についても支援区

分 4 及び 5 に適用拡大してください。 
３）通勤、勤務中等の利用 

重度訪問介護は、通勤、勤務中、通学、修学中の利用を認めるべきです。重度訪問介護

の移動制限である「通年かつ長期にわたる外出」を削除してください。 
 
Ⅲ 精神保健福祉における措置入院者等の退院後支援 
第 193 回通常国会で審議入りした精神保健福祉法改正法案は、多くの問題が指摘され廃

案になりました。廃案の後、「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止

策検討チームの報告書」の再発防止策の提言に基づいて「地方公共団体による精神障害者

の退院後支援に関するガイドライン」が作成されました。そして、2020 年度から「精神障

害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業」の補助金メニューに新たに退院後支

援が入りました。このことで精神医療と犯罪防止が結びつけられ偏見が助長されるのでは

ないかと深刻に憂慮します。 
また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業『精神障害にも対応

した地域包括ケアシステム構築のための手引き(2019 年度版)』には、退院後支援のモデル

事例として鳥取県の取り組みが紹介されています。「鳥取県措置入院解除後の支援体制に係

るマニュアル」は、精神保健福祉法改正法案が審議入りする前の 2017 年 3 月に公布され

たものであり、治安的色彩が強く事例としても不適切です。このような不適切な事例を用

いた委託事業の報告書を踏まえて補助金事業が各地で運用されていくことは極めて問題で

あると言わざるを得ません。 
 これら一連の流れを踏まえ、2021 年度からは「精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テム構築推進事業」の補助金対象から退院後支援を削除してください。 
 

 



Ⅳ 長期入院の解消 
１）筋ジストロフィー病棟からの在宅移行 
国立病院機構が保有する、いわゆる筋ジストロフィー病棟からの在宅移行に関する実態

把握をおこなうとともに、地域生活のための基盤整備をおこなってください。 
２）精神病床における長期入院の定義 

現行の医療計画における基準病床算定式は、1 年以上在院者を長期入院と定義しています。

しかし、私たち精神障害者は、実際に入院して 2 ヶ月であっても非常に長期間であると感

じています。そのため、基準病床算定式における長期入院の定義は、現行の 1 年以上在院

から半年以上在院へと改めてください。 
３）障害福祉計画の国の指針 

障害福祉計画の国の指針には早期退院率 1 年以内 92%が書き込まれましたが、これでは

新規入院者の約 15 人に 1 人が新たに 1 年以上長期入院になってしまいます。長期入院は、

原則としては不要なので、新たな長期入院者が作り出されないような計画にしてください。 
 
Ⅴ 障害者差別解消法の見直し 

障害者差別解消法の見直しに係る内閣府の障害者団体ヒアリングについては障害者団体

の意見書と議事録をすべて公開の対象としてください。 
 
Ⅵ 医療観察法の廃止 

医療観察法の計画整備に関する予算は医療観察法自体の問題を鑑みて従来通りの多額の

予算の計上は見送り、他に本来かけるべき予算のほうにこそ重点的に計上するようにして

ください。 
 

以 上  
 
 
 
 

〒164-0011 
東京都中野区中央 2―39―3 
Tel 080-6004-6848（担当：桐原） 
E-mail jngmdp1974@gmail.com 

 



 



 
立憲民主党「つながるフェス２０２０」 

コロナ禍における盲ろう者が置かれた状況と取り組み、政策要望について 

 

社会福祉法人全国盲ろう者協会 

 

１．コロナ渦における盲ろう者が置かれている状況と本協会の取り組み 

 外出制限の状況下において、全国各地で盲ろう者関係団体が主催する各種イ

ベントや学習会等が中止を余儀なくされました。また、盲ろう者が通所してい

る就労支援事業所や作業所等も長期に渡って休所となりました。 

 そのため、盲ろう者の外出の機会が減り、人とコミュニケーションを取った

り、必要な情報を得ることができず、孤立した不安な毎日を送っていました。 

 三密(密閉・密集・密接)を避けるよう、国や自治体から呼びかけられていま

すが、盲ろう者は人と直接触れたり、近くに人がいないと、会話ができず、自

由に外出できなくなり、大変つらい状況に置かれました。 

 非常事態宣言解除後、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業や同行援護事業を

徐々に利用できるようになってきていますが、盲ろう者や通訳・介助員は感染

リスクにさらされながら活動しています。 

 本協会では、第２９回全国盲ろう者大会を中止とし、秋に予定していた各種

研修事業は来年１、２月頃に延期し、各事業の企画委員会をオンラインで行う

という初めての試みを行っています。 

 ＩＣＴ（情報通信機器）を使用できている盲ろう者はまだまだ少ない状況で

す。今後、新型コロナウイルス感染拡大の終息が見通せない状況で、各方面の

会議やイベント等でオンライン化が進むだろうと考えられますが、盲ろう者が

参加できるようにするにはかなりハードルが高いのが現状です。盲ろう者の情

報通信機器の普及、使用可能となるための指導者や支援者の養成も急務です。  

 

２．政策要望および 2021年度税制改正要望（コロナ対策を含む）」 

(１)コロナ対策 

①盲ろう者や通訳・介助員および盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業所、盲ろ

う者が利用している就労支援事業所・作業所・各種障害福祉サービス事業所

等の職員や従業者は密接を避けることができないため、優先的にＰＣＲ検査

を無料で受けられるようにしてください。 

②盲ろう者が感染の疑いがある場合、安心して検査を受けられたり、感染した 

と判明した場合の必要な保護や治療を受けられるように通訳・介助支援体制

の整備(通訳・介助員派遣事業所と医療保健機関との連携構築、通訳・介助員

への防護マスク・防護服・消毒液の支給等)をしてください。 

③盲ろう者が入所している障害者施設・介護施設等においてスタッフや他の利 

用者とのコミュニケーション支援が受けられるよう、通訳・介助派遣体制を

整備してください。 

④自力で体調管理ができるよう、盲ろう者が使える体温計などの医療機器(振



動や点字表出により数値がわかる等)の開発・普及に取り組んでください。。 

 

(２)盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業および盲ろう者向け同行援護事業の拡

充をはかってください。 

①障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業としての盲ろう者向け通訳・

介助員派遣事業は、必要なニーズに応じて予算の拡充をはかってください。 

②２０１８年度より始まった盲ろう者向け同行援護事業がまだ十分に普及して

いないため、その普及促進をはかってください。 

 

(３)点字ディスプレイおよび点字用端末などの日常生活用具の支給要件を緩和

してください。 

①多くの自治体では、６年という耐用年数を設けられていますが、ＩＴ環境が

急速に進化している中、それに応じた新しい機種が出ていても、６年に満た

ないため旧い機種で不便を強いられてい現状があります。耐用年数の緩和を

求めます。 

②これらの機器は高価なため、支給上限額をはるかに超え自己負担額がかなり

重く購入を諦める事例もあります。 

③こうした耐用年数や支給上限額を緩和するよう、国から全市町村に働きかけ

てください。 

 

(４)職業教育・職業訓練・通勤および職場支援などの盲ろう者の就労を促進す

るための制度 

①盲ろう者が職業訓練学校(国リハ、視力障害センター等も含む)で通訳・介助

支援を受けられるようにしてください。 

②盲ろう者が職業に就き自立した生活を送れるようにするための最低限必要な

スキル(パソコンやタブレットを使いこなすための技術、拡大読書器・スク

リーンリーダー・点字ディスプレイ等の支援機器の活用スキル等)を習得す

るための指導プログラムの開発・普及してください。 

③これから就職したり中途で盲ろうになった盲ろう者が通勤や職場支援を受け

られるようにするための制度を拡充してください。 

 



 



 

令和 2年 11月 27日 

新立憲「つながるフェス 2020」への要望 

                                      

                    一般社団法人  

全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

 

新立憲「つながるフェス 2020」で発言の機会を与えていただき、お礼申し上げます。 

 私たち（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会は全国の難聴者・中途失聴

者（以下「難聴者」という）に対する施策の充実普及のための諸事業を行い、難聴者に

対する社会の理解を促進させるとともに、難聴者のコミュニケーション手段等に関する調査

研究等を行うことにより、障害者の社会的地位の向上と福祉の増進及び社会参加の促進

に寄与することを目的としている当事者が作る地域団体の連合体です。 

 今回の新型コロナウイルスの感染拡大は、社会の様々な面に大変大きな影響を与えてお

りますが、私たち中途失聴・難聴者を取り巻く課題も大きく変容しております。従来お願いし

ております施策に加えて、新型コロナ感染関連の要望を以下の通り提出させて頂きます。一

部の施策は待ったなしのものとなっておりますので、施策へ可能な限り早急に反映させていた

だくようにお願いします。 

 

１．新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口は、電話のみならず FAX での対応を

徹底してください。 

 多くの自治体においては、新型コロナウイルス感染症電話相談窓口に、「聴覚に障害のあ

る方等、電話での相談が難しい方はこちら」という案内があり、FAX・LINE などでの相談が

可能となっておりますが、市町村の保健所の連絡は電話番号のみとなっており、FAX 番号

の記載がありません。医療機関やコロナ関連施設すべてにおいて、電話番号と共に FAX 番

号を必ず連絡先に記載するようにしてください。 

 

２．政府・自治体の記者会見、動画配信などでは、手話通訳のみならず生字幕を付け

ることを徹底願います。 

 東京都においては小池知事が都民への動画によるメッセージの配信を定期的に行っており

ますが、この動画の生配信時に手話は付いていましたが、字幕は付いていませんでした。こ

れに対して、私たちは字幕を付けることを要望し、UD トーク利用の字幕が付くようになりまし

た。しかし動画画面に字幕は重畳されておらず、タブレットなどに UD トーク字幕を表示する

必要があるため、使い勝手が非常に悪く、一部の人しか利用できない状況でした。また、文



 

字変換に誤りが多く、ボランティアが字幕修正を行っていました。この知事メッセージ動画は、

数時間又は翌日位に YouTube 利用によるアーカイブ版が出ていますが、あるときは

YouTube の自動字幕機能で代用した誤変換の大変多い字幕が付き、またある時は、自

動字幕ではなくオフラインで作成された非常に見やすい字幕が付いています。 

 音声が聞こえず、手話の読み取りが出来ない私たちにとって、字幕の付いた動画はなくて

はならないものです。政府・自治体発信の動画やその他のコロナ関連動画すべてに、生配

信であれアーカイブ利用であれ、字幕を付けていただくよう要望いたします。 

 

３．中途失聴・難聴者のインターネット上での集まり・会議での要約筆記利用を障害者

総合支援法の意思疎通支援事業に加えてください。 

現在、障害者総合支援法の地域生活支援事業の枠組みで、中途失聴・難聴者の集

まりへの要約筆記者派遣が制度化されています。しかしこの制度は、利用者が現実にどこか

に集まり、そこに要約筆記者が派遣される対面での利用が前提となっていて、自宅などにい

る利用者が、インターネット上の場に集まり行う Web 会議で要約筆記者を利用することは

想定されていません。 

要約筆記を利用したインターネット上での集まりは実施可能なシステムであり、対面での

要約筆記利用に加えて、「新しい生活様式」での難聴者にとって必要な意思疎通支援の

利用形態と考えます。この利用形態を全国の意思疎通支援事業に加えていただくよう要望

いたします。 

また、手話通訳の遠隔利用サービスと同様、難聴者が要約筆記支援を必要とする場

（病院等）へ、遠隔で要約筆記サービスを提供することも、派遣制度に加えていただくよう

に合わせ要望いたします。 

 

４．当事者団体・意思疎通支援者（手話通訳、要約筆記者等）の活動への支援を 

 障害当事者の団体の多くは、会費収入・寄付金収入等で活動資金を確保しております。

新型コロナウイルス感染拡大は、団体会員の減少をもたらしており、また寄付金も激減して

おります。緊急の公的な支援としての「家賃支援給付金」や「持続化給付金」を活用させて

頂いていますが、団体活動費の減少を補えるものとはなっておらず、一部の団体では活動

停止、組織解散の瀬戸際に追い込まれております。当事者団体の活動が停止すれば、障

害者は活動の核を失い、孤立してしまいます。また、コロナ感染のなか難聴者の対面でのコ

ミュニケーションを支援する意思疎通支援者は格別の安全対策、経済的な補償のない中

での活動を強いられています。当事者団体・意思疎通支援者（手話通訳、要約筆記者

等）の活動への支援をお願いいたします。 
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立憲民主党 

つながる本部長・代表 枝野幸男様 

障がい・難病ＰＴ座長 山花郁夫様 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

 

コロナ禍におけるろう者の暮らしに関する政策提言と全日本ろうあ連盟の取り組み 

 

日頃よりろう者の福祉向上にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、昨今は「Ｗｉｔｈコロナ」が謳われており、生活の様々な場面で「オンライン」の対応が行われて

います。ろう者を取り巻くオンライン下の課題等を述べさせていただきます。 

 

１．遠隔手話通訳の安定的な運用に向けて 

＜現状＞ 

・手話通訳者が病院に同行することで、通訳者への二次感染が懸念される 

・回避手段として、スマートフォンやタブレットを活用した「遠隔手話通訳」が有効 

  →環境整備のため令和２年度補正予算として厚生労働省にて６億円が計上された 

＜課題＞ 

・来年度以降の遠隔手話通訳に対する予算措置がない。国としては「既存の意思疎通支援

事業にて対応を」との説明だが、人件費やシステム保守などのランニングコストが捻出で 

きず、遠隔手話通訳システム導入そのものを見送るというケースがあり、地域格差を生む

要因となっている 

＜要望＞ 

手話通訳派遣事業は障害者総合支援法の中では、市町村の必須事業と位置付けられてい

ますが、今回の補正予算は都道府県への予算措置になっているため、市町村では導入経費を

どのように工面するか苦慮しています。また、都道府県としても前述のとおり、次年度以降の予

算措置が明確でないため、積極的に導入できないというケースがあります。 

コロナ等の感染症対策のみならず、災害時にも広く活用ができるよう、意思疎通支援事業に

おける遠隔手話通訳事業について独立かつ恒久的な予算措置を求めます。 

 

２．オンライン診療における遠隔手話通訳 

＜現状＞ 

・コロナ感染拡大により、初診からのオンライン診療が可能になった 

・個人情報保護の観点から、オンライン診療に第三者の参加が認められていないが、「手話

通訳者などのオンライン診療を支援するものは、これらの「第三者」に含まれず、手話通訳

者等は、オンライン診療に参加して差し支えない」と厚生労働省からの通知が出された（令

和2年8月24日） 

 ＜課題＞ 

・オンライン診療のシステムは４つ（４社から）出されているものがあるが、そこに手話通訳者が



離れた場所から入る（つながる）オンライン診療の仕組み（システム）がまだできていない 

・きこえない人は、きこえる人と同等のオンライン診療を受けることができない 

 ＜要望＞ 

アクセシビリティの平等の観点から、きこえない人が手話通訳を介してオンライン診療を受け

ることができるよう、早急なシステム構築を要望します。 

また、オンライン診療の際の手話通訳者は、各自治体で行っている手話通訳派遣事業（障

害者総合支援法における意思疎通支援事業）に登録している手話通訳者が担うことが想定さ

れますが、これは遠隔手話通訳の仕組みと似ています。オンライン診療と遠隔手話通訳がうま

く連携し、ろう者も手話通訳者も安心して受診ができる環境の整備を要望します。 

 

３．きこえない子どものオンライン授業時の情報保障 

＜現状＞ 

・きこえない子どもが、音声情報メインで行われる授業において情報を得る手段は、手話言 

語通訳・ノートテイク・パソコンテイク・音声認識システム など 

 ・オンライン授業導入前より、地域の学校におけるきこえない子どもへの情報保障は、学校（教

育委員会など）の予算上、情報保障者を配置できない、システムを導入できない等の壁が

存在し、課題となっている 

＜課題＞ 

・肉声の場合、補聴器等で聞き取りができても、機械音だと聞き取りが困難になることがある 

・先生の口の形が読み取りづらい 

・画面を見続けなければいけないため、疲労度が高い 

・わからないときにすぐに支援者や先生に声をかけることができない 

・児童、生徒、学生同士のミーティングで取り残される 

＜要望＞ 

全日本ろうあ連盟では、以前より、教育現場の情報保障体制の実態について情報収集を行

い、国や教育関連機関に対し、きこえない子どもへの情報保障と、それを通した学びの保障を

要望してきました。 

きこえない子どもは、手話言語や文字という、視覚的な情報保障があって初めて、授業に参

加し、学習の機会を得ることができます。情報保障がされないことは、学びの場において、きこえ

る子どもと同じスタートラインに立てないことを意味します。きこえの特性によって、学習環境に格

差が生じることはあってはならないことです。 

コロナ禍におけるオンライン授業またこれからのGIGAスクール構想におけるオンライン学習に

おいて、きこえない子どもの学びを保障するため、既存のシステムの活用も視野に入れながら、

きこえない子どもの学びの保障を行ってください。 

 

４．「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」 介護・障害分野の慰労金 

＜現状＞ 

・障害福祉サービス施設・事業所に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員に慰労金支

給がある 

・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業は慰労金支給の対象となっている 



＜課題＞ 

  ・同じ意思疎通支援事業で実施されている手話通訳派遣事業は対象外である 

＜要望＞ 

    手話通訳者も対面で通訳を行う場合は、近距離での通訳業務を行っています。盲ろう通

訳・介助員同様に手話通訳者も慰労金支給の対象に含めてください。 

 

 

一般財団全日本ろうあ連盟の取り組み 
 

１、新型コロナ危機管理対策本部の設置 

 きこえない人の生活・雇用・医療等における権利を守り、安心して暮らせるために取り組むべく、

2020年４月７日に専門家や関係団体と連携した「新型コロナウイルス危機管理対策本部」を設置。

５つのチームを設けています。 

 ①医療支援チーム 

   知事記者会見の手話通訳付与の調査、日本医師会へ遠隔手話通訳等の理解の要望、等 

 ②教育支援チーム 

   文部科学省等に対し、オンライン授業における情報保障の配慮を要望、ＮＨＫ教育テレビ放

送の学校教育関係の番組への情報保障を要望、等 

 ③生活支援チーム 

   手話言語を使う専門家による無料のオンライン生活相談、生活お役立ち情報の発信、等 

 ④法律チーム 

   手話言語を使う弁護士による無料のオンライン法律相談、各種給付金等の情報の発信、等 

 ⑤地域支援チーム 

   定額給付金について手話言語での説明動画の作成、連盟加盟団体への支援、等 

 

２、創立70周年記念映画「咲
え

む」の製作・上映 

 昭和25（1950）年に設立した全日本ろうあ連盟は、今年創立70周年を迎えます。これを記念し

て、映画「咲む」を製作しました。過疎化が進むある限界集落に、村に住みながら懸命に仕事に取

り組む主人公。きこえない彼女の行動が、閉鎖的だった村人を少しずつ変えていき、皆を元気に

するストーリー。全国の加盟団体を中心に上映会活動を展開中です。 

 

３、デフリンピック2025の日本招致活動 

 パラリンピックよりも歴史のある夏季「デフリンピック」は、1924年にフランスで始まり、日本は1965

年のワシントン大会より参加しています。ＩＣＳＤ（国際ろう者スポーツ委員会）により運営され、夏季

大会、冬季大会ともに４年に１度開催されています。 

 これまで日本での開催がなく、海外からも日本開催へ大きな期待が寄せられています。第１回

大会から100年となる2025年の夏季大会を、是非とも日本で開催するべく、招致に取り組んでい

ます。 

以 上 







 







 



 1 

2020 年 4 月 30 日 

 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

内閣府特命担当大臣（男女共同参画） 橋本 聖子 様 

内閣府男女共同参画局長 池永 肇恵 様 

 

DPI 女性障害者ネットワーク 

代表 藤原久美子 

〒101-0054 

東京都千代田区神田錦町 3-11-8 武蔵野ビル 5 階 

特定非営利活動法人 DPI 日本会議気付 

電話：03-5282-3137 FAX：03-5282-0017 

メール：dwnj@dpi-japan.org 

 または dpiwomen@gmail.com 

Web： https://dwnj.chobi.net/ 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大下における障害女性の権利と生活の維持に関わる要望書 

 

 

私たち、DPI 女性障害者ネットワークは、国内の個人会員による、ゆるやかなネットワーク

組織です。障害女性の自立促進と優生保護法の撤廃を目指して 1986 年に発足し、障害女性に

関する法律や制度、施策のあり方をめぐる国内外の様々な課題に取り組んできました。 

2012 年にかけては、障害者であることに加え女性であるために被る困難を可視化しようと、

全国の仲間に呼びかけ事例を収集するとともに施策の検証を行い、「障害のある女性の生活の

困難―複合差別実態調査 報告書」を発行しました。そこで明らかになったことは性的被害の

多さや、経済的立場の弱さ、介助を利用することの脆弱性、性と生殖の権利が否定されがちで

あること、本人が希望するか否かにかかわらず、家事や育児、家族の介護やケアを期待される

実情でした。 

私たちは、これまで、日常的にさまざまな困難を経験してきました。そして、東日本大震災

などの大きな災害時には、その困難がより大きなものとなってのしかかってくることも経験し

ました。 

私たちの社会には、日常的に、障害がある人を劣る存在とみなす優生思想が存在しています。

あからさまな優生思想に基づいていた「優生保護法」は、優生保護にかかわる条文を削除して

「母体保護法」に変わりました。しかし、その後、子どもが生まれる前に障害や病気等につい

て調べる出生前診断が広がってきました。こうした技術の背後には、障害者は劣っており、産
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まれてこないほうがよいとする思想があると感じます。 

新型コロナウイルスが感染拡大している今、私たちは、自分たちの命や生活が、後回しにさ

れるのではないかという大きな不安を抱いています。特に障害のある女性、少女、セクシュア

ル・マイノリティなど、日常的に脆弱な立場にある人たちは、命の価値を低くされ、力をそが

れる状況に置かれます。 

私たちは、新型コロナウイルスの感染拡大が進行するなかで、あらためて、障害がある人、

なかでも、脆弱な立場に置かれている障害のある女性たちの生活と権利が守られる社会を強く

望む立場から、「現在生じている困難／これから予想される困難－－当事者からの声」をもと

に下記の要望を提出します。 

 

要望事項 

 

1. 緊急事態状況下における、障害のある女性を含む脆弱な立場の人に向けられるジェンダー

に基づく暴力への対応と、防止に関連する施策は不可欠な施策とされる必要がある。また、

相談、避難等、その各段階において、障害のある人への対応を組み込むこと。 

 

2. 介助派遣サービスをはじめとした障害者の日常生活支援サービスは必要不可欠なサービ

スであり、緊急事態の間も維持される必要がある。また、障害のある人の自立生活等のサ

ービスが継続して運営されるために、介助者などのケアワーカーに、感染予防の知識を伝

えると共に、医療現場と同様に保護具などを提供すること。ケアワーカーの賃金を上げる、

特別手当を出すなど、大幅な制度改善をすること。 

 

3. 救命医療を含めた医療において、障害、性別、または年齢に基づいて人々を除外または優

先順位を下げる医療はあってはならず、すべての人々が差別なく検査と治療にアクセスで

きるようにすること。 

   

4. 緊急事態状況下でも、セクシュアルおよびリプロダクティブヘルスに関わるサービスは不

可欠であり、差別を受けずに、それらサービスを利用できるようにすること。 

 

5. 新型コロナウイルスに関して行政が発信する情報はアクセシブルであること。また、ICT

を使った情報発信、講座開催等を実施する際には、情報アクセシビリティが確保され、情

報格差の拡大につなげないようにすること。 

 

6. 新型コロナウイルスへの対応やそこからの復興に関わる政策討議の場には、必ず複合差別

の視点を持った障害女性をはじめとする当事者を入れること。 
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以上 
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現在生じている困難／これから予想される困難 ―――当事者からの声 

 

■DV、虐待、暴力について 

・パートナーが、コロナ感染対策に全く無頓着で不安が絶えない。生活が脅かされている。 

・在宅や施設における暴力、虐待の増加が心配される。特に、障害のある女性、子どもなど、

日ごろから社会的に弱い立場に立たされやすい状況にある人は暴力の被害にあいやすいこと

は過去の調査からも明らかになっている。 

・障害がある DV 等の被害者は、相談へのアクセスがしにくく、シェルターなどに入りにく

く、緊急事態においては、より困難な状況に置かれる。 

 

■ヘルパー派遣（常時介助） 

・ヘルパー一人ひとりは、手洗いやうがいを徹底しているが、多くの利用者のところに派遣さ

れているので誰が感染し、どこからウィルスが持ち込まれるか分からない現状。心配だが介助

を利用しなければ生活が出来ないので、そのリスクは受け入れている。 

・泊り介助に入ることができる女性介助者が日頃から極めて少ない現状。そのなかで、感染リ

スクを考えて、泊り介助に入ることが困難という人がでてくると死活問題。 

 

■ヘルパー派遣（短時間介助） 

・常時介助を必要としている人よりも短時間の介助派遣を必要としている人の方が困難が少

ないと考えられがちだが、短時間なので一定期間介助が無くても生活できるだろうと判断され

てしまい派遣を打ち切られてしまうなど、常時介助を必要とする人とはまた異なる危機的状況

にある。 

・女性は、障害のあるなしにかかわらず、普段から家族のケアを担っている場合が多く、家族

のケアにかかわる情報をまず入手する役割も、日用品・食料品の買い物等で、必要に応じて動

く役割も、いやおうなく担う状況があり、短時間介助であっても、外出支援の制度が使えなく

なることは切実な問題。 

・コロナは短期間で終息するものではないので、1 日や２日程度であればひとりで乗り切れる

場合でも、それが長期化すれば苦しい状況に立たされるのは明らか。短時間の介助を必要とす

る人のことも考えて欲しい。 

・普段家族と暮らしていて外出のみに介助制度を使っている人も同様に、事業所側から移動支

援を断られている人がいる。移動支援については外出する代わりに室内での介助に代替えする

ことも認められているが周知されていない。 

・事業所の一つから、行き先が三つの密に触れるとしてメールのみで依頼を一方的に拒否され

た。行き先について事業所にお伺いを立てなければならない状況は避けたい。 

・知人の視覚障害女性（一人暮らし）から担当のガイドヘルパーがウィルス感染を恐れて急に

退職し買物に困っているという話を聞いた。以前からそのヘルパーだけが彼女を担当してい

て、人手不足から代わりのヘルパーが派遣できないとのことだった。 
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・コロナの感染拡大の中、ヘルパーの家事援助の時間数が少し減らされた。調理をヘルパーに

手伝ってもらい自分で作るのだが、時間数が減り、麺類が多くなった（知的障害）。 

 

■外出・買い物 

・コロナウイルスが流行ってから警戒し外出を控えている。自分自身気管が弱いので、罹患す

れば重症化する恐れがある、ということもあるが、外出したことによって介助者を危険に晒し

て、感染させてしまう方が怖い。 

・外出を自粛。自分のことよりも、介助者への感染が心配。自粛することは仕方がないが、期

間がわからないことが辛い。 

・お米がなくなって以前から利用しているネットスーパーで頼もうとしたが、買占めのあおり

で店舗に回しているためかお米とロールペーパーは注文できず、職場の友人にガイドしてもら

い昼休みに買いに行ってやっと手に入れた状況（視覚障害）。 

 

■介助者の保護・保障 

・介助者に手当てを支給し、安心して介助に当たれるようにして欲しい。また、普段から介助

者不足は大きな問題なので、介助者の賃金が大幅に上がるような制度改正をして欲しい。 

・ヘルパーの感染リスクがあるため、家族の介護を受けて欲しいと言われた。家族にも別の仕

事があり、家族に介護を受けることもできない。ヘルパーの不安も理解できるだけに、どう対

応したらよいのか、難しい。 

・副職で介助をしている介助者から「本職の会社から、副職でもしコロナ感染したら、即退職！」

と言われたということで介助ができなくなったと告げられた。「コロナが落ち着いたら、また

介助に入りたい」と言われたことは、救われた。 

 

■医療の利用における差別 

・都内でも、障害のある人が PCR 検査を受けられずにたらいまわしになった事例がある。PCR

検査を受けるのにも優先順位があるのではないか。家のなかにいると孤立しやすく、どれだけ

支援してくれる人がいるのかもわからない。命に係わる問題であり不安を感じる。 

・障害をもつ人の入院が敬遠されないか不安。普段でも経験が無いなどを理由に障害者が入院

を断られた事例がある。 

・軽症者は自宅、あるいは行政が用意する宿泊所へ行くことになるが、自宅では家族に感染さ

せる恐れがあり、一人暮らしの人は容体の急変に備えるためにも、軽症者は全員宿泊所に入所

することが望ましい。介助者がいないという理由で常時介助が必要な障害者が入所を拒否され

るのではないかと危惧している。 

・これまでも、障害のある女性の妊娠・出産、また中絶といったセクシュアル・リプロダクテ

ィブ・ヘルスへのアクセスは保障されていたとは言えないが、緊急事態下でさらに困難になる

のではないかと危惧している。 
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■医療の対応 

・治療において障害による心身の特性が理解されるか不安。障害によって、薬の効き方などが

平均と異なる場合もある。医療を提供する側も体制が整わなくなったときに、そこまでの考慮

がなされるか不安。 

・日常的に使っている人工呼吸器や胃ろうに関わる器具のストックが底をついた場合、それら

が手に入るのか、不安。 

 

■情報保障 

・今回のような病や、それに対する留意事項、診療機関の情報を入手するにも、情報アクセス

面で困難が生じている。また、ようやく、緊急通報にも使える電話リレーサービスを公共イン

フラとする準備が進められているところだが、現状では、非常事態で緊急通報することにも制

約が大きい。 

・自治体によっては、新型コロナウイルスに関する相談窓口として電話のみ、または電話と

FAX のみで実施している。聴覚障害者も自宅に FAX を持たない人も多く、電話と FAX のみ

では連絡することさえできない状況におかれる。すでに SNS による窓口を設けている自治体

もあり非常に重要な取組である。 

 

■情報格差 

・情報格差が、命の格差につながる。情報の入手や自分からの発信の両方が保障されるべきだ。

介助者による口述筆記や代筆、ニュースの読み上げなど、ICT をつかった情報介助が必要だと

感じる。 

・障害者全般に言えることでもあるが、中でも女性や高齢者は、ICT に苦手意識が強い人も多

く、より情報格差が広がることが懸念される。 

・国による支援制度の情報がコロコロ変わってしまい、どれを信じてよいのかわからず、不安

がとても大きい。（知的障害） 

 

■孤立 

・ひしひしと孤立を感じて過ごしている。 

・現状の困難や制約ゆえに何かできないことがあると、まるで障害のある本人の過失であるか

のように責められることもある。 

 

以上 



DPI女性障害者ネットワークは、障害のある女性が軸となった、国内
のゆるやかなネットワークです。 

1986年に発足し、障害種別を越えて、障害のある女性に関する国内
外の情報の収集、提供、交換をしています。国内の法律や政策に提言
し、国際会議や国連に出かけて働きかけることもあります。 

障害の有無や障害の違いを超えた活動をとおして、障害のある女性を
エンパワメントし、個々人が尊重され人権が守られる社会の実現を目
指しています。 

連絡先メールアドレス: 

dpiwomen@gmail.com　または　dwnj@dpi-japan.org　 

Facebook:　https://www.facebook.com/dpiwomennet/

DPI女性障害者ネットワーク 
https://dwnj.chobi.net/

mailto:dpiwomen@gmail.com
mailto:dwnj@dpi-japan.org
https://www.facebook.com/dpiwomennet/
mailto:dpiwomen@gmail.com
mailto:dwnj@dpi-japan.org
https://www.facebook.com/dpiwomennet/
https://dwnj.chobi.net/
https://dwnj.chobi.net/


会員は「目的を共有し、活動に賛同し、会費を納める女性（性は自認に基
づく）」としています。年会費は一口千円、口数は任意で、「年」の期間
は1月1日から12月31日までです。郵便振替またはゆうちょ銀行の口座を
ご利用いただけます。払込手数料はご負担をお願いいたします。 

◆郵便振替口座 
（口座番号）　００１００－３－４５１１２７ 
（加入者名）　ＤＰＩ女性障害者ネットワーク 
　払込用紙（青）は郵便局窓口にあります。ご送金のとき、払込用紙の通
信欄に「会費　○○○○年」のようにご記入下さい。 
◆ゆうちょ銀行 
（名義）ディーピーアイジョセイショウガイシャネットワーク 
ゆうちょ銀行からのお振込の場合 
（記号）10170（番号）44556521 
ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合 
（店名）〇一八（読み　ゼロイチハチ） 
（店番）018（預金種目）普通預金（口座番号）4455652 
　ゆうちょ銀行にご送金の場合、お名前の確認が難しい場合がありますの
で、お名前と、ご送金の内訳（例:会費　○○○○年）を、メールでお知
らせ下さい。 

会員 
募集中

「障害があり、女性であるために受けたと感じた、あなたの経験、困った
こと、暮らしづらいと感じることをお書き下さい」「私たちの生の現実を
数多く蓄積し、問題の重要性を広く周知させるために、みなさんの実体験
をお寄せいただきたいと思います」このような呼びかけに応じてくださっ
た87名の声を、「障害のある女性の生活の困難―複合差別実態調査報告
書」にまとめました。全都道府県の基本計画と障害女性についての調査結
果も収録しています。2012年に発行して以来、反響を広げ、増刷を重ね
ています。頒価は、1冊について送料込みで1,000円（振込手数料はご負
担下さい）、ご注文は、メールのタイトルに「複合差別実態調査報告書注
文」と書いて、ご連絡下さい。

メーリングリスト 

ML 
ご活用を

調査と
報告書

メーリングリスト「たんぽぽネット」を運営しています。DPI女性障害者
ネットワークの会員かどうか、性別等には関係なく登録できます。投稿は
非公開で、参加ルールは「投稿者の了解なしに転載や引用はしないこと」
です。登録者200名規模となり、障害や病のある女性をはじめ幅広く登録
されて会議や催しの案内や情報交換に使われています。ぜひご活用を。詳
しい案内の取り寄せは、メールのタイトルに「たんぽぽネット案内請求」
と書いてご連絡ください。 



 



特定非営利活動法人 ＤＰＩ（障害者インターナショナル）日本会議 
Japan National Assembly of Disabled Peoples’ International (DPI-JAPAN) 

 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-11-8 武蔵野ビル 5階 

Tel: (03)5282-3730   Fax: (03)5282-0017 

e-mail:office@dpi-japan.org 

URL： http://www.dpi-japan.org 

20２０年１１月３０日 

 

立憲民主党つながる本部【障がい者 PT＆災害対策局】 

つながるフェスティバル 20２０政策要望書 
     

認定特定非営利活動法人 DPI 日本会議 

議長 平野みどり 

 

0．コロナ禍における障害者に関連して 
本年 12 月まで期間延長された「雇用調整助成金」等の更なる延長と、生活介護など通所施設において 3 密

対策を実施しつつ運営を維持する為、定員設定、人員配置基準の緩和、重度障害者の在宅勤務の重訪利用を

ご検討ください。 

 

１．障害者権利条約と障害者権利委員会の動きを注視してください。 
2019 年 9 月、国連の障害者権利委員会（障害者権利条約の実施を監視するモニタリング機関）より、日本

政府への審査（建設的対話）に向けた事前質問事項が出されました。政府はこれに回答する義務を有しており、

回答を作成する作業を行う予定です。障害者の権利を規定し、障害に基づく差別を禁止する障害者権利条約を

国内に広げるための重要なモニタリングのプロセスの一環です。批准国である日本は障害者権利条約を実施す

る国際法上の義務があります。貴党のすべての議員、関係者が障害者権利条約の動きに大きな関心を持ってい

ただくことを最初にお願いいたします。 

 

２．障害者差別解消法の改正 
障害者差別解消法は２０１６年の施行から４年が経過し、見直しに向けて議論が進んでいます。内閣府障害者

政策委員会では、第４３回（２０１９年４月２２日）から第５２回（２０２０年６月２２日）まで１０回に渡って議論をし、

「障害者差別解消法の施行３年後見直しに関する意見をまとめました。 

また、２０１９年１０月には国連障害者権利委員会より日本政府に対し事前質問事項が出され、５条「平等及び

無差別」では下記の回答が求められております。 

「障害者差別解消法が，直接差別，間接差別，複合差別及び交差差別であれ， 障害のある女子に対するも

のを含め，生活のあらゆる分野において，障害に基づくあらゆる差別を禁止しているかどうかを本委員会に対

しお知らせ願いたい。また，かかる法律が合理的配慮の否定を私的及び公共の場所における障害に基づく差

別の形態として認めているかにつき，明確に説明願いたい。」 

 上記を踏まえ、ぜひとも２０２１年の通常国会で法改正をしていただくと共に、下記４点を改正法に盛り込んで頂

ますようお願い申し上げます。 

（１） 法の対象範囲に家族と関係者を入れる 

（２） 民間事業者の合理的配慮の義務化 

（３） 障害女性の複合差別を規定する 

（４） ワンストップ相談窓口と担当課長連絡会議の創設 
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３．障害者基本法・障害者虐待防止法の改正 

障害者基本法、障害者虐待防止法は２０１１年の改正・策定から８年が経過しました。この間、社会状況が変

化し、様々な問題が噴出しています。２０１４年には障害者権利条約を批准しており、条約との整合性を図るため

にも法改正が必要です。 

（１） 障害者基本法については以下のポイントを法改正に盛り込んでいただけますようお願い申し上げます。 

① 「可能な限り」を削除し、「地域生活支援」「原則インクルーシブ教育制度」を明記する 

② 「関連、間接差別」「合理的配慮」とは何かを規定する 

③ 「虐待」「ハラスメント」の禁止を明記する。 

④ 周期的、断続的な障害も障害者に含むと国会答弁で確認されていますが、これを明確にするために条

文に明記する。 

⑤ 「障害のある女性」条文を新設する。 

⑥ 「権利擁護」「意思 決定支援」の仕組みを充実する。 

⑦ 個々の障害に合わせた情報のバリアフリー化の取り組みをさらに強化する（情報アクセシビリティの法

制化） 

⑧ 障害者政策委員会の所掌事務の拡大強化（権利条約の実施の監視を全般的に行うことが可能な形）

と、当事者参画の強化（知的障害、精神障害、発達障害当事者委員の不在） 

   

（２） 障害者虐待防止法については以下の点の改正等をお願いいたします。 

  ①通報義務の対象に、学校や医療機関、公共機関等を含めること 

  ②虐待防止のため、オンブズパーソンなど第三者（機関）が効果的に介入できるしくみの創設 

 

４．インクルーシブ教育制度の確立 
障害のある子どももない子どももともに学び育つインクルーシブ教育が障害者権利条約上の権利として保障

されなければならない時代ですが、日本では残念ながら、原則として障害のある児童生徒が、自分が生活してい

る地域の通常学校、通常学級で学ぶことが原則となっていません。また、特別支援教育制度が導入されてからは、

義務教育を受ける子どもの数全体が減っている中で特別支援籍の子どもの数は増えているという、これは障害

者権利条約のめざすインクルーシブ教育とまったく逆行する状況が起きています。 

原則としてすべての児童生徒が地域の通常学校・通常学級に通うことができ、本人や保護者が希望する場合、

特別支援学校や特別支援学級を選択することができ、どの学校・学級でも必要な合理的配慮が提供される原

則インクルーシブ教育の制度の確立が必要です。例えば、以下の見直しが早急に必要です。 

 

①学校教育法施行令の改正 

・第 5 条：原則は地域の通常学級に就学し、希望者が特別支援学校、特別支援学級を選択できる制度に見直

す。（すべてのこどもに対して市町村から就学通知を行うようにする） 

・第 72 条：特別支援教育の目的が障害の克服などの医学モデルのまま。ともに学ぶための社会的障壁の除去

という社会モデルの視点を踏まえた改正が必要。 

②学習指導要領の改訂：現在の学習指導要領に「合理的配慮」や「インクルーシブ教育」という項目が全くない

こと、過度な競争原理から脱っし学習到達度と評価の方法などを見直す。 

③就学先の決定や合理的配慮の提供等に関連して、本人保護者と教育委員会・学校の間で意見の一致が見ら

れないときに障害者の権利などに精通した法律家などを含めた第三者機関の設置。今の教育支援委員会な

どは都道府県教育委員会 
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５．障害者総合支援法関係 
（１）令和３年度報酬改定について 

①地域移行支援と地域生活支援拠点の強化充実 

脱施設・社会的入院の解消に向けて、施設・病院の入所・入院者に対する実態調査（本人の意に反する施設・

病院への入所・入院の強制、施設・病院内での虐待含む差別事例の収集）を実施し、本人の意向に基づく計画

的な地域移行のための基盤整備をしてくだい。とりわけ地域移行支援、地域生活支援拠点整備の強化を重点的

にお願いします。 

地域生活の継続のために手厚い生活支援や、金銭管理、対人関係のトラブルの処理などに多大な継続的支

援が必要ですが、相談支援や介護サービスもこれまでの報酬単価と仕組みの範囲ではとても対応しきれず、地

域の社会資源の連携が不可欠です。現状は、ほとんどが手弁当で行っている状況です。これを解決し、地域移行

を促進するためには、例えば、障害種別ごとに地域移行のスペシャリストとして「地域移行コーディネーター（仮

称）」を配置する事業所を「地域移行センター（仮称）」に認定し、そこを地域生活支援拠点（面的整備）として、

人口 10 万人に対して 1 カ所（1 エリア）設置することが有効と考えます。 

②処遇改善加算率の維持・増加もしくは基本報酬への組み込み 

8 割以上の事業所が処遇改善加算の取得を実現していることから、処遇改善加算を基本報酬に組み込み、

増額をお願いします。処遇改善加算等の比率変更を行う場合は、基本報酬と処遇改善を合わせた報酬額が、現

行より引き下がってしまうことがないようお願いします。 

③介護保険対象者及び障害児（特に医療的ケア児）の国庫負担基準を実態に即した引き上げを 

介護保険適用年齢（６５歳、特定疾病は４０歳）になり、介護保険を併給する場合、重度訪問介護等の訪問系

サービスの支給時間数が削減されたり、本人の意向を無視し介護保険の申請を強要したりする事例が後を絶た

ちません。その大きな要因として、介護保険対象者になった場合に国庫負担基準が激減（ほぼ介護保険の区分

５の額が差し引かれる）するという問題が長年指摘されています。こうした実態を踏まえて介護保険対象者の国

庫負担基準の引き上げが必要です。 

また、障害児は障害支援区分がないこともあり、障害児の国庫負担基準は、障害の種類や程度に関係なく一

律となっています。それも障害者に比べ著しく低いため、特に医療的ケア児のニーズに十分対応できず、親の負

担が大きく、離職せざるを得なくなったりするなど、身体的、精神的、経済的負担が続いています。医療的ケア児

など重度な障害に対応できる国庫負担基準を新設して下さい。また、重度訪問介護を行動援護や同行援護と同

様に年齢制限を撤廃することも併せてご検討下さい。 

（２）重度訪問介護の積み残し課題検討チームの立ち上げ 

対象者の拡大（行動障害のない知的・精神障害者、障害児）、場所や目的（通勤・通学、就労・就学等）による

利用制限（社会的障壁）の撤廃、入院中の利用制限（障害支援区分 4・５が対象外）、盲ろう者の重度訪問と同

行援護の併給ニーズ、コロナ禍による新しい生活様式に対応できる柔軟な運用といった問題について集中的に

検討する場を設け、重度訪問介護のシームレス化を実現してください。 

 

６．バリアフリー施策について 
（１） 小規模店舗のバリアフリー化の推進 

 バリアフリー分野における日本の最後の課題は小規模店舗バリアフリー化です。床面積２０００㎡以上の特別特
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定建築物しかバリアフリー整備の義務がないため、日常的に使う小規模店舗のバリアフリー化が全く進みません。

国交省では現在、小規模店舗のガイドラインを策定しており、今年度中に取りまとめられる予定です。このガイド

ラインが策定されたら、ぜひとも新築・大規模改修時はガイドラインを踏まえてバリアフリー化が進むように、ご支

援をお願い申し上げます。 

（２） 共同住宅のバリアフリー化 

 共同住宅はバリアフリー整備が努力義務のため整備が進んでおりません。住宅のバリアフリー整備基準は、

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく基本方針「高齢者が居住する住宅に関わる指針」がありま

すが、２００９年以降見直されておらず、車いす利用者のニーズに合っていません。 

アメリカでは４戸以上の共同住宅はバリアフリー整備義務があり、大阪府では条例で２０戸以上の共同住宅

はバリアフリー整備義務を課しています。国としても、一定の規模以上の共同住宅について基準適合義務を課す

ことが必要です。障害当事者の意見を反映させたガイドラインを策定するようにご支援をお願いいたします。 

（３） 東京オリンピック・パラリンピックの当事者参加の仕組みのレガシー化（新国立競技場等） 

 東京オリンピック・パラリンピックでは、世界のバリアフリー基準が導入され（IPC アクセシビリティ・ガイド）、とり

わけスタジアムでは、これまでの水準を大きく超えたバリアフリー整備が実現しました。さらに、新国立競技場では、

多様な障害者・高齢者・子育て団体を構成員としたユニバーサルデザインワークショップ（UD/WS）を実施し、

基本設計の段階から障害者の意見反映に取り組みました。このように基本設計から完成までの各段階で障害

者の意見反映を行った取り組みはこれまで日本にはなく、まさにレガシーとして次の世代に残していく必要があり

ます。ぜひとも、当事者の意見参加の仕組みのレガシー化の実現にご支援をお願いします。 

 

７．防災関係 
（１）被災直後の安否確認における個人情報の有効活用 

避難行動要支援者名簿や障害手帳所持者名簿が、個人情報保護を理由に災害直後の安否確認等に活用さ

れていません。また、個別計画は指針に作成するよう記述はありますが、効果的な個別計画の運用は難しい状況

です。あらかじめ行政機関と障害者団体が協議を行い、平時の避難訓練や災害直後の障害のある人の安否確

認において、避難行動要支援者名簿等の行政が保有する個人情報を有効に活用できるようなしくみをつくってく

ださい。 

 

（２）合理的配慮の問題―災害時の情報保障を含む合理的配慮ガイドラインの不存在 

災害の発災時、復旧時、復興時のすべての段階において、障害のある人が、必要とする情報を入手可能な形

態で提供されないために、命の危険をともなう状況にありますが、障害者差別解消法上、災害時の対応指針が

ありません。災害対策基本法が規定する避難所における災害応急対策責任者の良好な生活環境の確保に向け

た取組は努力義務でしかないので、差別解消法の対応要領・指針に災害時のものを作成することや、災対法の

改正を行ってください。 

 

（３）避難所、福祉避難所について 

災害時の第一次避難所が障害のある人にとってアクセシブルではなくプライバシーが確保されていないこと

から、そもそも利用できない人も多く、避難所に到達したとしても車中での避難生活を送っている障害者が多い

です。また、福祉避難所に関する情報が公開されないことや、福祉避難所に指定されている施設をそもそも利用

していない人がほとんど利用できない状況があります。一時避難所を障害のある人にインクルーシブでアクセシ

ブルなものにするとともに、プライバシーを確保するための実効性のある措置を講じていただきたいです。また、福

祉避難所の運営の在り方の再検討をお願いします。 
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（４）仮設住宅について 

仮設住宅を障害特性に応じてバリアフリーにするための実効性ある措置を国として講じ、これを仮設住宅の基

本形とする仕組みを作ってください。 

 

８．障害者雇用促進法の附帯決議の実施 
（１）法定雇用率の対象となる障害者の範囲の拡大について 

 現行制度では、障害者手帳を所持している者としていますが、雇用促進法では「障害があるため長期にわたり

職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」としており、手帳所持者のみを障害

者と定義していないことから障害者基本法に基づき見直してください。 

 

（２）障害者が働くための人的配置を含めた環境整備に関する新たな財源確保について 

現行制度の財源は、雇用率未達成企業が納める納付金でまかなっていますが、これは、一定数の民間企業が法

定雇用率を達成していないことを前提としたものであり、障害者雇用を促進するという理念とは相反します。納付

金に頼らない持続可能な新たな財源を確保してください。 

 

（３）障害者が働くために必要な支援制度の運用の見直しと拡充について 

・駐車場助成制度等は、現場実態にそぐわない内規による運用によって利用できない場合もあることから制度と

実態の検証及び実態に応じた見直しをしてください。 

・障害に基づき必要とする職場介助者等は、生涯必要な支援であることから年限を撤廃してください。 

 

（４）公務部門への財政措置について 

地方自治体の財政状況や地域事情に応じて、地方自治体や地域事情に関わりなく、障害者雇用と職場定着を

促進するための予算を措置してください。 
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2020 年 11 月 30 日 
つながるフェス 2020 関係者の皆様 
 

高次脳機能障害（若年性認知症）支援について 

 
〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎 2-374-1 

NPO 法人 地域で共に生きるナノ 
理事  丹 直利 

【団体概要】 

・平成 13 年（2001 年）6 月～ 
  ・三郷市戸ヶ崎に拠点を設け高次脳機能障害への支援を訴える活動を開始 
・平成 21 年（2009 年）10 月～ 
  ・埼玉県から高次脳機能障害ピア・カウンセリング事業を受託し、県東部 

地域を中心に地域相談会を開催 
  ・埼玉県や県内市町村に、高次脳機能障害支援について働きかけ 
   （大きな成果：さいたま市（福祉分野）が高次脳機能障害支援に動き出す） 
・平成 24 年（2012 年）4 月～ 
  ・三郷市から認知症カフェ事業を受託し、実施 
・現在 
 ・埼玉県の事業、三郷市の事業は、引き続き受託し、実施 

  ・NPO 法人となり、地域活動支援センター2 型事業、障害者相談支援事業 
   を三郷市戸ヶ崎の拠点で実施 
 
【立憲民主党関係での高次脳機能障害支援の動き】 

https://twitter.com/horikoshikeinin/status/1173014286085394438 
堀越けいにん衆議院議員 立憲民主党  @horikoshikeinin 
① 大宮にて高次脳機能障害家族会の北関東ブロック交流会に参加（略） 

2019 年 9 月 15 日 

立憲民主党 東京政策 2019 
(3) 若年性認知症や高次脳機能障害など外見からは分かりにくい症状に対し、 
社会の理解を深めるとともに、対策を充実させます。 
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【身体に障害がなく、記憶など認知機能に障害のある方への支援】 

 
◇記憶など認知機能に障害のある方：認知症、高次脳機能障害の方 
 （国際疾病分類第 10 版で F0（症状性を含む器質性精神障害）に分類される） 

 → 当初、若年性痴呆班が、高次脳機能障害支援について研究 
 
 
◆四半世紀前には、知的障害としてしか支援できず 

 
  ・19 歳を過ぎてから認知機能に障害を負った場合に社会保障制度から 

漏れてしまっていた 
 
 
◆社会保障制度の対象に 

 
・まず、平成 13年度（2001年度）から、介護保険の支援対象に 
 
  ・65 歳以上の方 （高齢の高次脳機能障害者） 
 
  ・特定疾病として若年性認知症、脳卒中の後遺症で高次脳機能障害と 

なった 40 歳～64 歳の方 
 
・遅れて、平成 18年度（2006年度）から、障害者自立支援法の下で器質性 

精神障害として支援対象に 
 
  ・介護保険優先でも、精神障害として診断のうえ、併用できる障害福祉 

サービスが利用可 
 

  ・進行性疾患が原因の場合は「（若年性）認知症」、そうでなければ「高次脳 
機能障害」として支援 
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◆しかし、多くの市町村で勘違いをされ、支援から漏れ続けている 

 
◇介護保険関係の国の予算に「高次脳機能障害」という文字が出てこない 

 
  →多くの市町村で、高次脳機能障害は介護保険事業から漏れ落ちている 
 
◇当障害福祉関係の国の予算では、当初都道府県事業である「高次脳機能障害 
支援普及事業」しか出てこなかった 

 
  →高次脳機能障害者支援は都道府県の事業だと勘違い 
 
   一部の自治体を除いて、市町村の障害福祉事業から漏れ落ちる 
     （平成 25 年度に障害者総合支援法が施行されるまで「狭間の障害」 

だったと勘違いしている自治体も） 
 
※一例：12 月 8 日まで意見募集中の「仮称）第 5 次豊田市障がい者ライフ 

サポートプラン（素案）」 ： 「高次脳機能障害」の記載なし 
     （障害福祉計画・障害児福祉計画に係る国の基本指針に「高次脳機 
      能障害」施策が記されているのに、中核市の計画で、この状況） 
 
 
◆高次脳機能障害は、イソップ物語のコウモリと同じ？ 

         （コウモリが鳥からも動物からも仲間外れにされる寓話） 
 
・同じ障害なのに、行政的定義によって、認知症とは別の障害と位置付け 
  （進行性疾患が原因の場合は認知症、そうでなければ高次脳機能障害） 
 
・統合失調症や気分障害（うつ病、双極性障害）とは別の（マイナーな）障害 
 

→国の介護・福祉の予算文書に高次脳機能障害の記載がないうえ、認知症 

施策や精神障害者支援施策からも、高次脳機能障害は「仲間外れ」 

障害福祉関係の文書に「若

年性認知症」は出てこない 
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◆私たちが望み、求めること 

 
【放置】から【法治】へ （放置国家ではなく、法治国家としての対応を求める） 
 
  平成 25 年（2013 年）、保健所の所長から「高次脳機能障害支援は保健所 

の仕事ではない。県の支援拠点の仕事である」と言われた経験も。 

医療、保健、介護、福祉の各分野で、高次脳機能障害児者への 
支援に、法に定められた通りに向き合って欲しい。 

 
立憲民主党の皆さんには 

地方分権の時代。それぞれの自治体（市町村、都道府県）に働きかけてい 
くのは現実的なアプローチだとは思えません。 

高次脳機能障害児者への支援について、どこに、どのように働きかけを 
していったらよいか、一緒に考えていっていただければ嬉しいです。 

 
p.s. 

以下のように、総務省行政評価局に意見を出す、といったことも 

・平成 22 年（2010 年）12 月、障害者自立支援法等の改正法の施行後、発達 
障害が障害者自立支援法の対象となることが明確化され、併せて高次脳機能 
障害も法の対象となることについて通知等が出されるようになったが、発達 
障害や、高次脳機能障害の支援体制が整備されず 

・発達障害について 
平成 27 年（2015 年）8 月から総務省行政評価局による「発達障害者支援

に関する行政評価」がなされ、①発達障害の早期発見、②適切な支援と情

報の引継ぎ、③専門的医療機関の確保の三点について、勧告が出され、予

算書に発達障害支援策が盛り込まれるようになった 

・高次脳機能障害（若年性認知症）についても 
発達障害と同様、総務省行政評価局による「高次脳機能障害支援に関する

行政評価」の実施を、と、ここ 3 年程、意見を総務省に提出 
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【ご参考】 豊橋市と川越市における高次脳機能障害者相談人数の推移 

政府統計サイト e-Stat の「福祉行政報告例」「閲覧 市町村における相談支援を

利用している障害者・児の実人員及び相談支援障害者数，都道府県－指定都市－

中核市×障害者－障害児、障害の種類(重複計上）別」の中で中核市の高次脳機

能障害の相談者数が平成 20 年度の分から毎年度の分が公開されています。 

以下の図と表は、川越市と豊橋市の高次脳機能障害についての相談者数の推移

を、平成 20 年度（2008 年度）から平成 30 年度（2018 年度）まで、比較でき

るよう簡単にまとめたもので、川越市の悲しい状況が見て取れます。 

 

以下、平成 23 年（2011 年）9 月 15 日の豊橋市議会での障害福祉課長の答弁。 

「平成 21 年度までは 4 か所の相談支援事業所に委託をいたしまして、身

体、知的、精神、そして発達障害の方に対応をしてまいりましたが、平

成 22 年度は新たに高次脳機能障害の方を中心として支援を行っており

ます NPO 法人の笑い太鼓に委託をいたしまして、専門知識を有する相

談支援員によります支援を開始いたしました。これによりまして、すべ

ての障害に対応できる相談支援体制が整った次第でございます。」 

※ 次頁は、佐渡市の平成 29 年度分の「福祉行政報告例」「第 21 の 3」表 

  川越 豊橋 

H20 年 13 人 12 人 

H21 年   7 人 

H22 年 4 人 195 人 

H23 年 3 人 366 人 

H24 年 2 人 421 人 

H25 年 1 人 399 人 

H26 年 2 人 430 人 

H27 年 5 人 433 人 

H28 年 5 人 352 人 

H29 年 7 人 405 人 

H30 年 2 人 457 人 
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