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高齢者福祉と「ゴールドプラン」

医療技術の発達と公衆衛生・栄養面での
改善で、日本人の平均寿命は目覚しく伸長し
ました。しかし、高齢者人口の拡大とともに、
寝たきりや認知症を患い、介護を必要とする
人の数も急速に増えています。2004年の将
来予測では、21世紀の半ばまでに日本人の
3人に 1人が 65歳以上となり、したがって、
介護を必要とする高齢者も増加する一方とな
ります。介護問題はさらに、家族の介護能力
が平均的に低下しているという事実のために
深刻化しています。そこには、多世代家族か
ら核家族へと、家族形態の転換が続いている
ことが一因として挙げられます。政府はこう
した状況に応えるべく、現在、高齢者福祉制
度と介護医療サービスの再編に取り組んでい
ます。その一環として、2000年には、新し
い社会保障制度である介護保険制度を発足さ
せました。
高齢者のための福祉政策は、1963年に施

行された老人福祉法に基づいて実施されま
す。1982年に施行された老人保健法もまた、
高齢者の心身の健康を維持し、守るものとし
て重要です。
高齢者のための福祉政策は、児童福祉政

策・障害者福祉政策とともに、地方自治体、
特にその福祉事務所によって運営されていま
す。これらの福祉事務所では、専門知識と技
能を備えた社会福祉主事と呼ばれる有資格の
ソーシャルワーカーが、必要な支援とアドバ
イスを提供しています。またこれと連携して
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働くのが、民生委員と呼ばれる委託を受けた
福祉ボランティアで、近在の高齢者の生活状
況を正確に把握することに努め、その地区の
福祉事務所の業務を補佐します。特別な介
護を必要とする高齢者のための福祉施設に
は、デイサービスセンターや、介護老人保健
施設、特別養護老人ホーム、痴呆性高齢者グ
ループホームがあります。

21世紀の高齢化社会に対応するため、政
府は 1989年に「高齢者保健福祉推進 10か年
戦略」（通称「ゴールドプラン」）を策定し、
1994年にはこれを見直して、新たに「新ゴー
ルドプラン」を登場させました。「新ゴール
ドプラン」が 1999年度までに実現した改革
は、ホームヘルパーの増員、ショートステイ
施設の受け入れ能力の拡大、デイサービスセ
ンターにおけるデイサービス（食事と運動を
含む）の提供、特別介護やリハビリ指導を行

リハビリセンター
このようなセンターでは、
負傷した人や障害者のた
めの理学療法設備が提供
される
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福祉
高齢者・子供・障害者への支援
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う医師・看護師の訪問等在宅サービスの拡大、
と多岐にわたります。1997年 12月に高齢者
介護保険制度を創設する三法案が国会で可決
され、2000年 4月に新制度が発足しました。
それ以来、上記のような施設やサービスのほ
とんどが、介護保険制度を通じて提供されて
います。
さらに 2000年には、新たに「ゴールドプ

ラン 21」がスタートしました。この計画が
めざしているのは、（1）介護サービス基盤の
整備、（2）痴呆性高齢者支援対策の促進、（3）
元気な高齢者づくり対策の促進、（4）地域支
援体制の整備、（5）利用者保護と信頼できる
介護サービスの育成、（6）高齢者の保健福祉
を支える社会的基盤の確立、です。

児童福祉と「エンゼルプラン」

子供と子供の福祉を扱った最初の法律は、
1947年に施行された児童福祉法です。この
法律では、「児童」とは 18歳未満の者と定義
されており、さらに次のように三つに分類さ
れています。すなわち、満 1歳に満たない「乳
児」、満 1歳から小学校就学までの「幼児」、
そして小学生から 17歳までの「少年」です。
児童福祉法に従い、日本の都道府県はそ

れぞれいくつかの児童相談所を設けていま
す。そこでは専門的訓練を受けた児童福祉司
が、担当区域内で、子供にかかわるあらゆる
事項についての相談に応じています。児童福
祉司は専門家の視点から体系的な調査・判断
を行い、子供の保護者に必要な指導を与え、
子供を一時的に里親のもとに預ける手配や、
障害児の福祉施設入所の手配を行います。こ
うした仕事は、福祉事務所や保健所との緊密
な協力のもとに行われます。
市町村の自治体には、児童委員と呼ばれ

る児童福祉のボランティアが置かれ、児童福
祉司や有資格のソーシャルワーカーと協力し
ながら、支援を必要とする子供や妊産婦の生
活環境を適切に把握することに努めます。特
別な配慮を必要とする子供のための公的施設
としては、乳児院、保育所、また心身に重い

障害を持った子供のための病院内施設があ
ります。
児童福祉法は 1997年に大幅に改正されま

した。それは、過去 50年間で変化した子供
を取り巻く生活環境に対応するためです。そ
うした変化とは、夫婦共働きの一般化、家族
構成員が二世代を超えない核家族化の進行、
そして、合計特殊出生率（一人の女性が生涯
に産む子供の数の平均）が 2003年では 1.29
となっているという状況に示される少子化、
などをさします。今回の児童福祉法の改正で
は、従来のような子供の保護・応急的救済か
ら、大人になるまでに社会的・精神的・経済
的に自立できるよう、様々な形で子供を支援
することへと、政策の重点が移りました。
改正法では、児童家庭支援センターが設

立され、児童相談所と連携しながらその地域
の子供のための助言や指導を行う機関とな
りました。また、一部の施設の名称や機能が、
単なる養護ではなく自立を強調したものへ
と変更されました。例えば、教護院は児童自
立支援施設に、母子寮は母子生活支援施設へ
とそれぞれ名称を変えました。
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寝たきり、認知症、
衰弱した高齢者の推計
主な資料：厚生労働省『国民生活
基礎調査』

6

5

4

3

2

1

0
1993 2000 2010 2025

（百万人）

高齢による衰弱

0.90.1

1.0

1.2

1.4

1.7

1.9

2.3

2.5

2.0

2.8

3.9

5.2

寝たきり0.2 0.3

0.4
認知症を患い特別介護を必要と
するが、寝たきりではない



所が実施します。これらの事務所・相談所で
は、専門知識・技術を持つ職員が身体障害者
と相談します。障害者の仕事に関しては、市
町村自治体が任命した福祉ボランティアの
民生委員や、身体障害者相談員の支援を受け
られます。
身体障害を認定された人は、様々な公的

福祉サービスを受ける資格を持ちます。例え
ば、相談や指導、特別なリハビリ・医療サー
ビス、補助器具の交換・修理、多種のリハビ
リ施設の利用などです。また重度の障害を持
つ人には、浴槽、便器、特殊ベッド、ワープ
ロの給付・貸与、および、ホームヘルパーや
在宅検査のための医療従事者の派遣といっ
たサービスもあります。
障害者の自立生活を支援するため、国と

地方自治体は、障害者の生産品を買い取って
経済的援助を行い、様々な種類の活動を通し
て障害者のニーズに応え、障害者の社会参加
を促そうとしています。特別障害者手当は障
害者の経済的自立のために支給されており、
また、相互扶助に基づく特別な年金が、心身
の障害を持つ人々に給付されています。
障害児の場合には、その子を養育する法

的保護者に特別児童扶養手当が支給されま
す。手当の額は障害の程度に応じて決められ
ます。教育施設としては、盲学校、ろう学校、
特別介護つき寄宿学校、公立学校内の特別ク
ラスなどがあります。近年は、障害児が通常
の学校で通常児と一緒に教育を受けること
が、ますます一般的となっています。
障害の進行防止を目的とした政策も重視

されています。例えば、1965年に施行され
た母子保健法の規定を踏まえて、妊婦の健康
診断・相談が実施されています。
日本では諸外国同様、近年は「ノーマラ

イゼーション」の考え方がますます注目され
ています。ノーマライゼーションの目的は、
障害者が地域社会の中で自立し、様々な社
会活動に自由に参加できるようなバリアフ
リー社会を作ることにあります。政府はこの
課題に応えて、1995年 12月に「障害者プラ
ン～ノーマライゼーション 7か年戦略～」を
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母子家庭に対する必要な施策は、児童福
祉法の規定に加え、1964年施行の母子及び
寡婦福祉法により整備されていました。
児童福祉法改正に先立つ 1995年に、10年

計画の「今後の子育て支援のための施策の基
本的方向について」、通称「エンゼルプラン」
が、当時の文部省・厚生省・労働省・建設省
の共同で策定されました。核家族化進行の一
つの理由が女性の社会進出にあることから、
この「エンゼルプラン」は、女性が働きなが
ら安心して子供を育てられるような環境整備
を目的としています。ここで推進されている
施策には、保育所の受け入れ能力の拡大、保
育所の保育時間の延長、全国の子育て支援セ
ンターの増設があります。

1999年に「エンゼルプラン」は見直され、
2000年から 2004年までを期限とした「新エ
ンゼルプラン」が発足しました。この新プラ
ンは、多種多様な保育施設の拡充や、企業内
労働環境の改善をめざしています。
児童虐待の防止は次第に大きな問題とな

り、通告件数は過去 10年間に急増しました。
2000年に児童虐待防止法が施行され、2004
年に改正されました。この改正では、児童相
談所への通報義務の基準が拡大され、また相
談所職員の立ち入り調査の権限が明記されま
した。

障害者福祉と「ノーマライゼー
ション」

2000年と 2001年の厚生労働省の統計によ
れば、日本にはおよそ 343万人の身体障害
者、34万 2,000人の知的障害者、そして 204
万人の精神障害者がいます。障害者のための
福祉政策は、1949年施行の身体障害者福祉
法、1960年施行の知的障害者福祉法、そし
て 1970年施行の障害者基本法を基に実施さ
れています。これらの法が適用されるのは
18歳以上で、18歳未満の障害児には児童福
祉法が適用されます。
身体障害者に対する福祉政策は、地方自

治体、特に福祉事務所と身体障害者更生相談

福祉タクシー
車椅子を運ぶ特別設備つ
きの自動車が、障害者向
けのタクシーサービスに
利用されている
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まとめました。そのもとで、障害者の自立促
進と、地域社会の中での一般市民としての生
活支援がめざされました。2003年に始まっ
た新計画はこれを引き継ぎ、さらにホームヘ
ルパー、デイサービスセンター、グループホー
ムなどに関する数値目標が拡大されました。

生活に困窮する人々への福祉
政策

経済的に困難な立場にいる人々に対する
日常生活の福祉サポートは、1950年に施行
された生活保護法を基に行われています。こ
の法律は、自らの最善の努力にもかかわらず
困窮した生活を送る人々に対し、最低限の生
活を保障するとともに、自立を促すことを基
本原理としています。
こうした支援は、援助を必要とする本人、

またはその法的保護者、もしくは同居する家

族の申請を基にして行われます。原則とし
て、支援は世帯単位で行われます。
生活保護は、有資格のソーシャルワーカー

の責任のもと、福祉事務所によって実施され
ます。支援対象に子供や障害者、高齢者が含
まれる場合には、自治体の任命する民生委員
が支援活動を補助します。
生活保護は、次の8つの種類からなります。

すなわち、（1）衣食、その他日常生活の需要
を満たすための扶助、（2）義務教育にかかる
費用（教科書、給食費、授業料など）のため
の教育扶助、（3）住宅扶助、（4）医療扶助、（5）
出産扶助、（6）仕事に必要な資金や器具を支
援する生業扶助、（7）葬祭扶助、（8）介護扶助、
です。
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