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４ 用語解説（五十音順） 

 

◆音声による誘導信号 
灯火によって表示されている信号の内容を、音

響によって視覚障がい者に知らせる装置。歩行者

の音色信号時間帯にのみ音響を発し、視覚障がい

者は、この音響を聞き取り、安全に交差点等を横

断することができる。 

 

◆ガイドヘルパー(移動介護事業者) 

視覚障がい者及び脳性麻痺者等全身性障がい

者等の移動を支援する者。 

 

◆学習障がい（LD＝Learning Disabilities） 

基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、

聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するな

どの能力のうち特定の能力の習得と使用に著し

い困難を示す様々な状態を指す。 

 

◆完全参加と平等 

 「国際障害者年」の目標テーマ。障がい者が、

それぞれの住んでいる社会において社会生活と

社会の発展に関して「完全参加」し、社会の他の

人々と同じ生活条件を獲得し、社会的・経済的発

展によって生み出された生活条件の改善におけ

る平等な配分を享受する（「平等」）ことの実現を

めざす、という内容。 

 

◆筋萎縮性側索硬化症 

（ALS＝amyotrophic lateral sclerosis） 

 重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経変

性疾患で、運動ニューロン病の一種。きわめて進

行が早く、半数ほどが発症後 3年から 5年で呼吸

筋麻痺により死亡する。有効な治療法は確立され

ていない。日本国内では、1974 年に特定疾患に認

定された特定難病である。 

 

◆筋ジストロフィー 

筋線維の破壊・変性（筋壊死）と再生を繰り返 

 

しながら、次第に筋萎縮と筋力低下が進行してい

く遺伝性筋疾患の総称である。発症年齢や遺伝形

式、臨床的経過等から様々な病型に分類される。 

 
◆ケアマネジメント 

 本人の意向を踏まえて、福祉・保健・医療・教

育・就労などの幅広いニーズと、様々な地域の社

会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結

びつけて調整を図るとともに、総合的かつ継続的

なサービスの供給を確保し、さらには社会資源の

改善及び開発を推進する援助方法。 

 

◆言語聴覚士 

言語聴覚士法に定められた資格を有し、音声機

能、言語機能又は聴覚に障がいのある人の機能の

維持向上を図るため、言語訓練やその他の訓練、

これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を

行う。 
 

◆権利擁護 

 社会福祉の分野では、自己の権利や援助のニー

ズを表明することが困難な障がい者等のために、

援助者がその権利の擁護を行うこと。 

 

◆高機能自閉症 

3 歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形

成の困難さ ②言葉の発達の遅れ ③興味や関心

が狭く特定のものにこだわることを特徴とする

行動の障がいである自閉症のうち、知的発達の遅

れを伴わないものをいう。 

 

◆高次脳機能障がい 

 交通事故等により頭部に強いショックが加わ

る脳外傷等により、記憶力、注意力、知能、情報

処理能力などの低下が生じる脳機能の障がい。 
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◆更生医療・育成医療 

 身体上の障がいまたは現存する疾患を放置す

れば、障がいを残すと認められる疾患で、確実な

治療効果が期待できるものを対象として、必要な

手術や治療などの医療費を公費で負担すること。

18 歳以上の場合は身体障害者福祉法により更生

医療が、18 歳未満の場合は児童福祉法により育成

医療が適用される。 

 

◆更生施設（入所・通所） 

 障がい者が、入所または通所によって、その自

立に必要な生活指導・訓練を受けるための施設。

「身体障害者更生施設」、「知的障害者更生施設」

などがある。 

 
◆国際障害者年 

 1981 年、国際連合がこの年を「国際障害者年」

とし、障がい者の「完全参加と平等」の実現を目

標にした。社会的環境条件を、障がい者を含めた

すべての人が利用できるものに変革すべきこと

を強調している。 

 

◆国連・障害者の 10 年 

 国際障害者年の目的を計画的に達成していく

ために、1982 年に国連が決議採択したもので、

1983年から1992年までの設定された10年間をい

う。各国が、障がい者の福祉、自立援助、教育等

の諸施策を計画的に充実していくよう要請した。 

 

◆作業療法士（OT） 

 心身に障がいがある人に対し、主に手先を使う

作業療法（手芸、工作、治療的ゲーム等）を用い

て、応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を

図る訓練等を行う者。医療機関や福祉施設などで

働いている。 

 

◆支援費制度 

 「措置制度」（県や市町村が、サービスの内容・

サービスを行う事業者や施設を決定していた）に

代わって平成 15 年 4 月から開始された制度。障

がい者自身が、希望するサービスおよびそれを提

供する事業者や施設を選択し、契約を結んだうえ

でサービスを利用する。 

 
◆自閉症 

 対人関係を上手にとる、自分の気持ちを適切に

伝える、相手に共感することなどが苦手で、同一

性を保持しようとする、興味の限定などの症状が

ある発達障がいの一種と考えられている。 

 
◆重度心身障がい者（児） 

 重度の知的障がいと重度の肢体不自由を持つ

障がい者（児）。 

 

◆授産施設（入所・通所） 

 雇用されることが困難な障がい者が入所また

は通所して、必要な訓練や職業の提供を受け、自

活できるようにする施設。 

 

◆手話通訳者 

 身体障がい者福祉の概要や手話通訳の役割・責

務等について理解ができ、手話通訳に必要な手話

語彙、手話表現技術及び基本技術を習得し、県の

実施する登録試験に合格し手話通訳を行う者。さ

らに専門的な知識・技術を有する手話通訳者とし

て、手話通訳士（厚生労働省認定資格）がいる。 

 
◆手話奉仕員 

 派遣依頼を受けて、聴覚障がい者の日常生活上

の初歩的なコミュニケーションの支援、市町村等

の公的機関からの依頼による広報活動、文化活動

等に協力する者。 

 

◆障害者基本計画 

 障害者基本法に基づいて平成 14 年度に策定さ

れた国の障がい者政策に係る長期計画。平成 5年

度に策定された「障害者対策に関する新長期計

画」における「リハビリテーション」及び「ノー

マライゼーション」の理念を継承するとともに、

障がい者の社会への参加、参画に向けた施策の一
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層の推進を図るため、平成 15 年度から平成 24 年

度までの 10 年間に講ずべき障がい者施策の基本

的方向について定めるもの。 

 

◆障害者基本法 

障がい者のあらゆる分野の活動への参加を促

進することを目的とした法律。障がい者のための

施策に関して基本的な理念や地方自治体等の責

務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めて

いる。「心身障害者対策基本法」を改正したもの

で、平成 5 年施行。同 16 年に改正が行われ、障

がい者への差別、権利利益侵害の禁止などが明記

された。 

 

◆障害者週間 

 12月 3日から9日まで。障害者基本法において、

国民の間に広く障がい者の福祉についての関心

と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加

する意欲を高めるために定められている。 

 
◆障害者自立支援法 

 障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援

する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっ

とり、これまで障がい種別ごとに異なる法律に基

づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉

サービス、公費負担医療費等について、共通の制

度のもとで一元的に提供する仕組みを創設する

こととし、自立支援給付の対象者、内容、手続き

等、地域生活支援事業、サービスの整備のための

計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精

神保健福祉等の関係法律について所要の改正を

行う。 

 
◆障害者の雇用の促進等に関する法律 

 「障害者雇用促進法」と称される、障がい者の

職業生活における自立促進のための措置を総合

的に講じ、障がい者の職業の安定を図ることを目

的とした法律。障がい者の法定雇用率などを規定

している。 

◆障害者の日 

国民の障がい者福祉についての関心と理解を

深めるため、また障がい者があらゆる分野の活動

に積極的に参加する意欲を高めるため、国連で

「障害者の権利宣言」が採択された 12 月 9 日を

「障害者の日」と定められた。 

 
◆小規模作業所 

 在宅の障がい者が作業をしたり、日常生活の支

援を受けたりできる、身近な地域のある小規模の

作業所のこと。障がい者や家族、職員をはじめと

する関係者の共同の事業として地域の中で生ま

れ、運営されている。「共同作業所」「福祉作業

所」などの名称でも呼ばれる。 

 
◆小規模通所授産施設 

 通所施設である授産施設であって、常時利用す

る者が 10 人以上 20 人未満であるもの。 

 
◆職親 

 援護の実施者から委託を受け、将来独立自活で

きるように職業上の指導を行う民間人。 
 

◆職業リハビリテーション 

 身体又は精神に障がいがあるため、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に対して、職業指導、

職業訓練、職業紹介等を行い、その障がい者の職

業的自立を図ること。 

 
◆ジョブコーチ（職場適応援助者） 

 障がい者が職場の習慣や人間関係に適応し働

いていくため、作業工程の工夫、作業指導の方法

などを助言するとともに、通勤時、就労時などの

サポートをする。 

 

◆進行性筋萎縮性症者療養等給付事業 

 進行性筋萎縮症に罹患している身体障がい者

に対して、療養に併せて必要な訓練等を行うとき、

その療養費等を給付する。 
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◆心身障がい児 

 知的障がいと肢体不自由が重複している障が

い児。 

 

◆身体障害者相談員 

 身体障害者福祉法に基づき、身体障がい者の福

祉の増進を図るため、地域の身体障がい者の相談

に応じ、必要な指導、助言を行うほか、関係機関

や関係団体等と連携をとり、援護思想の普及に努

める相談員。 

 

◆身体障害者療護施設 

 常時介護を必要とする重度身体障がい者が入

所して、医学的管理のもとに必要な介護を受ける

施設。 

 

◆精神障害者生活訓練施設 

回復途上にある精神障がい者が居室等の設備

を利用し、生活の指導を受けながら自立をめざす

ための施設。 

 

◆精神通院医療 

 精神障害者通院医療費公費負担制度。精神障が

い者の通院医療を促進し、かつ適正医療を普及さ

せるため、都道府県がその医療に関する費用を公

費で負担する制度。 

 
◆精神保健福祉士 
 「精神保健福祉士法」に定められた国家資格。

精神病院その他の施設において精神障がいの医

療を受け、又は精神障がい者の社会復帰の促進を

図ることを目的とする施設を利用している者の

社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常

生活への適応のために必要な訓練その他の援助

を行う。 
 
◆精神保健福祉法 

 精神障がい者の医療及び保護を行い、障害者自立

支援法と連携してその社会復帰の促進及びその自

立と社会経済活動への参加の促進のために必要な

援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精

神的健康の保持及び増進に努めることによって、精

神障がい者の福祉の増進及び国民の精神保健の向

上を図ることを目的とする法律。 

 
◆成年後見制度 

 判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知

的障がい者、精神障がい者等）の財産や権利を保

護するための制度。 

 
◆措置制度 

 障がい者福祉サービスについて、行政がサービ

スの受け手を特定し、サービス内容を決定する制

度。 

 
◆地域活動支援センター 

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会と

の交流等を行う施設。 

 
◆知的障害者相談員 

 「知的障害者福祉法」に基づいて、知的障がい

者の福祉の増進を図るため、知的障がい者または

その保護者の相談に応じるとともに必要な援助

を行う県知事により委託された民間の協力者。 
 
◆注意欠陥／多動性障がい（AD／HD＝Attention 

Deficit ／Hyperactive Disorder） 

 衝動性や注意力をコントロールすることにつ

いて、脳機能の障がいがあるとされている。勉強

や仕事などに細かい注意を払うことが苦手で、注

意の持続が難しい、順番を待つことやじっと座っ

ていることが苦手、といった特徴がみられる。 

 
◆通級指導教室 

 小・中学校の通常の学級に在籍している軽度の

障がいのある子どもに対して、各教科等の指導は

通常の学級で行いつつ、障がいに応じた特別の指

導（言語訓練、聴能力訓練等）を特別の指導の場

で行う教育形態。 
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◆通所授産施設 

 一般就労が困難な障がい者が通所し、必要な訓

練を行うとともに、福祉的就労の場として、自立

に必要な支援等を受ける施設のこと。身体障がい

者、知的障がい者、精神障がい者の各授産施設が

ある。 

 
◆特別支援学校 

 平成 19 年 4 月より、盲学校、聾学校、養護学

校は、すべて障がいの種類を越えて、特別支援学

校という呼称に統一される。また、学習障がい（Ｌ

Ｄ）、注意欠陥／多動性障がい（ＡＤ／ＨＤ）高

機能自閉症などの子どもたちにも、地域や学校で

総合的で全体的な配慮と支援をしていくことに

なった。 

 
◆特別支援学級 

 小学校や中学校で特別支援教育を行っている

学級のこと。従来は「特殊学級」と呼ばれていた。 

 

◆特別支援教育 

 学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥／多動性障がい

（ＡＤ／ＨＤ）、高機能自閉症を含めて障がいの

ある児童生徒の自立や社会参加に向け、その一人

ひとりの教育的ニーズを把握して、その持ってい

る力を高め、生活や学習上の困難を改善または克

服するために、適切な教育や指導を通じて必要な

支援を行うもの。従来の障がいの程度等に応じて、

特別の場で指導を行う「特殊教育」からの転換が

図られている。 

 

◆トライアル雇用（障害者試行雇用） 

 有給の有期契約による試行雇用。この期間に企

業は適性を見極めるとともに、障がい者も仕事や

職場について知ることができるため、双方にとっ

てメリットがあり、障がい者の雇用を促進するこ

とができる。 

 

◆ノーマライゼーション 

 障がい者を特別視するのではなく、障がいのあ

る人もない人も、誰もの個人の尊厳を重んじられ、

地域の中で同じように生活を営める社会が通常

（ノーマル）の社会である、とする考え方。 

 

◆発達障がい 

 平成 17 年 4 月施行の発達障害者支援法では、

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広凡性発

達障がい、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥／多動

性障がい（ＡＤ／ＨＤ）、その他これに類する脳

機能の障がいであって、その症状が通常低年齢に

おいて発現するものとしている。 

 

◆発達障害者支援法 

 これまで法的な位置づけのなかったアスペル

ガー症候群その他の広汎性発達障がい、自閉症、

学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥／多動性障がい（Ａ

Ｄ／ＨＤ）等を発達障がいとし、このような発達

障がいを早期に発見し、発達支援を行う国や地方

公共団体の責務を定めた法律で、平成 17 年 4 月 1

日に施行された。 

 
◆バリアフリー 

 「障がいのある人が社会生活をしていくうえで

妨げとなる障壁（バリア Barrier）となるものを

除去（フリーFree）する」という意味で、建物や

道路などの段差等生活環境上の物理的障壁の除

去をいうことが多いが、より広く、「社会参加を

困難にしている社会的、制度的、心理的なすべて

の障壁の除去」という意味でも用いる。 

 

◆バリアフリー新法 

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律」の通称。交通バリアフリー法施行 5

年後の見直し時期とも重ねて、交通バリアフリー

法及びハートビル法を統合拡充し、より総合的、

一体的な法制度を構築することで、高齢者、障が

い者等の日常生活及び社会生活における移動上

及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を

図ることとした新たな法律案。 
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◆福祉工場 

作業能力と働く意欲がありながら、職場の構

造・設備、通勤事情等のために、一般企業で雇用

されることが困難な障がい者が働けるように職

場と生活環境に配慮した工場。 

 

◆福祉ホーム 

 障がい者が家庭環境、住宅事情等の理由から住

居を求めている場合に、居室と日常生活に必要な

便宜を低額な料金で提供することにより、社会復

帰と自立の促進を図る施設。 

 

◆法定雇用率 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇

用の促進等に関する法律」に基づき、割合に相当

する数以上の身体障がい者又は知的障がい者を

雇用しなければならないこととされている。重度

身体障がい者又は重度知的障がい者については、

それぞれ 1 人の雇用をもって、2 人の身体障がい

者又は知的障がい者を雇用しているものとみな

される。また短期間労働者は原則的に実雇用率に

はカウントされないが、重度身体障がい者又は重

度知的障がい者については、それぞれ 1人の身体

障がい者又は知的障がい者を雇用しているもの

とみなされる。2005（平成 17）年 7月に障害者雇

用促進法の改正が行われ、2006（平成 18）年度よ

り雇用義務の対象に精神障がい者も加わり、実雇

用率に算入できるようになった。 

 

◆ホームヘルパー(居宅介護従業者) 

 障がい者の家庭等におもむき、入浴等の介護、

家事援助等の日常生活を営むのに必要なサービ

スを提供する者。 

 
◆補装具 

 身体障がい者（児）の失われた部位や障がいの

ある部分を補って、日常生活を容易にするための

用具。視覚障がい者用の白杖・義眼・点字器、聴

覚障がい者用の補聴器、音声・言語機能障がい者

用の人工咽頭、肢体不自由者用の車いす・義手・

義足などがある。 

 

◆理学療法士（PT） 

 身体障がい者に対して、医師の指示の下、運動

療法や物理療法（熱や電気、水などを用いた療法）

などを用いた機能回復訓練を行う者。医療機関や

リハビリ施設、福祉施設などで働いている。 

 

◆臨床心理士 

 来談する人の特徴に応じて、さまざまな臨床心

理学的技法（遊戯療法、箱庭療法、芸術療法、夢

分析、家族療法、精神分析、行動療法、動作法等々）

を用いて、心の問題改善に向けて援助を行う者。

学校内の相談室、医療機関、リハビリ施設などで

働いている。 
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