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大磯町障がい者福祉計画（素案）【概要版】 

・第２次障がい者計画 

・第５期障がい福祉計画 

・第１期障がい児福祉計画 

 

１ 計画の趣旨 

障害福祉計画は、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（障害者総

合支援法）第88条第１項に基づく計画で、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の

提供体制の確保に関する目標などを定める計画です。 

障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20第１項に基づく計画で、児童福祉法の改正により新

たに策定が義務付けられた計画です。この計画は、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体

制の確保に関する目標などを定める計画です。 

本町の第４期障がい福祉計画の計画期間が平成29年度で終了となるため、第５期障がい福祉計

画の策定と新たに策定することとなった第１期障がい児福祉計画を一体的に策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

  本計画は、大磯町第四次総合計画後期基本計画を上位計画として、障がい者福祉施策に関する

分野の個別計画です。町の様々な個別計画と調和を図るとともに、かながわ障害者計画、神奈川

障害福祉計画、神奈川障害児福祉計画（仮称）と整合を図るものとします。 

 

３ 計画の期間 

平成30年度から平成32年度までの３か年の計画です。 

  （第２次障がい者計画は、平成27年度から平成32年度までの６か年計画） 

 

４ 計画のポイント 

主なポイント 主な内容 

１ 地域における生活の維持及び継続の推進 
入所施設から地域生活への移行の促進と、地域生活へ移

行後、安定した生活が送れるよう支援するものです。 

２ 精神障がい者にも対応した地域包括 

ケアシステムの構築 

精神障がい者が地域で安心して暮らすことができるよ

う、保健・医療・福祉関係等による協議の場を設置し、連

携した支援体制を構築するものです。 

３ 就労定着に向けた支援 
 障がい者の福祉施設から一般就労への移行促進と、就労

後も安定して就労に定着するよう支援するものです。 
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４ 障がい児のサービス提供体制の計画的な 

構築 

 障がい児に対するサービスの提供体制の確保を図ること

や、医療的ケアが必要な児童の支援のため、保健・医療・

障がい福祉・保育・教育などの関係機関が連携を図るため

の協議の場を設置するものです。 

５ 地域共生社会の実現に向けた取組 

地域の実情に応じた柔軟なサービスの提供を確保するな

どの取組や、障がいと介護の両方の支援を要する世帯な

ど、複合的な支援が要する世帯への対応について、その課

題を把握し、適切な保健・医療・福祉サービスにつなげる

など、行政と関係機関が連携に努めるものです。 

 

５ 計画体制 

（１）アンケート調査の実施（実施期間 平成29年３月１日から31日まで） 

   ・身体障がい者 

   ・知的障がい者 

   ・精神障がい者（自立支援医療精神通院医療利用者含む） 

   無作為抽出で600人を対象に実施し、310人から回答をいただきました。 

   回収率は、51.6％でした。 

（２）パブリックコメント（平成29年11月15日から12月14日まで） 

（３）二宮町大磯町障害者自立支援協議会からの意見聴取 

（４）大磯町障がい者福祉計画策定委員会からの意見聴取 

 

 

６ 障がい者の状況 

  ・障がい者手帳所持者数 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

身体障害者手帳 1,044人 1,061人 1,021人 1,006人 992人 979人 

療育手帳   275人   276人   279人   284人   292人   298人 

精神障害者保健 

福祉手帳 
  184人   201人   220人  242人   267人   293人 

合 計 1,503人 1,538人 1,520人 1,532人 1,551人 1,570人 

※ 身体障害者手帳、療育手帳は各年４月１日現在、精神障害者保健福祉は、各年３月31日現在 

 

  《参考》 

  ・18歳未満の障がい者手帳所持者数（平成29年度） 

区分 18歳未満 
全体数に 

対する割合 

身体障害者手帳 18人 1.8％ 

療育手帳 73人 26.2％ 

精神障害者保健 

福祉手帳 
2人 0.9％ 
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７ 基本理念と基本目標 

 

 ・基本理念 

    

「障がいのある人も障がいのない人も地域の中で支え合い、 

共に生きるまちづくり」 

 

 

 

 ・基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 施策の展開 

 

・基本目標Ⅰ 住み慣れた地域で自立して安心して暮らせるまち 
   （自立支援体制の推進） 
 

１ 総合的な障がい者相談支援体制の充実 
           （１）地域における生活の維持及び継続 

２ 自立支援の推進 
（１）在宅生活の充実 （２）自立のための施設の活用 

３ 生活環境の充実 

            (１) 住まいの確保・整備 (２) コミュニケーション支援の充実 

４ 保健・医療サービスの充実 

５ 経済的支援の充実 
 
 

 

基本目標 Ⅰ 

住み慣れた地域で自立して安心して暮らせるまち 

（自立支援体制の推進） 

基本目標 Ⅱ 

いきいきと社会参加できるまち 

（社会参加の推進） 

基本目標 Ⅲ 

支え合い、共に生きるまち 

（障がい福祉環境の整備） 
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・基本目標Ⅱ いきいきと社会参加できるまち 
   （社会参加の促進） 
 

１ 障がい児支援の充実 
        (１) 障がい児支援体制の整備 （２）関係機関との連携強化 

２ 障がい者の雇用・就労の促進 
        (１) 就労定着に向けた支援 

３ スポーツ・文化活動への参加 
 
 
 

・基本目標Ⅲ 支え合い、共に生きるまち 
   （障がい福祉環境の整備） 
     

１ 障がいへの理解と交流 
     ２ 地域ぐるみのネットワークの整備 
     ３ 障がい者等の災害に弱い立場の人への支援対策 
     ４ 福祉のまちづくりの推進 
     ５ 権利擁護の推進 

 

 

９ 計画の推進体制 

  計画の点検・評価についてはＰＤＣＡサイクル（計画→実行→評価→改善）に基づき実
施します。評価、見直しについての公表、目標値の設定も行います。 

障がい児福祉計画にあたる部分 



　

障がい福祉計画（第４期）
障がい福祉計画（第５期）
障がい児福祉計画（第１期）

平成27年度～平成29年度 平成30年度～平成32年度

基本目標 施策 事業名 変更点等 事業名

現行同様 「総合的な障がい者福祉の拠点整備」など8事業

整理・拡充 福祉施設から地域生活への移行促進及び生活支援

整理・拡充
精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステム
の構築

２　自立支援の推進

継続 地域生活支援拠点等の整備

３　生活環境の充実

４　保健・医療サービ
　　スの充実 「保健サービスの充実」など6事業 現行同様 「保健サービスの充実」など6事業

５　経済的支援の充実
「年金制度等の周知」など3事業 現行同様 「年金制度等の周知」など3事業

「障がい児支援体制の整備」など13事業 整理・拡充 障がい児支援体制の整備

現行同様 「母子保健事業の推進」など12事業

現行同様 「地域活動支援センターの運営支援」など5事業

３　スポーツ・文化活
　　動への参加 「スポーツ大会への参加支援」など5事業 現行同様 「スポーツ大会への参加支援」など5事業

新規 「地域共生社会」の実現に向けた取組

現行同様 「地域ぐるみのネットワークの整備」など5事業

現行同様
「町内の社会福祉施設等との防災協定の締結」な
ど6事業

事業名変更
ＮＥＴ119緊急通報システム及び119番ＦＡＸ通報
装置の活用

４　福祉のまちづくり
    の推進 「公共建築物のバリアーフリー化」1事業 現行同様 「公共建築物のバリアーフリー化」1事業

５　権利擁護の推進 「人権意識の普及・啓発、障害者差
別解消法の推進」など5事業

現行同様
「人権意識の普及・啓発、障害者差別解消法の推
進」など5事業

「就労移行支援」実施事業所との連携
福祉施設から一般就労への移行促進

１　障がいへの理解と
　　交流

整理・拡充

Ⅱ いきいきと
　社会参加で
　きるまち

「障害者住宅整備改良費助成」など20事業

現行同様 「３障がい共通の制度の適正な運営」など11事業

現行同様

３　障がい者等の災害
    に弱い立場の人へ
    の防災対策 「町内の社会福祉施設等との防災協

定の締結」など7事業

２　障がい者の雇用・
　　就労の促進
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１　総合的な障がい者
　　相談支援体制の充
　　実

Ⅰ 住み慣れた
　地域で自立
　して暮らせ

　るまち

現行同様

「総合的な障がい者相談支援事業の
充実」など10事業

「３障がい共通の制度の適正な運
営」など12事業

２　地域ぐるみの福祉
    ネットワーク
    の整備

障がい福祉計画等における主な変更点一覧

「小中学校における福祉教育の推進」など4事業 「小中学校における福祉教育の推進」など4事業

１　障がい児支援の充
　　実

「地域活動支援センターの運営支
援」など6事業

Ⅲ 支え合い、
　共に生き
　るまち

基本理念　「障がいのある人も障がいのない人も地域の中で支え合い、共に生きるまちづくり」

「障害者住宅整備改良費助成」など20事業

「地域ぐるみの福祉ネットワークの
整備」など6事業

障がい児福祉計画にあたる部分 


