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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画の概要 

神栖市の障がいのある人を取り巻く状況は日々変化し、障がいのある人や介護者

の高齢化、障がいの重度化や重複化などとあいまって、障がい者施策へのニーズも多

種・多様化しています。 

国では、障害者基本法において、市町村は当該市町村における障がいのある人の状

況等を踏まえ、障がい者施策に関する基本的な計画を策定しなければならないとし

ています。また、障害者総合支援法においては、障害福祉サービスの提供体制の確保

その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（市町村障害福祉計画）を定

めることとしています。さらに平成28年５月の「障害者総合支援法」及び「児童福

祉法」の改正により、これまで障害福祉計画の中に含まれていた障害児福祉の取り組

みについて「障害児福祉計画」として定めることとされました。 

平成27年度に、「第４期神栖市障害者計画・障害福祉計画」として「障害者計画」

と「障害福祉計画」を、平成29年度からは国の法改正により第１期の「障害児福祉

計画」の策定が示されたことから、本市では「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害

児福祉計画」を一体的に取りまとめた新たな障がい者施策に関する総合的な計画と

して「神栖市障がい者プラン」を策定して推進してきました。 

令和２年度は「神栖市障がい者プラン」が計画終了年度であることから、本計画を

策定します。 
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国の法令や制度では、障害について“障害”と漢字で表記していますが、“障害”と

いう言葉には否定的な意味合いが含まれていると感じる人も少なくないため、市では、

国の法令などに基づく制度名や固有名詞、市民からいただいたご意見などを記載通りに

掲載する場合などを除き、可能な限り、「障がい」という表記を使用することとします。 

“障害福祉サービス”や“障害児福祉サービス”は法に規定されたサービスの総称で

あるため、「障害」と漢字で表記しますが、“障がい者施策”などは本市における障がい

者支援のための施策など、法に規定されたものに限らない広範な意味を有するため、「障

がい」と表記します。 

“発達障害”や“学習障害”については医学上の用語として使用されることもあるた

め、「障害」と表記します。 

またアンケート調査の結果など、引用して掲載しているものについては、引用元にお

ける記載通りに表記することとします。 



 

－2－ 

２ 障がい者支援を取り巻く近年の動向 

○発達障害者支援法  

平成17年に自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注

意欠陥／多動性障害などの発達障害のある人の支援体制を定めた「発達障害者支援

法」が施行され、平成28年に一部改正されました。 

○障害者の権利に関する条約  

平成18年12月13日、障害者権利条約が国連総会で採択され、平成20年５月３日、

効力発生の要件が整い発効しました。障害者権利条約は、障がい者の人権及び基本的

自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障

がい者の権利の実現のための措置等について定めており、障がい者に関する初の国

際条約にあたります。 

○障害者基本法の改正  

平成18年に国連において採択された｢障害者の権利に関する条約｣の締結（日本政

府は平成19年に署名）に向けた国内法の整備とあわせた、障がい者に係る制度の集

中的な改革を行う一環として、平成23年8月に「障害者基本法」の一部が改正され

ました。これにより、すべての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を

享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念が明示され、障

害者の定義の見直し（「個人の機能障害に原因があるもの」とする「医学モデル」か

ら「『障害』（機能障害）及び『社会的障壁』（日常生活や社会生活を営む上で障壁と

なる事物、制度、慣行、観念等）により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限

を受ける状態にあるもの」とする「社会モデル」に転換し、加えて社会的障壁の除去

を必要とする障害のある人に対し、必要かつ合理的な配慮がなされなければならな

いと規定されました）や、基本施策として“療育”や“消費者保護”、“司法手続にお

ける配慮”などが新設されました。 

○障害者総合支援法  

平成24年６月に「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」に改められました。 

○障害者虐待防止法、障害者差別解消法の成立  

平成24年10月には障がいのある人の権利利益の擁護を目的とする「障害者虐待

の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」が施行

され、平成25年６月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害

者差別解消法）」が成立するなど障がいのあるなしにかかわらず、お互いの人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現が求められています。 

○障害者総合支援法及び児童福祉法の改正  

平成28年５月に「障害者総合支援法」等が改正され、障がいのある人が自らの望

む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の充実、障が

いのある高齢者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直し、障

がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、

サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行うことなどが示されました。 



 

－3－ 

これに伴い、地域生活を支援する新たなサービス（自立生活援助）の創設、就労定

着に向けた支援を行う新たなサービス（就労定着支援）の創設、重度訪問介護の訪問

先の拡大など新たなサービスの創設や既存サービスの強化が図られることとなりま

した。 

また、障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応を図るため、市町村には

「障害児福祉計画」の策定が求められ、居宅訪問により児童発達支援を提供するサー

ビスの創設、保育所等訪問支援の支援対象の拡大、医療的ケアを要する障がい児に対

する支援、補装具費の支給範囲の拡大（貸与の追加）などのサービスの新設や強化が

行われました。 

○地域包括ケア強化法と共生型サービスの創設  

地域共生社会の実現に向けて、「我が事」・「丸ごと」の地域づくりを育む仕組みへ

の転換を目指して、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律」（地域包括ケア強化法）が平成30年4月に施行されました。この中で「地

域共生社会の実現に向けた取組の推進等」として、市町村による地域住民と行政等と

の協働による包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画

の策定の努力義務化、高齢者と障がいのある児童や人が同一事業所でサービスを受

けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスが創設されま

した。 

○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の施行  

地域共生社会の実現を目指す取組を推進するため、社会福祉法等の改正が予定さ

れています。（施行期日：令和3年4月1日） 

主な改正内容は次の通りです。 

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体

制の構築の支援 

地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

社会福祉連携推進法人制度の創設 

この中で一つ目の「地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の

包括的な支援体制の構築の支援」については、高齢、障がい、子ども、生活困窮等に

関する包括的な相談支援の体制づくりが掲げられています。 

○障害のある人の社会参加を支える新たな法の施行  

平成30年6月、「障害者による文化芸術の推進に関する法律」が施行されました。

この法律では、障がいの有無に関わらず、文化芸術を鑑賞・参加創造することができ

るよう、障がいのある人による文化芸術活動を幅広く促進することとされ、文化芸術

の鑑賞や創造の機会の拡大、作品等の発表の機会の確保等の基本的施策が定められ

ました。 

また、令和元年６月には、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」

が施行されました。この法律は、視覚障害のある人等の読書環境の整備を総合的かつ

計画的に推進することで、障がいの有無に関わらずすべての国民が等しく読書を通
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じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目

的とし、視覚障害のある人等の図書館利用に係る体制整備、インターネットを利用し

たサービス提供体制の強化、特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援等が規定されま

した。 

○基本指針の見直しについて  

令和２年１月に「社会保障審議会障害者部会」が開催され、「障害福祉計画及び障

害児福祉計画に係る基本指針」の見直し、５月に一部改正する告示が示されました。

また、「基本指針見直しの主なポイント」として、計画に加えるべき方向性が示され

ました。 
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神栖市障がい者プラン 

３ 計画の位置づけ 

（１）計画の性格 

本計画は、障害者基本法に基づく市の「障害者計画」であり、障がい者施策を推進

するにあたっての基本理念及び基本目標を示すことにより、その方向性を明らかに

し、今後の障がい者福祉にかかわる行政運営の指針とするものです。 

また、障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」と、児童福祉法に基づく「障害

児福祉計画」としても位置づけられ、障がい者及び障がい児への福祉サービスがどれ

だけ必要となるのかの３年間の見込み量とそのサービスを確保するための方策につ

いて定めた計画となっています。 

＜障害者計画＞ 

障害者基本法第11条第3項に規定する「市町村障害者計画」に相当するものであ

り、本市における障がい者及び障がい児のための施策に関する基本的な計画です。 

＜障害福祉計画＞ 

「障害者総合支援法」に基づく市町村障害福祉計画で、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計画を定めるものです。 

市町村障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条により、策定が義務づけられて

いる計画です。 

＜障害児福祉計画＞ 

児童福祉法第33条の20に規定する「障害児福祉計画」に相当するものであり、児

童発達支援センターを中心とした地域支援体制を構築するとともに、ライフステー

ジに応じた切れ目のない支援と保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携し

た支援を提供する体制の構築を図ることを目指す計画です。 

障がい児支援は、市町村における障害児通所支援と都道府県における障害児入所

支援を両輪として推進されるため、県と密接な連携を図りながら推進していきます。 
 

本市においては、「障害者計画」を障がい者及び障がい児を含む、市全体の障がい

者施策を推進していくための総合的な計画と位置づけ、その中で特定のサービスの

推進計画として、「障害福祉計画」と「障害児福祉計画」を内包した形で一体的に３

計画を策定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

  

障害者計画 

障害福祉計画 

障害児福祉計画 

３計画を一体的に策定  ⇒  
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（２）各種計画との関係 

計画策定にあたっては、本市の総合計画における施策の方向性を踏まえるととも

に、国の方針や県の計画、その他関連する諸計画と相互に連携し、整合性に留意する

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の期間 

本計画は令和３年度から令和５年度までの３年間の計画となります。 

毎年度、計画の進捗確認を行うとともに、計画の内容と実際の状況にかい離がある

場合は、計画期間中においても適宜計画の見直しを行うものとします。 
 

計画名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期 障害者計画    

第６期 障害福祉計画    

第２期 障害児福祉計画    

  

かみす共創まちづくりプラン  

（第２次神栖市総合計画）  

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

健康かみす 21 プラン 

特定健康診査等実施計画 

子ども・子育て支援事業計画 

その他関連計画等 

神栖市障がい者プラン  

第６期 障害者計画 

第６期 障害福祉計画 

第２期 障害児福祉計画 

連携・整合 

連携・整合 

＜国＞ 

障害者基本計画 

各種基本指針 等 

＜茨城県＞ 

新いばらき障害者プラン 

茨城県地域福祉支援計画 等 

整
合 

国民健康保険データヘルス計画 

地域福祉計画 
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４ 計画の対象 

本計画は、障害者基本法の理念に基づき、保健、医療、福祉、教育等の対人サービ

スについては身体障がい（児）者、知的障がい（児）者・精神障がい者のほか、難病

患者、発達障害、高次脳機能障害等の新たな障がいも対象とします。 

また、ノーマライゼーション社会の実現のためにはすべての市民の理解と協力が

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○障害者基本法（抄） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

１ 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害

（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生

活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 
 

○障害者総合支援法（抄） 

第４条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者、

知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち 18 歳以上である者及び精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者（発達障害者支援法（平成 16 年法律第 167

号）第２条第２項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除

く。以下「精神障害者」という。）のうち 18 歳以上である者並びに治療方法が確立していな

い疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定

める程度である者であって 18 歳以上であるものをいう。 

「障害児」とは、児童福祉法第４条第２項に規定する障害児及び精神障害者のうち 18 歳未

満である者をいう。 
 

○児童福祉法（抄） 

第４条 この法律で、児童とは、満 18 歳に満たない者をいう。 

② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害

のある児童（発達障害者支援法（平成 16 年法律第 167 号）第２条第２項に規定する発達

障害児を含む。）又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条

第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童

をいう。 
 

○発達障害者支援法（抄） 

第２条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発

達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状

が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 

２ この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活または社会生活

に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは発達障害者のうち 18 歳未満のものをいう。 
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５ 重点課題 

障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画にわたり、重点的に取り組むべき課題

を整理し、本計画期間に各種施策を推進して取り組んでいきます。 

 

＜課題１ 相談支援に関すること＞ 

障害福祉サービス・障害児福祉サービスの利用者は増加しており、特定相談支援事

業所・障害児相談支援事業所などが、増加の続く状況に対応できる体制となっていな

い、相談支援専門員が不足している状況が伺えます。 

我が事・丸ごと地域共生社会の動きの中で、分野横断的な総合相談支援体制づくり

が求められています。障がいのある人の高齢化、家族の高齢化が進み、抱える課題も

多様化しており、相談支援やサービス利用の円滑化が重要となっています。 

相談支援体制を充実していくためには、支援が必要な人のそれぞれのライフステー

ジに切れ目のない支援、様々な支援が身近な所で受けられる体制づくりが課題です。 

ライフステージの視点を踏まえると、障がい者が不利益を被らないように保護、支

援する成年後見制度の活用や、本人の意思を尊重するための意思決定支援の必要性

が高まっているといえます。しかし、判断能力が十分でない人の権利を守る成年後見

制度は認知度が低く、必要な人が利用に結びつきにくい場合もあることから、制度の

周知と利用の円滑化が必要です。 
 

＜課題２ 障がい児の支援体制について＞ 

支援が必要な子どもの全体数が増加しており、障がい児福祉サービス等の支援策

は量・質ともに充実が求められています。医療的ケアが必要な子どもへの支援が進め

られるようになり、コーディネーターを確保しています。発達障害の状況や必要な支

援も多様であることを踏まえ、障害児相談支援事業所や医療的ケア児支援のための

コーディネーター等が障がいのある子どもと保護者に職種を活かした支援ができる

ように、児童発達支援センター機能を充実していくことが課題です。 
 

＜課題３ 障がいのある人の就労について＞ 

就労移行支援の利用者は50人台、就労継続支援Ａ型、Ｂ型の利用者は年々増加し

ていますが、一般就労に結びつく人は少ない状況です。職場体験や訓練から一般就労

へのつなぎ、継続するための支援を利用者の希望や個性に配慮してサポートする環

境づくりが必要です。 

福祉的就労や一般就労において、障害者雇用の拡大を事業主に働きかけるととも

に、市も障害者優先調達推進法に基づき、障がい者支援施設等への発注を充実させて

いきます。 
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＜課題４ 障がいのある人の災害時の避難や防災対策について＞ 

災害時には障がい者にとって様々な困難が予想されることから、平素からの準備

が必要です。初動期の避難について、避難場所や経路を家庭内で把握しておくととも

に、神栖市避難行動要支援者避難支援プランなどの整備・運用を進めています。 

災害時に避難所となる小中学校体育館等での集団による避難生活が困難となる高

齢者、障がい者、妊婦、乳幼児等もいることから、障がいのある人に意見を聞きなが

ら避難体制についても検討していくことが必要です。また、福祉避難所の周知と障が

いのある人が必要とする用具の備蓄も含めて、運用について検討する必要がありま

す。 

 

 

 

  


