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参考資料 

 

正式法令名一覧 

 

略称 正式法令名 

障害者総合支援法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

障害者虐待防止法 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 

児童虐待防止法 児童虐待の防止等に関する法律 

精神保健福祉法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

成育基本法 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療

等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律 

障害者優先調達推進法 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 

障害者雇用促進法 障害者の雇用の促進等に関する法律 

人権教育・啓発推進法 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

 

 

正式条約名一覧 

 

略称 正式条約名 

障害者権利条約 障害者の権利に関する条約 

子どもの権利条約 児童の権利に関する条約 
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 法 令 ・ 条 約 

 

法令・条約 掲載場所 関連講座（●共通分野 ●専門分野） 

1 教育基本法 文部科学省 HP ●特別支援教育（概論） 

2 学校教育法 文部科学省 HP ●特別支援教育（概論） 

3 学習指導要領及び解説（平成 29・30年改

訂） 

文部科学省 HP ●切れ目のない支援 

●特性に応じた指導・支援 

●就業（就労）支援 

●生活・余暇支援 

●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

●学習指導要領と教育課程 

●発達障害のある子どもの教育 

●学習指導と授業づくり 

●学級経営と生徒指導 

4 人権教育・啓発推進法 文部科学省 HP ●人権教育 

5 障害者基本法の一部改正 内閣府 HP ●特別支援教育（概論） 

6 障害者差別解消法 内閣府 HP ●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

●特別支援教育（概論） 

●福祉に関する法令・制度とサー

ビスの実際 

●人権教育 

●労働・雇用分野における権利擁

護 

7 発達障害者支援法 厚生労働省 HP ●発達障害者支援法 

●発達障害の障害特性の理解 

8 障害者総合支援法 厚生労働省 HP ●他の分野との連携 

●福祉に関する法令・制度とサー

ビスの実際 

9 障害者虐待防止法 厚生労働省 HP ●福祉に関する法令・制度とサー

ビスの実際 

●人権教育 

10 児童虐待防止法 厚生労働省 HP ●人権教育 

●虐待の予防・早期発見・対応に

関する連携 

11 医師法 厚生労働省 HP ●関係領域の法令体系と動向 
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12 保健師助産師看護師法 厚生労働省 HP ●関係領域の法令体系と動向 

13 精神保健福祉法 厚生労働省 HP ●関係領域の法令体系と動向 

14 地域保健法 厚生労働省 HP ●関係領域の法令体系と動向 

15 母子保健法 厚生労働省 HP ●関係領域の法令体系と動向 

16 成育基本法 厚生労働省 HP ●関係領域の法令体系と動向 

17 障害者優先調達推進法 厚生労働省 HP ●労働に関する法令・制度・施策 

18 労働安全衛生法 厚生労働省 HP ●労働に関する法令・制度・施策 

19 障害者雇用促進法 厚生労働省 HP ●労働に関する法令・制度・施策 

20 障害者権利条約 外務省 HP ●発達障害の障害特性の理解 

●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

●特別支援教育(概論) 

21 子どもの権利条約 ユニセフ HP ●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

 

 通 知  

 

通知 掲載場所 関連講座（●共通分野 ●専門分野） 

22 学校教育法施行規則の一部を改正する省

令等及び学校教育法施行令第 8条に基づく就

学校の変更の取扱いについて 

〈17文科初第1138号 平成18年3月30日  

文部科学省初等中等教育局長通知〉 

文部科学省 HP ●特別支援教育（概論） 

23 特別支援教育の推進について 

〈19文科初第125号 平成19年4月1日  

文部科学省初等中等教育局長通知〉 

文部科学省 HP ●切れ目のない支援 

●支援の計画の作成と活用 

●特性に応じた指導・支援 

●早期発見・早期支援 

●他の分野との連携 

●特別支援教育（概論） 

24 学校教育法施行令の一部改正について 

〈25文科初第655号 平成25年9月1日  

文部科学事務次官通知〉 

文部科学省 HP ●切れ目のない支援 

●支援の計画の作成と活用 

●早期発見・早期支援 

●他の分野との連携 

●特別支援教育（概論） 
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25 障害のある児童生徒等に対する早期から

の一貫した支援について 

〈25文科初第756号 平成25年10月4日  

文部科学省初等中等教育局長通知〉 

文部科学省 HP ●切れ目のない支援 

●アセスメント 

●早期発見・早期支援 

●特別支援教育（概論） 

●発達障害のある子どもの教育 

26 文部科学省所管事業分野における障害を

理由とする差別の解消の推進に関する対応指

針 

〈平成27年11月9日付け  

文部科学省告示第180号〉 

文部科学省 HP ●発達障害の障害特性の理解 

●支援の計画の作成と活用 

●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

●人権教育 

27 学校教育法施行規則等の一部を改正する

省令等の施行等について 

〈元文科高第328号 令和元年8月13日  

文部科学省高等教育局長通知〉 

文部科学省 HP ●発達支援 

28 学校及び保育所からの市町村又は児童相

談所への定期的な情報提供の実施状況につい

て 

〈22初児生第64号 雇児総発0304第1号 平成23年

3月4日 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長・

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知〉 

厚生労働省 HP ●虐待の予防・早期発見・対応に

関する連携 

29 母子保健施策の実施について 

〈児発第933号 平成8年11月20日 

厚生省児童家庭局長通知〉 

厚生労働省 HP ●母子保健体制 

30 発達障害者支援法の施行について 

〈17文科初第16号 厚生労働省発障第0401008号 平

成17年4月1日 文部科学事務次官 厚生労働事務

次官通知〉 

厚生労働省 HP ●特別支援教育（概論） 

31 自立支援協議会の設置運営について 

〈障発0330第25号 平成24年3月30日  

厚生労働省社会・擁護局障害保健福祉部長通知〉 

厚生労働省 HP ●他の分野との連携 

32 地域における保健師の保健活動について 

〈健発0419第1号 平成25年4月19日  

厚生労働省健康局長通知〉 

厚生労働省 HP ●母子保健体制 

33 乳幼児に対する健康診査の実施について 

〈児発第285号 平成10年4月8日  

厚生省児童家庭局長通知 

改正 雇児発0911第1号 平成27年9月11日 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知〉 

厚生労働省 HP ●母子保健体制 

34 障害福祉サービスの利用等にあたっての

意思決定支援ガイドラインについて 

〈障発0331第15号 平成29年3月31日 

厚生労働省 HP ●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 
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厚生労働省社会・擁護局障害保健福祉部長通知〉 

35 「都道府県社会的養護推進計画」につい

て 

〈子発0401第5号 令和2年4月1日  

厚生労働省子ども家庭局長通知〉 

厚生労働省 HP ●子ども家庭福祉 

●福祉に関する法令・制度とサー

ビスの実際 

36 母子保健医療対策総合支援事業の実施に

ついて 

〈雇児発第0823001号 平成17年8月23日  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 

一部改正 子発0617第2号 令和2年6月17日 

 厚生労働省子ども家庭局長通知〉 

厚生労働省 HP ●発達障害の医療 

 

 事務連絡 

 

事務連絡 掲載場所 関連講座（●共通分野 ●専門分野） 

37 「キャリアパスポート」例示資料等につい

て 

〈平成３１年３月２９日 文部科学省初等中等教育局

児童生徒課 事務連絡〉 

文部科学省 HP ●キャリア教育と進路指導 

38 保育所等における障害のある子どもに対

する支援施策について 

〈平成２９年８月４日 厚生労働省障害児・発達障害者

支援室 連名事務連絡〉 

厚生労働省 HP ●障害児保育 

 

報 告 書  

 

報告書 掲載場所 関連講座（●共通分野 ●専門分野） 

39 共生社会の形成に向けたインクルーシブ

教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告） 

文部科学省 HP ●発達障害の障害特性の理解 

●併存障害の理解と対応（二次的

な問題を中心に） 

●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

●特別支援教育（概論） 

●特別支援教育体制 

●学習指導と授業づくり 
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40 心のバリアフリー学習推進会議（報告） 文部科学省 HP ●切れ目のない支援 

●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

41 21世紀の特殊教育の在り方について ～

一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り

方について～（最終報告） 

文部科学省 HP ●特別支援教育（概論） 

42 今後の特別支援教育の在り方について

（最終報告） 

文部科学省 HP ●特別支援教育（概論） 

43 家庭と教育と福祉の連携「トライアング

ル」プロジェクト ～障害のある子と家族を

もっと元気に～ 

 

文部科学省 HP 

厚生労働省 HP 

●発達障害の障害特性の理解 

●発達心理 

●家族・保護者支援 

●他の分野との連携 

●発達支援 

44 乳幼児健康診査における発達障害の早期

発見・早期支援のための取組事例に関する調

査研究報告書 

厚生労働省 HP ●早期発見・早期支援 

45 発達障害者支援センター運営事業におけ

る新たな支援のあり方に関する調査 

厚生労働省 HP ●切れ目のない支援 

46 平成 29年度「障害者虐待の防止、障害者 

の養護者に対する支援等に関する法律」 

に基づく対応状況等に関する調査結果報 

告書 

厚生労働省 HP ●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

 

47 平成 28年生活のしづらさなどに関する調

査 

厚生労働省 HP ●障害児・者福祉（総論） 

48 障害児支援の見直しに関する検討会 報告

書 

厚生労働省 HP ●発達支援 

49 障害児支援の在り方に関する検討会 報

告書 

厚生労働省 HP ●発達支援 

50 児童養護施設入所児童等調査の結果 厚生労働省 HP ●虐待の予防・早期発見・対応に

関する連携 

51 平成 30年度「障害者の生活実態」 東京都福祉保

健局 HP 

●障害児・者福祉（総論） 

52 発達障害者等の地域特性に応じた支援ニ

ーズとサービス利用の実態の把握と支援内容

に関する研究 

 

厚生労働科学

研究成果デー

タベース 

●地域診断と地域ネットワーク 
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 ガイドライン・ガイドブック・手引き・事例集等 

 

タイトル 掲載場所 関連講座（●共通分野 ●専門分野） 

53 発達障害を含む障害のある幼児児童生徒

に対する教育支援体制整備ガイドライン 

文部科学省 HP ●切れ目のない支援 

●早期発見・早期支援 

●他の分野との連携 

●特別支援教育体制 

●学習指導と授業づくり 

54 小・中学校における LD（学習障害）、ADHD

（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症の

児童生徒への教育支援体制整備のためのガイ

ドライン（試案） 

文部科学省 HP ●特別支援教育（概論） 

55 現代的健康課題を抱える子供たちへの支

援 ～養護教諭の役割を中心として～ 

文部科学省 HP ●特別支援教育体制 

56 生徒指導提要 文部科学省 HP ●学級経営と生徒指導 

57 キャリア教育の手引き 文部科学省 HP ●キャリア教育と進路指導 

58 学校・教育委員会等向け虐待対応の手引

き 

文部科学省 HP ●人権教育 

59 放課後等デイサービスガイドライン 厚生労働省 HP ●支援の計画の作成と活用 

●生活・余暇支援 

●家族・保護者支援 

●他の分野との連携 

●発達支援 

60 児童発達支援ガイドライン 厚生労働省 HP ●支援の計画の作成と活用 

●生活・余暇支援 

●家族・保護者支援 

●他の分野との連携 

●発達支援 

61 保育所等訪問支援の手引き 厚生労働省 HP ●発達支援 

62 子ども虐待対応の手引き 厚生労働省 HP ●虐待の予防・早期発見・対応に

関する連携 

63 地域における成年後見制度利用促進に向

けた体制整備のための手引き 

厚生労働省 HP ●成年後見 

64 成年後見制度における診断書作成の手引 

本人情報シート作成の手引 

裁判所 HP ●成年後見 

65令和 2年度版人権教育・啓発白書 法務省 HP ●人権教育 

66 障害のある学生への支援・配慮事例 日本障害学生

支援機構 HP 

●切れ目のない支援 

●他の分野との連携 
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67 合理的配慮ハンドブック ～障害のある

学生を支援する教職員のために～ 

日本障害学生

支援機構 HP 

●切れ目のない支援 

●他の分野との連携 

68 就職支援ガイドブック…発達障害のある

あなたに… 

高齢・障害・

求職者雇用支

援機構 HP 

●就業（就労）支援 

69 発達障害を理解するために２ ～就労支

援者のためのハンドブック～ 

高齢・障害・

求職者雇用支

援機構 HP 

●就業（就労）支援 

 

法令・制度・施策に関する資料 

 

タイトル 掲載場所 関連講座（●共通分野 ●専門分野） 

70 高等学校における通級による指導 文部科学省 HP ●特性に応じた指導・支援 

●併存障害の理解と対応（二次的

な問題を中心に） 

●就業（就労）支援 

●生活・余暇支援 

●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

●発達障害のある子どもの教育 

71 特別支援教育を推進するための制度の在

り方について（答申） 

文部科学省 HP ●特別支援教育（概論） 

72 教育基本法の改正 平成 18年 12月 文部科学省 HP ●特別支援教育（概論） 

73 発達障害者支援法の改訂について 厚生労働省 HP ●発達障害者支援法 

74 障害福祉サービス等 厚生労働省 HP ●他の分野との連携 

75 成年後見制度関係資料集 厚生労働省 HP ●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

76 障害児支援施策 厚生労働省 HP ●特別支援教育（概論） 

●発達支援 

77 主な母子保健対策（体系図） 厚生労働省 HP ●母子保健体制 

78 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事

業について 

厚生労働省 HP ●就業（就労）支援の実際 

79 職業能力評価基準について 厚生労働省 HP ●就業（就労）支援の実際 

80 社会的養護 厚生労働省 HP ●子ども家庭福祉 

●福祉に関する法令・制度とサー

ビスの実際 
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81社会的養護の現状 厚生労働省 HP ●子ども家庭福祉 

82 ひとり親家庭の支援について 厚生労働省 HP ●子ども家庭福祉 

83 母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支

援施策の実施状況 

厚生労働省 HP ●子ども家庭福祉 

84 児童虐待防止対策 厚生労働省 HP ●虐待の予防・早期発見・対応に

関する連携 

85 体罰等によらない子育ての推進に関する

検討会 

厚生労働省 HP ●虐待の予防・早期発見・対応に

関する連携 

86 児童虐待死の再発を防止する厚生労働

省・文部科学省合同プロジェクトチーム 

厚生労働省 HP ●虐待の予防・早期発見・対応に

関する連携 

87 子ども虐待による死亡事例等の検証につ

いて 

厚生労働省 HP ●虐待の予防・早期発見・対応に

関する連携 

88 厚生労働省における障害を理由とする差

別の解消の推進 

厚生労働省 HP ●福祉に関する法令・制度とサー

ビスの実際 

89 子ども・子育て支援 厚生労働省 HP ●福祉に関する法令・制度とサー

ビスの実際 

90 障害者優先調達推進法の推進(取組事例） 厚生労働省 HP ●労働に関する法令・制度・施策 

91 プライバシーに配慮した障害者の把握・

確認ガイドラインの概要 

厚生労働省 HP ●労働に関する法令・制度・施策 

92 障害者に対する差別の禁止及び合理的配

慮の提供〈パンフレット〉 

厚生労働省 HP ●労働・雇用分野における権利擁

護 

93 子ども・子育て本部 内閣府 HP ●子ども家庭福祉 

●福祉に関する法令・制度とサー

ビスの実際 

94 人権教育・啓発に関する基本計画 法務省 HP ●人権教育 

95 成年後見制度 ―詳しく知っていただく

ために― 

裁判所 HP ●成年後見 

96 成年後見関係事件の概況―平成 31年 1月

～令和元年 12月―最高裁判所事務総局家庭

局 

裁判所 HP ●成年後見 

97 成年後見制度において利用する信託の概

要 

裁判所 HP ●成年後見 

98 職場適応援助者（ジョブコーチ）による

支援 

高齢・障害・

求職者雇用支

援機構 HP 

●就業（就労）支援の実際 
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 その他の資料 

 

タイトル 掲載場所 関連講座（●共通分野 ●専門分野） 

99 教育支援資料（平成 25年 10月） 文部科学省 HP ●発達障害の障害特性の理解 

●切れ目のない支援 

●特性に応じた指導・支援 

●早期発見・早期支援 

●発達障害のある子どもの教育 

100 学校現場における虐待防止に関する研修

教材 

文部科学省 HP ●人権教育 

101 研修教材「児童虐待防止と学校」 文部科学省 HP ●人権教育 

102 特別支援教育に関する調査の結果関連デ

ータ（平成 19年度以降） 

文部科学省 HP ●切れ目のない支援 

103 疾病及び関連保健問題の国際統計分類

ICD－10（2013年版） 

厚生労働省 HP ●発達障害の障害特性の理解 

104 ICD－11の概要 厚生労働省 HP ●発達障害の障害特性の理解 

105 保育関係 厚生労働省 HP ●障害児保育 

106 合理的配慮等具体例データ集（合理的配

慮サーチ） 

内閣府 HP ●障害者の権利に関する条約及び

児童の権利に関する条約 

●労働・雇用分野における権利擁

護 

107 厚生労働省 みんなのメンタルヘルス総

合サイト 

みんなのメン

タルヘルス HP 

●精神疾患とその治療 

108 厚生労働科学研究「ひきこもり状態を伴

う広汎性発達障害者の家族に対する認知行動

療法の効果：CRAFTプログラムの適用」 

厚生労働科学

研究成果デー

タベース 

●併存障害の理解と対応（二次的

な問題を中心に） 

109 強度行動障害支援者養成研修テキスト 国立重度知的

障害者総合施

設のぞみの園

HP 

●併存障害の理解と対応（二次的

な問題を中心に） 

110 令和元年度研修実績 サービス管理責任

者等指導者養成研修会資料 

国立障害者リ

ハビリテーシ

ョンセンター

学院 HP 

●他の分野との連携 

●発達支援 

●ケアマネジメント 

111 令和元年度研修実績 相談支援従事者指

導者養成研修会資料 

国立障害者リ

ハビリテーシ

ョンセンター

学院 HP 

●他の分野との連携 

●ソーシャルワーク 
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112 ソーシャルワーカーの倫理綱領 2020 日本ソーシャ

ルワーカー連

盟 HP 

●ソーシャルワーク 

113 ソーシャルワーク専門職のグローバル定

義 2014 

日本ソーシャ

ルワーカー連

盟 HP 

●ソーシャルワーク 

114 福祉のしごとガイド（資格・職種編） WAM NET HP ●対人援助職の基本姿勢 

●福祉に関する法令・制度とサー

ビスの実際 

 

 事務局ホームページ  

 

ＨＰ 掲載ページ 関連講座(●共通分野 ●専門分野) 
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115 発達障害に気づく ●早期発見・早期支援 

116 発達障害を理解する ●発達障害の障害特性の理解 

117 こんなとき、どうす

る？ 

●発達障害の障害特性の理解 

●家族・保護者支援 

●発達障害の医療 

118 発達障害に関する資料 ●発達障害の障害特性の理解 

●発達心理 

●アセスメント 

●他の分野との連携 

●障害者の権利に関する条約及び児童の権利に関する条約 

発
達
障
害
教
育
推
進
セ
ン
タ
ー 

独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所 

 

119 発達障害の理解 ●発達障害の障害特性の理解 

●発達障害者支援法 

●障害者の権利に関する条約及び児童の権利に関する条約 

120 指導・支援 ●アセスメント 

●支援の計画の作成と活用 

●特性に応じた指導・支援 

121 研修講義動画 ●発達障害の障害特性の理解 

●特性に応じた指導・支援 

●併存障害の理解と対応（二次的な問題を中心に） 

●家族・保護者支援 

122 発達障害Ｑ＆Ａ ●就業（就労）支援 

●生活・余暇支援 

●早期発見・早期支援 

●家族・保護者支援 

●他の分野との連携 
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教育と福祉の連携に係る発達障害支援人材育成のための研修カリキュラム検討会議 

 

 

●委員 （令和 2年度、3年度） ※所属は令和 4年 1月現在 

本 田 秀 夫   信州大学医学部 子どものこころの発達医学教室 教授 

小 倉 加恵子   鳥取県中部総合事務所倉吉保健所医薬・感染症対策課 参事 

西 村 浩 二   広島県発達障害者支援センター センター長 

日 戸 由 刈   相模女子大学人間社会学部 人間心理学科 教授   

粟 野 健 一   日本発達障害ネットワーク 理事 

光真坊 浩 史   全国児童発達支援協議会 理事 

笹 森 洋 樹   国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育推進センター センター長 

遅 塚 昭 彦   埼玉県社会福祉士会 理事 

市 川 宏 伸   日本発達障害ネットワーク 理事長 

 

 

●ワーキンググループ委員 （令和 2年度） ※所属は令和 3年 3月現在 

 遅 塚 昭 彦   埼玉県社会福祉士会 理事 

 井 上 秀 和   国立特別支援教育総合研究所 主任研究員 

廣 島 慎 一   国立特別支援教育総合研究所 主任研究員 

 小 川 晴 司   埼玉県発達障害総合支援センター 所長 

 朝 倉 真由美   埼玉県保健医療部健康長寿課 副課長 

 山 崎 晃 史   社会福祉法人昴理事 ハロークリニック相談支援室長 

 河 崎 誠 司   特定非営利活動法人サンライズ 理事 
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