
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の策定にあたって  

第１章 
 

計画の策定にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 



第１章 計画の策定にあたって 

 - 3 - 

第１節 計画の概要  

 

１  計画策定の背景と趣旨  

 

国においては、国民誰もが相互に人格と個性を尊重しあう「共生社会

の実現」をめざして、障害のある人の自立と社会参加を更に推進するた

めの障害者施策に関する計画（「障害者基本計画」）及びその「重点施

策実施計画」を策定し、障害者施策の推進を図ってきました。 

障害のある人にとって最も身近な行政主体である市町村においても、

関連機関との連携体制を構築し、適切なサービスを提供できる体制を整

備する必要があることから、平成16年の「障害者基本法改正」において、

市町村における「障害者基本計画」の策定が義務づけられています。 

  平成18年４月からは、「障害者自立支援法」が施行され、障害のある

人の地域での自立した生活を支援する観点から、地域移行と就労を促進

するとともに、障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福

祉サービス、公費負担医療等を共通の制度のもとで一元的に提供するし

くみが創設されました。同法においては、障害福祉サービスや地域生活

支援事業等の提供体制の確保に関する計画（「障害福祉計画」）の策定

が市町村に義務づけられています。 

  市においては、平成12年3月に「川越市障害者計画」を策定し、障害

のある人に対する保健・医療・福祉をはじめ、雇用・就労、まちづくり

などさまざまな分野における施策を総合的・計画的に進めてきました。

また、平成18年には、法律や制度の変化に対応するため、実態調査や前

計画の評価などを踏まえ、「第二次川越市障害者計画」へと見直しを行

うとともに「障害者自立支援法」に基づく「川越市障害福祉計画」を策

定しました。更に、平成21年には、「川越市障害福祉計画」を「第二期

川越市障害福祉計画」へと見直しを行い、障害福祉サービスの推進に努

めてきました。 

「第二次川越市障害者計画」及び「第二期川越市障害福祉計画」は、

本年度で計画期間満了を迎えます。市では、この機会を捉え、国・県等

の動向や各種制度、また、障害のある人を取り巻く社会情勢の変化等に

的確に対応し、障害者施策の一層の推進を図るため、両計画を一体的に

見直し「（仮称）川越市障害者支援計画」を策定します。 
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障害者施策をめぐる近年の動き 

 

■ 「障害者自立支援法」の施行 ■ 

 

  平成18年10月から「障害者自立支援法」によるサービスの提供が行わ

れています。この法律では、①障害種別ごとに異なる法律に基づいて提

供されてきた福祉サービスや公費負担医療等について、共通の制度のも

とで市町村が一元的に提供するしくみとする、②障害のある人が持てる

能力を発揮し「働ける社会」をめざす、③全国どこにいても公平なサー

ビスを利用できるための手続きや基準の透明化､明確化を図る、④増大す

る福祉サービス等の費用を皆で負担し、支えあうしくみを強化すること

などをポイントとしています。平成22年12月には、利用者負担の見直し、

発達障害者を対象に含むことなどが盛り込まれた「改正障害者自立支援

法」が成立しています。 

 

 

■ 「発達障害者支援法」の施行 ■ 

 

  平成17年４月から「発達障害者支援法」が施行されました。発達障害

は症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが、特に重要であ

ることから、この法律では、発達障害を早期に発見し発達支援を行うこ

とに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにしています。また、発

達障害者への学校教育における支援及び就労の支援並びに発達障害者支

援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び

社会参加に資するよう、生活全般にわたる支援を図ることを目的として

います。 

 

 

■ 「障害者雇用促進法」の改正 ■ 

 

  働いている、働くことを希望する障害のある人を支援するため、就業

機会拡大を図るための各種施策を推進することを目的に、「障害者雇用

促進法」が改正され、平成18年４月から施行されました。具体的には、

精神障害者に対する雇用対策の強化、在宅就業障害者に対する支援、障

害福祉施策との有機的な連携が盛り込まれています。また、平成21年4

月から、中小企業への雇用促進短時間労働に対応した雇用率制度の見直

しなどが盛り込まれた改正法が施行されています。 
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■ 「学校教育法」等の一部改正 ■ 

 

  平成19年４月から、「特殊教育」は一人ひとりのニーズに応じた適切

な指導及び必要な支援を行う「特別支援教育」に転換し、また、盲・ろ

う・養護学校は特別支援学校へと転換が行われました。 

 

 

■ 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施行 ■ 

 

 「高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関

する法律（ハートビル法）」と、「高齢者、身体障害者等の公共交通機

関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」

が廃止され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（バリアフリー新法）」として一本化され、平成18年12月から施行され

ています。 

 

 

■ 「障害者権利条約」の成立 ■ 

 

  平成18年12月、第61回国連総会において、障害のある人に対する差

別を禁じ、社会参加を促進することを目的とした「障害者権利条約」が

採択されました。障害のある人を対象にした人権条約は初めてで、世界

人口の約１割、約６億5 ,000万人（国連推計）とされる障害のある人の

権利拡大につながるものと期待されています。この条約は、20か国が批

准した平成20年5月に発効しています。我が国においては、平成19年に

署名し、現在、批准に向けた制度の整備等の準備が進められています。 
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■ 「障害者基本法」等、制度の見直し ■ 

 

  現在、内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」において、

①「障害者基本法」の抜本改正、②「障害者差別禁止法（仮称）」の制

定、③「障害者総合福祉法（仮称）」の制定を柱に、労働・教育・所得

保障・医療・コミュニケーション保障など11項目の個別分野における施

策の在り方について検討されています。 

  なお、これらの審議を受けて既に平成23年7月には、「障害者基本法

の一部を改正する法律」（改正障害者基本法）が成立しています。 

  また、平成23年６月には、「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」（障害者虐待防止法）も成立しており、今後

２年あまりの内にさまざまな制度が大きく見直される予定となっていま

す。 

   

 

【改正障害者基本法】  

  平成23年８月公布。この法律においては、障害の有無にかかわらず、

等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるという理

念にのっとり、すべての人が相互に人格と個性を尊重する「共生社会」

を実現することを目的に掲げています。また、障害者の定義が見直され、

制度や慣行、観念などを含む「社会的障壁により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」とする定義が追加されるととも

に、そのような社会的な障壁を取り除くための配慮を求めています。こ

れらをもとに、地域社会での生活の選択の機会、意思疎通の手段の選択

の機会、共に学ぶ教育、雇用の安定と促進など、あらゆる場面における

差別の禁止と合理的配慮のための方向性が条文化されています。 

 

【障害者虐待防止法】  

  平成23年６月成立。正式名称は「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」。この法律において虐待とは、養護者に

よるもの、福祉施設従事者等によるもの、使用者によるものがあり、そ

の類型としては、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、経済的虐待、ネ

グレクト（放置・怠慢）等の行為すべてを指します。また、市町村にお

いて虐待の早期発見と防止策を講じる責務を明記するとともに、発見者

には市町村への通報義務が課せられています。平成24年10月１日から施

行。 
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２  計画の性格と位置づけ  

 

（１）この計画は、「障害者計画」と「障害福祉計画」を一体的に定めたもの

であり、市における障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための計

画として位置づけられるものです。 

（２）この計画は、国の「障害者基本計画」及び県の「障害者支援計画」の内

容を踏まえて策定されています。 

（３）この計画は、「第三次川越市総合計画」をはじめ、「地域福祉計画」な

ど、市の他の関連計画との整合性を図りながら策定されています。 

（４）この計画は、アンケート調査結果や施設ヒアリング、パブリックコメン

ト、川越市障害者計画等推進委員会などによる市民意見を反映して策定

されています。  

 

 

■「（仮称）川越市障害者支援計画」の位置づけ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種関連計画 

障害者計画障害者計画障害者計画障害者計画 

○ 障害者基本法第11条第３項に定める市町村障害者計画として策定

されるものです。障害者計画は市の障害者施策に関する基本計画と

して、施策の基本的方向と具体的方策を明らかにするものです。 

 

障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画  

○ 障害者自立支援法第88条に定める市町村障害福祉計画と

して策定されるものです。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事項を定

めた、実施計画として位置づけられます。 

川越市川越市川越市川越市障害者障害者障害者障害者支援支援支援支援計画計画計画計画 

「障害者基本計画」 

「重点施策実施５か年計画」 

    

市総合計画 「埼玉県障害者支援計画」 

国 

市 県 
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３  計画の期間  

 

この計画の計画期間は、「障害者計画」、「障害福祉計画」を一体的に策定

することから、平成 24 年度から平成 26 年度までの３年間とします。 

なお、国の障害者施策の動向や社会情勢の変化などに対応するため、必要に

応じて計画の見直しを行います。 

 

 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

国 

 

 

 

  

 

 

      

県 

         

市 

         

 

 

 

 （国）障害者基本計画（平成 15 年度～平成 24 年度） 

 後期 重点施策実施５か年計画  前期 

埼玉県障害者支援計画 

第１期 第２期 第３期 

障害福祉計画（一期） 

障害者支援計画

（24-26 年度） 障害福祉計画（二期） 

障害者計画（第二次） 

総合計画（18-27 年度） 
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第２節 計画の基本的な考え方 

 

１  基本理念  

 

 障害があってもなくても、また、どのように障害が重くとも、一人

ひとりが自分らしく生きていくことができる。 

 誰もが主体性、自立性を持って積極的に社会に参加し、誇りを持っ

て暮らしていくことができる。 

  そして、自分らしく生きていくために必要な支援を、地域全体の理

解・協力のもとで受けることができる・・・ 

  

『『『『自分自分自分自分らしくらしくらしくらしく、、、、よりよくよりよくよりよくよりよく生生生生きるきるきるきる    

････････････自立自立自立自立とととと共生共生共生共生のまちをのまちをのまちをのまちをめざめざめざめざしてしてしてして』』』』    

 

 川越市は、「自立と共生」をキーワードに、すべての人が生き生き

と安心して暮らせる川越らしいまちづくりを推進していきます。 

 

 

 

  市では、これまでも、障害のあるなしによって分け隔てられることな

く、すべての人が、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される

「自立と共生のまち」を基本理念に掲げ、さまざまな障害者施策の充実

に取り組んできました。本計画においてもこの基本理念を継承し、ノー

マライゼーションの理念の根付いたインクルーシブな地域社会の構築

をめざします。 
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２  基本的視点  

計画の基本理念を実現するため、次のような基本的な視点にたち、各種施策

の充実を図ります。 

 

 

視点１  差別・虐待の禁止 

 

  障害者の権利に関する条約では、障害のある人があらゆる人権・自

由・平等を享有し、地域社会で生活する権利があること、また、障害を

理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはな

らないことが、明確に規定されています。 

  しかしながら、アンケート調査結果をみると、依然として障害のある

人への差別や偏見が少なからずあることがわかります。 

差別や偏見は、それを生む人々の意識の中にあり、社会全体の意識が

変わらなければ解決できない問題であり、地域全体の意識を変えていく

必要があります。 

 「自立と共生のまち」をめざし、教育や雇用、社会活動などあらゆる

場面において、障害を理由とした差別や虐待の撲滅に取り組むとともに、

合理的な配慮により実質的な平等が確保されるよう努めます。 

 

 

 

視点２  バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 

 

障害のある人の数は、年々増加しており、障壁（バリア）を感じないよ

う対応を必要とする人は、今後、ますます多くなるものと考えられます。 

そのため、社会生活をしていく上で障壁となるものを除去するととも

に新しい障壁をつくらないことが求められます。 

物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的なすべての障壁に

対処するバリアフリーを進めていく必要があります。 

また、施設や製品等については、新しい障壁が生じないよう利用しや

すくデザインするユニバーサルデザインが必要です。 

障害とは、その人の状態と社会環境による障壁との相互関係から生じ

るものであり、誰もが、どこかで、何かしらの障害を感じることがあり

ます。ハード・ソフトの取り組みに加え、誰もが互いに日常生活や社会

生活を支えあうことの重要性について、地域全体が理解を深め、自然に

支えあうことができるハートのバリアフリーを推進していきます。 
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視点３  総合的かつ効果的な施策の推進 

 

  一人ひとりの心身の状況などに応じた、さまざまな施策が必要とされ

ていますが、すべての地域で十分な施策が展開できているとは言えませ

ん。また、精神障害や近年ようやく関心の高まってきた発達障害、高次

脳機能障害、更に重度重複障害においては、制度や支援が追いついてい

ないこともあります。 

 このような地域や障害種別・程度などによる不公平を解消し、制度の

谷間をつくらないように、全体としてバランスの取れた施策を展開して

いく必要があります。 

 また、保健・医療・福祉などのさまざまな施策は、一人ひとりのニー

ズに沿って、連携され、制度の空白を生じないように、継続的な施策と

して提供されていなければなりません。 

そのためには、さまざまな社会資源を有機的に組み合わせ、有効活用

することにより、持続可能な制度を構築することも必要です。 

必要な支援が地域全体の理解・協力のもとで受けることができるよう

に、公的機関だけでなく、民間組織等から提供されるサービスや支援を

含め、利用者を中心に総合的かつ効果的に提供されるしくみを構築して

いきます。 

 

 

３  基本目標  

基本理念に基づき、次の７つの基本目標を定め、施策を推進します。 

 

１  権利擁護と理解の促進 

２ 保健・医療サービスの充実 

３ 生涯にわたる学習機会の充実 

４ 雇用・就労の促進 

５ 社会参加の拡充 

６ 住みよい福祉のまちづくり 

７  福祉サービスの充実 
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基本目標１ 権利擁護と理解の促進 

 

障害を理由とした差別や偏見、虐待は重大な権利の侵害であり、あって

はならないことです。しかし、依然として、誤解や偏見、差別による社会

的な障壁の存在が、障害のある人の地域での自立生活を妨げていることも

あります。障害のある人の視点にたって、改めて地域社会を見つめ直し、

権利擁護と障害への理解を促進します。 

 

基本目標２ 保健・医療サービスの充実 

 

住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、乳幼児期、学齢期、成

人期、高齢期など、それぞれのライフステージに応じた障害原因の予防や

早期発見と早期対応体制、健康づくりの充実が必要です。また、一人ひと

りの生活状況を踏まえた適切なリハビリテーションの機会を提供していく

ことが重要です。保健・福祉・医療等の連携による、継続的なサービスを

提供していきます。 

 

基本目標３ 生涯にわたる学習機会の充実 

 

学校や社会における教育は、将来の社会的自立を支える上でとても重要

な役割を果たしています。近年では、学習障害（ＬＤ）・注意欠陥／多動

性障害（ＡＤＨＤ）・高機能自閉症などへの関心も高まっており、児童・

生徒の心身の状態や個性に応じた幅の広い対応が求められています。一人

ひとりに適した教育の場と学習の機会が平等に提供されるよう、生涯にわ

たる学習機会を充実していきます。 

 

基本目標４ 雇用・就労の促進 

 

障害のある人が地域で自立した生活を送る上で、働く意欲のある人が就

労し、働き続けることは、ノーマライゼーションの実現の大前提であり、

自己実現を図る上でも、極めて大きな意義があります。そのための支援は、

就労にとどまらず、生活全般を視野に入れたより大きな支援が求められて

います。就労に関する相談窓口、職場開拓、職業訓練、就労定着支援を強

化するため、川越市就労支援センターを中心とした関連機関とのネットワ



第１章 計画の策定にあたって 

 - 13 - 

ークの充実を図り、総合的な就労支援体制を構築していきます。 

 

 

 

基本目標５ 社会参加の拡充 

 

障害のある人も障害のない人も、スポーツ、レクリエーション、文化活

動等の自己表現活動や社会参加活動を通じて、生活の豊かさを実感できる

ような社会が求められています。 

生活の質の向上と生きがいづくりの活動に、いつでも、誰でも、参加で

きる機会が確保されているよう、施策を拡充していきます。  

 

基本目標６ 住みよい福祉のまちづくり 

 

誰もが地域で自立した生活を送り、積極的に社会参加していくためには、

道路、建物、公共交通機関等を、バリアフリーの視点から改善していく必

要があります。また、災害時における障害のある人の安全確保を図るため

に、緊急時や災害に備えた体制を点検・整備していくことが必要です。ま

た、地域には公的なサービスだけでは、対応しきれない課題が多くあり、

近年特に、地域での相互援助活動や住民活動（インフォーマルサービス）

の重要性が高まっています。今後のまちづくりを進めるにあたり、利用す

る人の声を聞き、福祉のまちづくりを進めていきます。 

 

基本目標７ 福祉サービスの充実 

 

住みなれた地域で生活していく権利を守るには、一人ひとりの多様なニ

ーズに応えられる、サービスの量的、質的な充実が欠かせません。 

サービス選択の前提となる相談・情報提供をはじめ、サービス供給の担

い手の拡大や内容の充実を図るなど、利用者が求めるサービスを選択でき

るよう、福祉サービスを更に充実していきます。  
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４  施策の体系  

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

基本目標基本目標基本目標基本目標    主要課題主要課題主要課題主要課題    

医療サービスの充実 

早期療育の充実 

学校教育の充実 

社会教育の充実 

雇用・就労機会の拡大 

就労と職場定着の支援 

文化・スポーツの振興  

情報提供の充実 

保健サービスの充実 ２ 保健・医療サービスの充実 

３ 生涯にわたる学習機会 

    の充実 

４ 雇用･就労の促進 

５  社会参加の拡充  

相談支援とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ環境の充実 

自立生活支援の充実 

日中活動の場の充実 

住まいの場の充実 

７  福祉サービスの充実 

生活環境の整備 

防犯・防災対策の確立 

相互援助活動の促進 

６  住みよい福祉のまちづくり 

外出や移動の支援 

相互理解と交流の促進 

権利の擁護 １ 権利擁護と理解の促進 


