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第１章   計画の概要 

 

 

１ 計画改定の趣旨 

国では、障害の有無によって分け隔てられることなく、障害のある人もない人も相

互に人格と個性を尊重し、共に支え合いながら暮らすことができる「地域共生社会」

の実現に向けて、障害福祉サービスの拡充等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、平成 25 年４月に障害者自立支援法を改正し、「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）」が施行されました。平

成 30 年４月には、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「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及び児童福祉法の一部を

改正する法律」が施行（予定）され、「生活」と「就労」の一層の充実や障害児支援の

ニーズの多様化へのきめ細かな対応等を図ることとしています。 

平成 26 年１月にわが国は「障害者の権利に関する条約」を批准しました。また、

平成 28 年４月には、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推

進することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」及び雇

用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支

障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）を定める「障害者の雇用の促進等

に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。 

 

本市では、平成 24 年３月に「第２期鎌倉市障害者基本計画」、平成 27 年３月に「第

４期鎌倉市障害福祉サービス計画」を策定し、障害のある人もない人も健やかで安心

して地域で暮らすことができるように様々な支援を行ってきました。 

「第２期鎌倉市障害者基本計画」及び「第４期鎌倉市障害福祉サービス計画」の計

画期間が平成 29 年度をもって終了することから、本市の障害者施策を計画的に推進

するため、新たに平成 30 年度を初年度とした「第３期鎌倉市障害者基本計画」及び

「第５期鎌倉市障害福祉サービス計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

「鎌倉市障害者福祉計画」は「鎌倉市障害者基本計画」と「鎌倉市障害福祉サービ

ス計画」で構成されています。 

「鎌倉市障害者基本計画」は、障害者基本法第 11 条第３項に基づく市町村障害者

計画です。障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推

進を図るために国が策定している「障害者基本計画」及び神奈川県の「かながわ障害

者計画」を基本とし、鎌倉市における障害者のための施策に関する基本的な計画とな

ります。福祉だけでなく、保健医療、教育、就労雇用など、広い分野にわたって鎌倉

市の障害者施策の総合的な展開、推進を図るための計画に位置づけられます。 

「鎌倉市障害福祉サービス計画」は、障害者総合支援法第 88 条第１項に基づく市

町村障害福祉計画です。国の定める基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制

の確保と障害者総合支援法で定める業務の円滑な実施に関する計画となります。「鎌倉

市障害者基本計画」の中で、福祉・生活支援などの施策となっている障害福祉サービ

スの給付などに関して、具体的な成果目標や見込量などを設定しているものです。 

なお、児童福祉法の改正により、平成 30 年度から障害児福祉計画を定めることと

なりました。総合支援法の障害福祉計画と一体的に策定することができるため、平成

30 年度からの「第５期鎌倉市障害福祉サービス計画」に「第１期鎌倉市障害児福祉

計画」を含めた形で策定をしています。 

「鎌倉市障害者福祉計画」は、「第３次鎌倉市総合計画」の部門別計画として、「鎌

倉市高齢者保健福祉計画」「鎌倉市子ども・子育てきらきらプラン」「鎌倉市健康づく

り計画」「鎌倉市住宅マスタープラン」など、関連する他の行政計画とも連携しながら

施策の推進を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者基本法 障害者総合支援法・児童福祉法 

鎌倉市障害者基本計画 

鎌倉市障害福祉サービス計画 

鎌倉市総合計画 

鎌倉市障害者福祉計画 

鎌倉市高齢者保健福祉計画 

鎌倉市子ども・子育てきらきらプラン 

鎌倉市健康づくり計画  

鎌倉市住宅マスタープラン など 

鎌倉市障害児福祉計画 

連携 
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３ 計画期間 

 

① 鎌倉市障害者基本計画 

現行の「第２期鎌倉市障害者基本計画」は平成 24 年度から平成 29 年度までの６

年間を計画期間としており、新たに策定する「第３期鎌倉市障害者基本計画」は、平

成 30 年度から平成 35 年度までの６年間を計画期間とします。 

 

② 鎌倉市障害福祉サービス計画・鎌倉市障害児福祉計画 

「鎌倉市障害福祉サービス計画」の計画期間は、国の基本指針において３年とされ

ています。現行の「第４期鎌倉市障害福祉サービス計画」は平成 27 年度から平成 29

年度までを計画期間としており、新たに策定する「第５期鎌倉市障害福祉サービス計

画」（第１期鎌倉市障害児福祉計画を含む）は、平成 30 年度から平成 32 年度までを

計画期間とします。 

 

国の障害者福祉政策の大幅な見直し等が行われた場合には、計画期間中でも見直し

を行うこととします。 

 

 

 

平成 

30 年度 

（2018年度） 

平成 

31 年度 

（2019年度） 

平成 

32 年度 

（2020年度） 

平成 

33 年度 

（2021年度） 

平成 

34 年度 

（2022年度） 

平成 

35 年度 

（2023年度） 

鎌倉市 

障害者基本計画 
      

鎌倉市 

障害福祉サービス

計画 

      

鎌倉市 

障害児福祉計画 
      

 

 

第３期 

第５期 

第１期 
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第２章   障害者の状況 

 

 

１ 障害者数 

平成 29 年 4 月 1 日現在の鎌倉市の障害者数（身体障害者手帳・療育手帳・精神障

害者保健福祉手帳の所持者数）は、7,198 人です。同日の鎌倉市総人口が、172,352

人であり、障害者の総人口に占める比率は約 4.1％です。 

障害者数全体の推移は、平成 25 年度と比べ、4.6％の伸びとなっていますが、こ

のうち特に精神障害者数が、22.9％と大きな増加率となっています。障害者全体数の

内、精神障害者が占める構成比率も、平成 25 年度の 14.7％から、平成 29 年度は

17.2％に増えるなど、年々上昇しています。 

身体障害者数については、77.7％が 65 歳以上であるため、自然減の影響も受け、

平成 25 年度からの５年間の増減率については、0.7％減少しています。 

 

障害者手帳所持者数の推移 

単位:人 

 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者 

保健福祉手帳 
合計 

平成 25 年度 5,010 861 1,010 6,881 

（構成比率） （72.8％） （12.5％） （14.7％） （100％） 

平成 26 年度 4,994 904 1,090 6,988 

（構成比率） （71.5％) （12.9％) （15.6％) （100％) 

平成 27 年度 5,069 915 1,159 7,143 

（構成比率） （71.0％) （12.8％) （16.2％) （100％) 

平成 28 年度 4,943 933 1,186 7,062 

（構成比率） （70.0％) （13.2％) （16.8％) （100％) 

平成 29 年度 4,974 983 1,241 7,198 

（構成比率） （69.1％) （13.7％) （17.2％) （100％) 

前年度比 100.6％ 105.4％ 104.6％ 101.9％ 

上記年度期間の

増減率 
▲0.7％ 14.2％ 22.9％ 4.6％ 

（資料）障害者福祉課 

※各年度４月１日現在、精神障害者保健福祉手帳所持者数は各前年度３月 31 日現在 
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年齢区分別障害者手帳所持者数は、３障害ごとで、年齢区分別の構成が大きく異な

っています。身体障害者手帳所持者数については、65 歳以上が最も多く 77.7％、療

育手帳所持者については、18～39 歳が最も多く 39.9％、精神障害者保健福祉手帳

保持者については、40～64 歳が最も多く 56.6％となっています。 

 

年齢区分別障害者手帳所持者数の状況 

単位：人 

 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者 

保健福祉手帳 
合計 

18 歳未満 105 274 20 399 

（構成比率） （2.1％） （27.9％） （1.6％） （5.5％） 

18～39 歳 165 392 341 898 

（構成比率） （3.3％） （39.9％） （27.5％） （12.5％） 

40～64 歳 839 257 702 1,798 

（構成比率） （16.9％） （26.1％） （56.6％） （25.0％） 

65 歳以上 3,865 60 178 4,103 

（構成比率） （77.7％） （6.1％） （14.3％） （57.0％） 

合計 
4,974 983 1,241 7,198 

（100％） （100％） （100％） （100％） 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター、障害者福祉課                                    

※平成 29 年４月１日現在、精神障害者保健福祉手帳保持者数は平成 29 年３月 31 日現在       

※精神障害者保健福祉手帳保持者数の年齢区分は、「19 歳以下」「20～39 歳」「40～64 歳」「65 歳以上」 
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２ 身体障害者の状況 

平成 29 年 4 月 1 日現在の鎌倉市における身体障害者手帳所持者数は、4,974

人です。 

 

障害等級別の身体障害者手帳所持者数については、１級、２級の重度障害者で

53.1％と過半数を占めています。 

平成 25 年度からの 5 年間の増減率については、５級、６級が、それぞれ 6.6％、

4.4％増加しています。2 級、3 級は、それぞれ 7.5％、6.9％減少しています。 

 

障害等級別の身体障害者手帳所持者数の推移  

単位：人 

  １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

平成 25 年度 1,879 778 754 1,128 198 273 5,010 

（構成比率） （37.5％） （15.5％） （15.0％） （22.5％） （4.0％） （5.4％） （100.0％） 

平成 26 年度 1,903 759 754 1,120 197 261 4,994 

（構成比率） （38.1％） （15.2％） （15.1％） （22.4％） （3.9％） （5.2％） （100.0％） 

平成 27 年度 1,933 750 748 1,161 209 268 5,069 

（構成比率） （38.1％） （14.8％） （14.8％） （22.9％） （4.1％） （5.3％） （100.0％） 

平成 28 年度 1,888 730 714 1,145 194 272 4,943 

（構成比率） （38.2％） （14.8％） （14.4％） （23.2％） （3.9％） （5.5％） （100.0％） 

平成 29 年度 1,918 720 702 1,138 211 285 4,974 

（構成比率） （38.6％） （14.5％） （14.1％） （22.9％） （4.2％） （5.7％） （100.0％） 

前年度比 101.6％ 98.6％ 98.3％ 99.4％ 108.8％ 104.8％ 100.6％ 

上記年度期

間の増減率 
2.1％ ▲7.5％ ▲6.9％ 0.9％ 6.6％ 4.4％ ▲0.7％ 

（資料）障害者福祉課                              各年度４月１日現在 
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障害種別の身体障害者手帳所持者数の構成比率は、肢体不自由が全体の 49.9％

と約半数を占めています。次に、内部障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又

は直腸小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の各障害）が 34.8％で

多くを占めています。 

平成 25 年度からの５年間の増減率については、内部障害が 5.4％、聴覚・平衡

機能障害が4.5％増加しています。また、音声・言語・そしゃく機能障害が11.1％、

肢体不自由が 5.2％、視覚障害が 0.3％それぞれ減少しています。 

 

障害種別の身体障害者手帳所持者数の推移 

単位：人 

 
視覚障害 

聴覚・平衡

機能障害 

音声・言語 

そしゃく 

機能障害 

肢体不自由 内部障害 合計 

平成 25 年度 329 380 45 2,615 1,641 5,010 

（構成比率） （6.6％） （7.6％） （0.9％） （52.2％） （32.8％） （100％） 

平成 26 年度 319 367 44 2,611 1,653 4,994 

（構成比率） （6.4％） （7.3％） （0.9％） （52.3％） （33.1％） （100％） 

平成 27 年度 322 374 42 2,630 1,701 5,069 

（構成比率） （6.4％） （7.4％） （0.8％） （51.9％） （33.6％） （100％） 

平成 28 年度 324 394 64 2,529 1,632 4,943 

（構成比率） （6.6％） （8.0％） （1.3％） （51.2％） （33.0％） （100％） 

平成 29 年度 328 397 40 2,480 1,729 4,974 

（構成比率） （6.6％） （8.0％） （0.8％） （49.9％） （34.8％） （100％） 

前年度比 101.2％ 100.8％ 62.5％ 98.1％ 105.9％ 100.6％ 

上記年度期

間の増減率 
▲0.3％ 4.5％ ▲11.1％ ▲5.2％ 5.4％ ▲0.7％ 

（資料）障害者福祉課                             各年度４月１日現在 
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障害種別・年齢区分別の身体障害者手帳所持者数の状況については、音声・言語・

そしゃく機能障害を除いた障害種別で、年齢が上がることに伴って増加しており、特

に 65 歳以上の高齢者の比率が高くなっています。 

 

障害種別・年齢区分別の身体障害者手帳所持者数の状況 

単位：人 

  視覚障害 
聴覚・平衡機

能障害 

音声・言語 

そしゃく 

機能障害 

肢体不自由 内部障害 合計 

18 歳未満 4 17 1 67 16 105 

（構成比率） （1.2％） （4.3％） （2.5％） （2.7％） （0.9％） （2.1％） 

18～39 歳 13 23 0 99 30 165 

（構成比率） （4.0％） （5.8％） （0％） （4.0％） （1.7％） （3.3％） 

40～64 歳 52 46 13 454 274 839 

（構成比率） （15.9％） （11.6％） （32.5％） （18.3％） （15.8％） （16.9％） 

65 歳以上 259 311 26 1,860 1,409 3,865 

（構成比率） （79.0％） （78.3％） （65.0％） （75.0％） （81.5％） （77.7％） 

合計 

（構成比率） 

328 397 40 2,480 1,729 4,974 

（6.6％） （8.0％） （0.8％） （49.9％） （34.8％） （100％） 

  （資料）障害者福祉課                            平成 29 年４月１日現在 
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３ 知的障害者の状況 

平成 29 年 4 月１日現在の鎌倉市における療育手帳所持者数は、983 人です。 

障害の程度別では、最重度（Ａ１）が 21.7％、重度（Ａ２）が 23.5％、中度（Ｂ

１）が 25.3％、軽度（Ｂ２）が 29.5％となっています。 

平成 25 年度からの５年間の増減率については、全体で 14.2％の増加となってい

ます。その中で軽度（Ｂ２）の増加率が 28.9％と最も高くなっています。次いで中

度（Ｂ１）の増加率が 11.7％になっています。 

 

障害程度別の療育手帳所持者数の推移 

単位：人 

 最重度（Ａ１） 重度（Ａ２） 中度（Ｂ１） 軽度（Ｂ２） 
合計 

IQ20 以下 IQ21～35 IQ36～50 IQ51 以上 

平成 25 年度 192 221 223 225 861 

（構成比率） （22.3％） （25.7％） （25.9％） （26.1％） （100％） 

平成 26 年度 212 226 240 226 904 

（構成比率） （23.5％） （25.0％） （26.5％） （25.0％） （100％） 

平成 27 年度 207 226 231 251 915 

（構成比率） （22.6％） （24.7％） （25.2％） （27.4％） （100％） 

平成 28 年度 211 228 234 260 933 

（構成比率） （22.6％） （24.4％） （25.1％） （27.9％） （100％） 

平成 29 年度 213 231 249 290 983 

（構成比率） （21.7％） （23.5％） （25.3％） （29.5％） （100％） 

前年度比 100.9％ 101.3％ 106.4％ 115.5％ 107.4％ 

上記年度期間

の増減率 
10.9％ 4.5％ 11.7％ 28.9％ 14.2％ 

（資料）障害者福祉課                              各年度４月１日現在 
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障害程度別・年齢区分別の療育手帳所持者数の状況については、すべての障害程度

で 18～39 歳の割合が最も高くなっています。 

また、年代別で最も多いのは、18 歳未満、18～39 歳未満では軽度（Ｂ２）が、

40～64 歳、65 歳以上では、中度（Ｂ１）となっています。 

 

障害程度別・年齢区分別の療育手帳所持者数の状況 

単位：人 

 最重度（Ａ１） 重度（Ａ２） 中度（Ｂ１） 軽度（Ｂ２） 
合計 

IQ20 以下 IQ21～35 IQ36～50 IQ51 以上 

18 歳未満 52 58 50 114 274 

（構成比率） （5.3％） （5.9％） （5.1％） （11.6％） （27.9％） 

18～39 歳 95 81 99 117 392 

（構成比率） （9.7％） （8.2％） （10.1％） （11.9％） （39.9％） 

40～64 歳 59 72 77 49 257 

（構成比率） （6.0％） （7.3％） （7.8％） （5.0％） （26.1％） 

65 歳以上 7 20 23 10 60 

（構成比率） （0.7％） （2.0％） （2.3％） （1.0％） （6.1％） 

合計 

（構成比率） 

213 231 249 290 983 

（21.7％） （23.5％） （25.3％） （29.5％） （100％） 

（資料）障害者福祉課                            平成 29 年４月１日現在 
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４ 精神障害者の状況 

平成 29 年３月 31 日現在の鎌倉市における精神障害者保健福祉手帳所持者数は、

1,241 人です。等級別では、2 級が 66.8％と最も多くなっています。 

平成 24 年度からの５年間の増減率については、全体で 22.9％の増加となってい

ます。その中で３級の増加率が 48.9％と高くなっています。 
 

障害等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

単位：人 

 １級 ２級 ３級 合計 

平成 24 年度 205 668 137 1,010 

（構成比率） （20.3％） （66.1％） （13.6％） （100％） 

平成 25 年度 208 717 165 1,090 

（構成比率） （19.1％） （65.8％） （15.1％） （100％） 

平成 26 年度 201 769 189 1,159 

（構成比率） （17.3％） （66.4％） （16.3％） （100％） 

平成 27 年度 209 787 190 1,186 

（構成比率） （17.6％） （66.4％） （16.0％） （100％） 

平成 28 年度 208 829 204 1,241 

（構成比率） （16.8％） （66.8％） （16.4％） （100％） 

前年度比 99.5％ 105.3％ 107.4％ 104.6％ 

上記年度期間の

増減率 
1.5％ 24.1％ 48.9％ 22.9％ 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター                  各年度３月 31 日現在 

 

年齢区分別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況については、40～64 歳が一

番多く、56.6％となっています。 

年齢区分別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況 

単位：人 

 精神障害者保健福祉手帳交付者数 

19 歳以下 20 

（構成比率） （1.6％） 

20～39 歳 341 

（構成比率） （27.5％） 

40～64 歳 702 

（構成比率） （56.6％） 

65 歳以上 178 

（構成比率） （14.3％） 

合計 1,241 

（構成比率） （100％） 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター                 平成 29 年３月 31 日現在 
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自立支援医療（精神通院）受給者証認定者数は、平成 29 年 3 月 31 日現在で、2,191

人です。平成 24 年度から 5 年間の増減率については 9.1％の増加となっています。 

 

自立支援医療（精神通院）受給者証認定者数の推移 

単位：人 

 自立支援医療費受給者認定者数 

平成 24 年度 2,007 

平成 25 年度 2,097 

平成 26 年度 2,138 

平成 27 年度 2,144 

平成 28 年度 2,191 

前年度比 102.2％  

上記年度期間の増減率 9.1％ 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター            各年度３月 31 日現在 

 

 

年齢区分別の自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数の状況については、

40～64 歳が一番多く、59.8％となっています。 

 

年齢区分別の自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数の状況 

単位：人 

 自立支援医療受給者認定者数 

19 歳以下 46 

（構成比率） （2.1％） 

20～39 歳 569 

（構成比率） （26.0％） 

40～64 歳 1,311 

（構成比率） （59.8％） 

65 歳以上 265 

（構成比率） （12.1％） 

合計 2,191 

（構成比率） （100％） 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター          平成 29 年３月 31 日現在 
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５ 障害児支援の状況 

（１）鎌倉市における障害児支援体制の整備状況 

鎌倉市では昭和 52 年に「障害児福祉センターあおぞら園（現：児童発達支援セン

ターあおぞら園）」を開設し、障害のある子どもへの支援を行っていましたが、昭和

58 年に療育相談担当を設置し、神奈川県の補助事業として「地域療育システム推進

事業」を開始し、乳幼児健診後のフォローグループの実施などを行ってきました。ま

た、平成 18 年には、ライフステージに応じた一貫した支援体制を整備し、発達支援

システムネットワークを設置しました。 

さらに平成 21 年度には、発達が「少し気になる」という段階から相談ができるよ

う、子育て支援の観点からこどもみらい部に発達支援室を設置し、早期発見、早期支

援の体制整備を進めてきました。 

発達支援室に配置されている理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、保育

士、児童指導員などの専門職が支援を必要とする子どもの相談や支援を行っています。

また、幼稚園、保育園、認定こども園などに在籍する支援を必要とする子どもが地域

社会で成長していくことができるよう、専門職が園を訪問し園への助言を行う、巡回

相談事業を実施しています。 

平成 20 年度からは、発達障害等の早期発見、適切な支援のため５歳児すこやか相

談事業を実施しています。平成 20 年度から段階的に実施対象園を増やし、平成 25

年度からは鎌倉市在住のすべての５歳児（年中年齢児）を対象として実施しています。 

 

（２）発達障害児への支援 

発達障害は、発達障害者支援法において、「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」と定義されています。 

発達障害児は、得意なことと苦手なことの差が大きく得意なことは優れた能力を発

揮するため、周囲からは本人のわがままや親のしつけの問題と誤解されることも多く

見受けられます。発達障害児のすこやかな成長のためには、本人の特性に応じた環境

調整と周囲の理解が不可欠であり、発達障害に対する理解・啓発は発達障害児への支

援として重要であることから、保護者や支援者、一般市民を対象とした発達障害への

理解・啓発講演会を毎年実施しています。また、平成 29 年度からは、身近な支援者

の発達障害理解促進と具体的な対応のスキルアップを目的とした人材育成のための講

座を実施し、支援者の育成を行っています。 
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療育、言語、リハビリ相談・巡回相談の受付件数 

単位：件、回 

 
新規相談受付件数 

巡回相談 

巡回数 相談件数 

発達 言語 リハビリ 発達 言語 リハビリ 発達 言語 リハビリ 

平成 26 年度 106 103 72 72 67 30 177 144 97 

平成 27 年度 105 76 90 60 63 36 154 124 88 

平成 28 年度 145 100 87 52 50 34 164 104 86 

     （資料）発達支援室                  

５歳児すこやか相談事業の実施状況 

単位：人 

  対象児数 支援が必要な児童数 

平成 26 年度 1,252 78 

平成 27 年度 1,244 76 

平成 28 年度 1,188 86 

    （資料）発達支援室                  

児童発達支援センターあおぞら園の実利用児童数（児童発達支援） 

単位：人 

  
児童発達支援センター（児童発達支援） 

（基本的生活習慣・情緒・社会性などの発達の援助） 

平成 26 年度 38 

平成 27 年度 36 

平成 28 年度 31 

（資料）発達支援室          

発達支援指導実利用児童数 

単位：人 

  

①リハビリ指導 

（ころびやすい・手足が不

器用などの運動発達の

指導） 

②言語指導 

（ことばの遅れ・発音が不

明瞭・吃音などの指導） 

③発達指導 

（友だちとのかかわりや

集団生活上の心配に対

する個別指導やグルー

プ指導） 

平成 26 年度 70 114 50 

平成 27 年度 69 95 57 

平成 28 年度 64 92 33 

（資料）発達支援室          
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幼稚園・保育園への障害児の通園状況 

単位：人、箇所 

  児童数 施設数 

私立幼稚園 43 13 

市立保育園 30 6 

私立保育園 25 11 

合計 98 30 

（資料）発達支援室、保育課                         平成 28 年度実績 

※幼稚園児童数は、鎌倉市特別支援保育運営費補助金の交付決定人数 

保育園児童数は、障害児保育推進特別対策事業費補助金対象児童数等 
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６ 特別支援教育の状況 

本市では、教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対して、その一人ひとりの教

育ニーズを把握し、児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服

するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う特別支援教育を推進してい

ます。 

各学校においては、校内委員会を設置し教育相談コーディネーターを中心に、関係

者が共通理解を図りながら一人ひとりの支援について確認・検討をしています。また、

必要に応じて保護者の了解を得て関係機関との連携による支援も検討します。 

支援の必要な児童生徒に対しては、生活介助を主な業務とする特別支援学級補助

員・学級介助員を小中学校に、学習支援を主な業務とするスクールアシスタントを小

学校に配置しています。また、教育活動上の必要な場面に応じて学級支援員を派遣し

ています。 

特別支援学級は小学校 10 校 24 学級、中学校７校 16 学級設置しており、平成 29

年 5 月 1 日現在 155 人の児童生徒が在籍しています。また、小学校 4 校に、きこえ

やことばの障害により適切な指導を必要とする児童や、ソーシャルスキルトレーニン

グを必要とする児童のための通級指導教室を設置しており、215 人が通級しています。 

特別支援学校高等部卒業生の進路状況の推移については、生活介護事業所、就労継

続支援事業所 B 型などが多い状況となっています。 

 

 

特別支援学級児童生徒数及び学級数 

単位：人、学級 

 小学校 中学校 合計 

児童数 学級数 生徒数 学級数 児童生徒数 学級数 

知的障害 41 10 20 7 61 17 

自閉症・情緒障害 53 10 28 7 81 17 

肢体不自由 3 1 4 1 7 2 

弱視 1 1 1 1 2 2 

病弱・身体虚弱 3 1 - - 3 1 

難聴 1 1 - - 1 1 

合計 102 24 53 16 155 40 

（資料）教育指導課                          平成 29 年５月１日現在 

※市立小学校全１６校中及び市立中学校全９校中             
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言語・難聴・情緒通級指導教室への通級児童数（小学校） 

単位：人 

  

難聴 3 

言語 150 

情緒 62 

合計 215 

（資料）教育指導課                    平成 29 年５月１日現在 

 

特別支援学校等在学児童生徒数（本市在住のみ） 

単位：人 

  小学部 中学部 高等部 合計 

特別支援学校 

（知的障害教育部門） 
7 4 53 64 

特別支援学校 

（肢体不自由教育部門） 
6 5 3 14 

ろう学校 2 3 5 10 

盲学校 0 0 0 0 

合計 15 12 61 88 

（資料）教育指導課                           平成 29 年５月１日現在 

※高等部については、神奈川県立鎌倉養護学校及び藤沢養護学校の生徒数    

 

特別支援学校高等部卒業生の進路状況 

単位：人 
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平成 26 年度 3 - - 1 2 4 - - - 1 - 11 

平成 27 年度 5 1 1 - 5 3 - 2 - - - 17 

平成 28 年度 3 1 1 - 7 3 - 4 - - - 19 

（資料）障害者福祉課       

※各年度末における神奈川県立鎌倉養護学校及び藤沢養護学校の卒業生の進路 



 

18 

 

７ 雇用の状況 

ハローワーク藤沢管内における障害者の実雇用率は、平成 26 年度 1.66％、平成

27 年度 1.72％、平成 28 年度 1.85％と年々増加しています。また、雇用率達成企

業割合も増加傾向にあります。 

 

ハローワーク藤沢管内の人口 

単位：人 

  人口 構成比 

鎌倉市 172,352 19.4％ 

藤沢市 427,501 48.2％ 

茅ヶ崎市 239,891 27.0％ 

寒川町 48,089 5.4％ 

合計 887,833 100.0％ 

（資料）平成 28 年度業務概況 ハローワーク藤沢             平成 29 年４月１日現在 

 

雇用状況（企業全体の常用労働者数が 50 人以上の事業主から報告を求め集計作成したもの） 

単位：箇所、人 

  ハローワーク藤沢（現所管） 神奈川県 

企業数 318 4295 

常用雇用労働者数 61,866 1,065,214 

常用雇用障害者数 1,146 19,925 

実雇用率 

平成 26 年度 1.66％ 1.75％ 

平成 27 年度 1.72％ 1.82％ 

平成 28 年度 1.85％ 1.87％ 

雇用率達成

企業割合 

平成 26 年度 44.0％ 41.6％ 

平成 27 年度 45.7％ 44.0％ 

平成 28 年度 52.2％ 46.7％ 

（資料）平成 26～28 年度業務概況 ハローワーク藤沢            各年度６月１日現在          

 

※障害者数とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者及びその他の障害者の合計です。短

時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相

当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者、知的障害者、精神障害

者及びその他の障害者である短時間労働者については法律上、１人を 0.5 人に相当するも

のとして 0.5 カウントしています。 
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ハローワーク藤沢における職業紹介状況 

単位：件 

 

新規求職申込件数 就職件数 

身体 

障害者 

知的 

障害者 

精神 

障害者 

その他

障害者 
合計 

身体 

障害者 

知的 

障害者 

精神 

障害者 

その他

障害者 
合計 

平成 26 年度 298 167 422 30 917 79 61 143 5 288 

平成 27 年度 296 227 450 45 1,018 73 79 138 13 303 

平成 28 年度 302 200 480 43 1,025 83 64 152 11 310 

前年度比 102.0％ 88.1％ 106.7％ 95.6％ 100.7％ 113.7％ 81.0％ 110.1％ 84.6％ 102.3％ 

（資料）平成 26～28 年度業務概況 ハローワーク藤沢             各年度６月１日現在          

 

  



 

20 

 

 

第３章   計画の考え方 

 

 

１ 将来目標 

障害者基本法第１条は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自

立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することが同法の目

的である旨を規定しています。 

また、第３次鎌倉市総合計画第３期基本計画では、将来都市像を「古都としての風

格を保ちながら、生きる喜びと新しい魅力を創造するまち」とし、この将来都市像の

実現に向けた将来目標の１つを「健やかで心豊かに暮らせるまち」とし、その方向を

「健康で生きがいにみちた福祉のまちをめざします」としています。この方向性は、

「すべての市民は社会の一員として尊重され、生涯にわたり、健やかで安心した生活

が送れるよう望んでいます。このため、健康福祉の環境づくりを進め、だれもが生き

がいをもち、ともに支えあい、心ふれあう豊かな地域社会をつくりだしていきます。」

と定めています。 

 

以上のことを踏まえ、第３期鎌倉市障害者基本計画では、第２期計画を引き継ぎ「障

害のある人もない人も、だれもが一生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるま

ち」を将来目標として定めます。 

 

 

 

障害のある人もない人も、だれもが一生にわたり、 

健やかで安心して地域で暮らせるまち 
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２ 将来目標実現に向けての基本的視点 

障害者権利条約の理念を尊重し、将来目標「障害のある人もない人も、だれもが一

生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち」の実現に向けて、次に掲げる４

つの視点に基づき、施策・事業を推進します。施策や事業の立案、推進に当たっては、

引き続き障害者の観点を重視しながら取り組みます。 

 

（１）地域社会における共生  

障害者権利条約は、「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平

等な享有を促進し、保護し、確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進す

ること」を目的としています。全ての障害者が、他の者と平等に、基本的人権を享有

する個人として、その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権

利を有することを前提としており、その理念を尊重します。 

 

（２）差別の禁止  

障害者権利条約第５条において、障害に基づくあらゆる差別を禁止するとともに、

合理的配慮の提供が確保されるための適当な措置をとることが求められています。ま

た、障害者基本法第４条及び障害者差別解消法においてその趣旨が具体化されている

ことに鑑み、障害者差別その他の権利利益を侵害する行為を禁止するとともに、社会

的障壁を除去するための合理的配慮を推進していきます。 

 

（３）当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援  

障害者の尊厳、自律及び自立の尊重を目指す障害者権利条約の趣旨を踏まえ、障害

者が各ライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、教育、福祉、医療、雇

用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行う

ことが求められています。支援に当たっては、障害者基本法第２条の障害者の定義を

踏まえ、障害者施策が、障害者が日常生活又は社会生活で直面する困難に着目して講

じられる必要があること、障害者の支援は障害者が直面するその時々の困難の解消だ

けに着目するのではなく、障害者の自立と社会参加の支援という観点に立って行われ

る必要があり、また、複数の分野にまたがる課題については、各分野の枠のみにとら

われることなく、関係する機関、制度等の必要な連携を図ることを通じて総合的かつ

横断的な視点をもって支援をしていきます。 
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（４）障害特性、性別、年齢による複合的困難等に配慮したきめ細かい支援  

障害者一人ひとりの固有の尊厳を重視する障害者権利条約の理念を踏まえ、障害者

施策は、障害特性、障害の状態、生活実態等に応じた障害者の個別的な支援が求めら

れています。その際、外見からは分かりにくい障害が持つ特有の事情を考慮するとと

もに、状態が変動する障害は、症状が多様化しがちであり、一般に、障害の程度を適

切に把握することが難しい点に留意する必要があります。また、発達障害、難病、高

次脳機能障害、盲ろう・重症心身障害その他の重複障害等について、社会全体の更な

る理解を促進していく必要があります。 

また、障害者権利条約第６条、第７条等の趣旨を踏まえ、障害者施策は、複合的に

困難な状況に置かれた障害者に対するきめ細かい配慮が求められています。特に、女

性や子どもにおいては、更に複合的に困難な状況に置かれている場合や、年齢に応じ

た対応が求められることなどから当事者の置かれた個々の状況に応じた支援に取り組

んでいきます。 

 

 

 

 

３ 重点施策 

障害福祉に関するアンケート調査、当事者団体からの意見、および鎌倉市障害者支

援協議会からの提言などから、将来目標に向けた基本的視点を踏まえ、本市において

特に重点的・総合的に進める施策を次のとおり定めます。 

 

 

（１）共生社会実現に向けた取り組み  

すべての障害者が、障害でない者と平等に基本的人権を有するものとして、市民の

障害への理解を進め、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を推進し、障害者の

自立と社会参加を支援します。 

 

  



 

23 

 

 

（２）安全・安心に暮らせるまちづくりの推進  

障害のある人もない人も、だれもが安心して地域で暮らせるように、バリアフリー

のまちづくりを推進します。 

災害時や緊急時の障害者への情報提供や安全確保について、庁内関係課や関係機関

との連携を強めます。避難所において、障害の状態や障害特性に応じた配慮をおこな

います。 

 

 

（３）地域での生活を支援する体制の充実  

様々な状況にある障害児者とその介護者の地域での生活を支援するため、基幹相談

支援センターを中核とする関係機関等の相談支援のネットワークを強化し、相談支援

体制の充実を図ります。 

また、在宅での生活を支える障害福祉サービス等の提供体制や、地域での生活拠点

となるグループホーム等の社会資源の充実を図っていきます。 

 

 

（４）働く場の充実と就労支援の推進  

障害者の自立と社会参加を推進するため、障害者への就労支援を推進します。就労

移行支援事業等の利用や、雇用奨励金の給付、就労後の定着支援など、一般就労に向

けた支援を推進します。 

また、就労支援関係機関等と連携し、地域における障害者の雇用促進や就労支援に

向けた取組を進めていきます。  
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４ 施策の体系 

将来目標の実現に向け、基本的視点を踏まえながら、７つの分野を柱として、さま

ざまな施策を実施、推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）バリアフリーのまちづくりの推進 

１ 安全・安心な生活 
環境の整備 

（２）災害時・緊急時対策の推進 

（３）住宅入居の支援 

（１）配慮のある情報提供の推進 

２ 情報提供・意思疎通
支援の充実 

（２）意思疎通支援の充実 

重点施策 
 

（１）共生社会実現に向けた 

取組 

 

（２）安全・安心に暮らせる 

まちづくりの推進 

 

（３）地域での生活を支援する 

体制の充実 

 

（４）働く場の充実と就労支援 

の推進 

将来目標実現に向けての基本的視点 

 

（１）地域社会における共生 

（３）当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 

第３次鎌倉市総合計画、将来目標

第４章 
 

「健やかで心豊かに 
暮らせるまち」 

将来目標 
 

障害のある人もない人も、 
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（１）障害を理由とする差別の解消の推進 

３ 差別の解消、権利 
擁護の推進及び 
虐待の防止 

（２）権利擁護の推進、虐待の防止 

（１）相談支援の充実 

４ 福祉・生活支援の 
充実 

（２）生活支援の充実 

（３）日中活動支援の充実 

（１）健康づくりの推進 

５ 保健・医療の推進 

（２）医療サービスの給付 

（１）継続的な就労支援の推進 

（２）多様な雇用の促進 

６ 雇用・就労支援の 
推進 

（１）早期発見、早期療育の推進 

７ 子どもへの支援の 
充実 

（２）障害特性に応じた保育、教育の充実 

  （２）差別の禁止 

  （４）障害特性、性別、年齢による複合的困難等に配慮したきめ細かい支援 

  だれもが一生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち 
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第４章   施策の展開（個別事業） 

 

 

１ 安全・安心な生活環境の整備 

（１）バリアフリーのまちづくりの推進  

現状と課題 

障害者にとって暮らしやすい生活環境の整備に向けて、自宅などの住居をはじめ、

公共的施設、民間施設、道路のバリアフリー化やユニバーサルデザインによるまちづ

くりを行うことが大切です。障害者は、自動車の運転等、自分自身で移動が困難な人

も多いため、移動手段を確保することは、社会参加の面からも重要です。障害の有無

や年齢等にかかわらず、誰もが安心して生活できるような環境の形成に取り組んでい

くことが必要です。 
 

今後の考え方 

・すべての人にとって、バリアのない暮らしやすい生活空間を実現するために、道路、

公共施設、交通、公共トイレ、住宅などにおいて、日常生活をしていく上でのバリ

アとなるものを取り除いていく整備をおこないます。 

・整備に当たっては、多様な障害に配慮するとともに、障害者の意見を十分に聴取・

反映し、障害者が利用出来る、利用しやすい設備やまちづくりを目指します。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

重度障害者住宅設備改造

工事費の助成 

重度障害者が障害の内容に合わせて、浴室・玄関・

トイレなど住宅設備を改造する場合に、工事費用の

一部を助成します。 

障害者福祉課 

公衆トイレのユニバーサ

ルデザイン化 

観光商工課が所管する公衆トイレ 34 箇所につい

て、順次ユニバーサルデザイン化を進め、身体障害

者を含め多くの方が利用しやすいトイレを整備す

る。 

観光商工課 

ノンステップバス購入費

の補助 

路線バス事業者が、バリアフリーの推進として、ノ

ンステップバスを購入する際の購入費の一部補助や

ノンステップバス導入計画策定に協力します。 

交通計画課 

駅及び駅周辺における重

点地区のバリアフリー化

の推進 

駅及び駅周辺における一定地区のバリアフリー化を

図るため、関係機関、事業者等と連携しながら、駅

及び駅周辺道路等の重点的バリアフリー整備に努め

ます。 

交通計画課 

道路課 

再開発課 

歩道段差切下げ事業の 

推進 

バリアフリーの視点から既存道路の歩道の段差切下

げ等を順次実施します。 
道路課 
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（２）災害時・緊急時対策の推進  

現状と課題 

障害者等の支援を必要とする人への対応において、大きな災害時の避難所への移動

や、避難所における避難生活などにおいては配慮が必要であり、重要な課題となって

います。 

障害者手帳所持者のアンケート調査では、火事や地震等の災害時に困ることについ

て、「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」の割合が 55.0％と最も高く、

次いで「投薬や治療が受けられない」の割合が 46.7％、「安全なところまで、迅速に

避難することができない」の割合が45.2％と不安なことが多くなっていることから、

日頃から地域ぐるみで障害者を支援する体制や、避難時や避難生活を支えるために必

要な体制の強化を図る必要があります。 

 

今後の考え方 

・災害時において、一人で避難することが困難な障害者の安否確認や避難行動支援等

について、地域住民等との連携を踏まえながら、具体的な対応方法を検討し、災害

種別に応じた避難行動要支援者への対応策の充実を図ります。 

・発災時に視覚障害者や聴覚障害者へ災害情報を伝えるシステムの更なる周知を図る

とともに、屋外や避難所など自宅以外の場所でも、視覚障害者や聴覚障害者が災害

情報を得ることができる手段についても検討します。 

・近年の大災害からの知見を踏まえ、福祉避難所等の運営などについて、関係者との

協議・連携をすすめます。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

災害時における要支援者

の登録 

災害時に支援が必要な方の避難が確実なものとな

る様、避難行動要支援者名簿の作成や同名簿への

登録を推進し、障害者等の要支援者に情報提供や

避難誘導などの支援が行き渡りやすい環境整備を

行います。 

総合防災課 

福祉総務課 

生活福祉課 

高齢者いきいき課 

障害者福祉課 

地域のつながり推進課 

防災・安全情報メール配

信サービス 

災害情報や防犯情報を携帯電話やパソコン等の電

子メールで配信するサービスを行います。 
総合防災課 

災害時における要援護者

の緊急受け入れ体制の 

整備 

災害時に、在宅の障害者を市内の障害者施設に緊

急受け入れするため、施設と協定を締結し、緊急

受け入れ体制を推進します。 

福祉総務課 
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事業名 事業内容 担当課 

緊急時あんしんカードの

配付 

緊急連絡先・かかりつけ医・常用薬などの情報が

記載でき、障害者が常時携帯することで、緊急時

及び災害時の迅速な対応ができるように、障害者

手帳に入る大きさのカードを作成し、配布します。 

障害者福祉課 

災害時用ストーマ装具の

保管 

災害時に備え、オストメイトで保管希望者のスト

ーマ装具を市の施設で保管します。 
障害者福祉課 

Ｅメール１１９番通報シ

ステム 

聴覚・言語などの障害者が、携帯やパソコンなど

の E メールアドレスを登録することにより、E メ

ールで 119 番通報することが可能となります。こ

のシステムの周知を図り推進します。 

消防本部指令情報課 

ファックス１１９番通報 

聴覚・言語などの障害者のために、ファックスに

よる１１９番通報を受け付けています。指定の用

紙に記入し、１１９番（局番なし）でファックス

を送信することで、消防車や救急車などの要請が

行えます。 

消防本部指令情報課 

避難マップ等の配布 

地域災害弱者防災支援会議などで作成している

「避難マップ」など、災害時に役立つ情報につい

て広く配布し、周知を図ります。 

障害者福祉課 

 

 

（３）住宅入居の支援  

現状と課題 

施設から地域への移行、また、親亡き後の生活など、障害者が地域で自立した生活

をおくるため、障害者向けの住宅やグループホームなどの住まいの場の確保が求めら

れています。グループホームにおいては、特に視覚障害や医療的ケアなど、障害特性

に対応できるグループホームの需要が高まっています。 

 

今後の考え方 

・障害の種別や程度にかかわらず住み慣れた地域で生活していけるように、民間事業

者が行うグループホームなどの整備について補助するなど支援し、推進していきま

す。 

・障害者が、ライフステージに応じて多様な住まいの場を選択し、地域の中でその人

らしく暮らすことができるよう、地域住民の理解と協力を得る中で、障害福祉サー

ビス事業所等と連携しながら、支援を行っていきます。 
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【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

グループホームの整備 

地域における障害者の自立した生活の場、親亡き

後の障害者の居住の場を確保するため、民間事業

者が行うグループホームの整備を推進します。 

障害者福祉課 

高齢者、障害者向けの市

営住宅の確保 

高齢者世帯や障害者世帯向けの市営住宅を確保

し、高齢者や障害者への住宅供給を行っています。 
建築住宅課 

住宅入居等の支援 
施設から地域への移行時などに住宅への入居を支

援します。 
障害者福祉課 

グループホーム入居者へ

の家賃助成 
グループホーム利用者へ家賃の助成を行います。 障害者福祉課 
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２ 情報提供・意思疎通支援の充実 

（１）配慮のある情報提供の推進  

現状と課題 

障害者手帳所持者のアンケート調査では、障害福祉の制度や障害福祉サービスなど

に関する情報入手先として「インターネット」の割合が 42.7％と最も高くなってい

ます。 

行政などからの情報の提供にあたっては、視覚、聴覚、知的障害など障害特性に配

慮した方法が求められています。行政文書の点訳、音読などがボランティアとなって

おり、担い手の継続性が求められています。また、障害者手帳取得時には、制度、施

設、団体の紹介などを掲載した「福祉の手引」を配布していますが、手帳取得後にも

継続した情報提供の機会が求められています。 

 

今後の考え方 

障害者への情報提供を、障害特性に配慮した方法で進めていきます。障害があるこ

とにより、情報の利用で格差が生じないよう、誰もが等しく情報に接し、利用するこ

とが出来るよう対応を進めます。情報バリアフリー機器の配置や給付各種の制度に関

する分かりやすい周知、図書など郵送による情報提供を進めています。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

声の広報・広報点字版の

作成 

視覚障害者に声の広報･広報点字版の作成をして

います。秘書広報課へ登録することで、広報を録

音したテープ・デイジー版や点字版を郵送します。 

秘書広報課 

ホームページの音声読み

上げ等の対応 

市のホームページを、音声読み上げ、文字の拡縮、

コントラストの設定などに対応できるものにし

ます。 

秘書広報課 

市民便利帳のＳＰコード

版の作成 

視覚障害者から要望があった場合に、SP コード版

の作成を行います。 
秘書広報課 

発行物の点字化、音声化 
障害者福祉計画などの重要な情報について、点字

版や音声版を作成します。 
障害者福祉課 

「福祉の手引」の発行 

障害者のための様々な制度やサービス、施設や関

係機関、及び当事者団体などの紹介を行う「福祉

の手引」を作成し、配布します。また、視覚障害

者向けに点字版や音声版（デイジー版）を作成し、

貸し出し等を行います。 

障害者福祉課 

 

 



 

31 

 

 

事業名 事業内容 担当課 

図書の郵送貸し出し 

図書館に来館できない身体障害者手帳をお持ちで

要件に該当する方に、郵送による図書などの貸し

出しを行います。 

中央図書館 

録音・点字図書の 

貸し出し 

視覚障害者がサービス登録をすることで、所蔵す

る録音図書又は点字図書の目録により、希望の録

音図書（カセットテープ・ＣＤ・デイジー）・点字

図書を無料で郵送貸出します。 

中央図書館 

音声コード読上げ装置や

活字文書読上げ装置の 

設置 

視覚障害者のための情報支援である音声コード

（ＳＰコード）の読み上げ装置や活字を読み上げ

る装置の窓口設置を行います。 

中央図書館 

サピエ図書館のサービス

の一部（相互貸借）加入

の検討 

視覚障害者のためのインターネット上の図書館の

サービスの一部（相互貸借）加入を検討します。 
中央図書館 

 

 

 

（２）意思疎通支援の充実  

現状と課題 

様々な障害の特性により意思疎通や情報の取得が困難な障害者に対して、それぞれ

の障害の特性を理解し、言語（手話を含む）その他の意思疎通のための手段や情報の

取得のための配慮が必要です。 

障害特性に応じた障害者の意思疎通のため、手話通訳、要約筆記などの役割が重要

となっています。障害者福祉課では、手話通訳者や要約筆記者の派遣を実施するほか、

平成 29 年度から窓口に手話通訳者を設置する日数を増やしました。また、手話や要

約筆記などの講習会を実施し、養成を図っていますが、手話通訳者や要約筆記者の登

録者の増加につながっていないことが課題となっています。 

 

今後の考え方 

・手話通訳者や要約筆記者の派遣事業を実施し、聴覚・言語機能・音声機能障害者、

難聴者への支援を実施します。手話講習会や要約筆記講習会を開催し、市内におけ

る手話人口の拡大と手話通訳者、要約筆記者の養成を目指します。 

・障害者の社会参加促進のため、障害者の情報、コミュニケーションに関する条例を

制定します。 
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【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

手話通訳者の設置 
聴覚障害者の市の手続き等の支援のために、障害

者福祉課の窓口に、手話通訳者を設置します。 
障害者福祉課 

手話通訳者、要約筆記者 

の派遣 

聴覚障害者が、医療、教育、就職、生活などの相

談のため、手話通訳者及び要約筆記者を必要とす

る場合に派遣し、聴覚障害者の情報保障を図りま

す。 

障害者福祉課 

手話講習会の開催 

市民に、聴覚障害者への理解を進め、聴覚障害者

の情報保障を担うための手話通訳者の養成を目指

して、入門・基礎・中級・上級の講習会を実施し

ます。 

障害者福祉課 

要約筆記講習会の開催 

主に、中途失聴者・難聴者への理解や情報保障を

担うため、手書きやパソコンによる要約筆記者の

養成講習会を実施します。 

障害者福祉課 

失語症等成人中途言語障

害者への支援 

失語症による中途障害への理解のための失語症基

礎講座の開催や、グループ訓練会、言語聴覚士の

派遣事業などを行います。 

障害者福祉課 

（仮称）障害者の情報・

コミュニケーションにか

かる条例 

すべての障害者への意思疎通支援が可能となる

「（仮称）障害者の情報・コミュニケーションにか

かる条例」を制定します。 

障害者福祉課 
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３ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

（１）障害を理由とする差別の解消の推進  

現状と課題 

平成 25 年 6 月に、障害者差別解消法が公布、平成 28 年 4 月から施行され、障害

を理由とする不当な差別的取扱及び障害者（家族等を含む）から社会的障壁（バリア）

を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、その実

施に伴う負担が重すぎない範囲で対応する合理的配慮の提供が義務化（民間事業者に

おいては合理的配慮の提供については努力義務）されるなど、障害者の権利擁護のた

めの法整備が進んでいます。 

障害者手帳所持者のアンケート調査では、障害があることで差別や嫌な思いをする

（した）ことがあるかについて「ある」または「少しある」を合わせた割合が療育手

帳所持者で 69.5％、精神障害者保健福祉手帳所持者で 64.0％となっており、身体の

障害などと比較して高い割合を占めています。また、どのような場所で差別や嫌な思

いをしたかについて、「外出先」の割合が 46.1％と最も高く、次いで「学校・仕事場」

の割合が 35.9％、「仕事を探すとき」の割合が 19.2％となっています。障害者基本

法や障害者差別解消法の目的とする共生社会の実現に向け、障害への理解、差別や偏

見の解消の普及啓発を行っていく必要があります。 

 

今後の考え方 

・障害の有無などにかかわらず、誰もがあたりまえに社会生活に参加でき、共に交流

出来ることが必要です。障害者が住み慣れた地域で安心して自分らしく生活してい

くことができるよう、市や民間団体が実施する事業やイベントを通して障害への理

解を深めるとともに、障害者のある人もない人も同じ時間を共有し、交流する機会

としていきます。 

・各種講演会などを通じて、市民の障害に関する理解を促進します。 

・共生社会の方向性を明文化するために、「（仮称）かまくら共生条例」を制定します。 

・学校教育において、インクルーシブ教育を推進します。 

・福祉・医療などの現場の専門職などの意見を市政に活かし、共生社会の実現に向け

て取り組みます。 
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・既に実施されている合理的配慮の事例を収集し共有を図ることにより、より多くの

場面において合理的配慮の取組が行われるよう、広く市民・事業者に対する普及啓

発を行っていきます。 

・鎌倉市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領（市職員対応要 

領）にのっとり市職員が適切に対応するため、市職員の研修に取り組みます。また、

障害者差別に関する事例や相談事例等を収集し、市の相談窓口に適切につなげてい

きます。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

（仮称）かまくら共生条

例 

全ての人がお互いに人格・個性・多様な生き方な

どを尊重し合い、共に支え合える環境がある共生

社会の方向性を明文化するために「（仮称）かまく

ら共生条例」を制定します。 

検討中 

発達障害等理解・啓発講

演会 

子どもの発達・発育に関する理解と意識の向上を

図るため、研修会や講演会の開催を通して、市民

への理解・啓発に努めます。 

発達支援室 

精神保健福祉講演会 
精神障害者への理解を深めるため、市民向けに講

演会を開催し普及啓発を図ります。 
障害者福祉課 

ヘルプマークの普及 
県で作成しているヘルプマークを窓口で配布し、

普及を推進します。 

神奈川県 

障害者福祉課 

ふれあいフェスティバル

の開催 

毎年の障害者週間(12/3～12/9)に合わせて、障

害のある人もない人も共にふれあい、障害者を理

解するイベントを開催します。また、障害者団体

等の活動内容等のパネル等を地下道ギャラリーに

展示します。 

障害者福祉課 

横須賀三浦地区ふれあい

広場の開催 

横須賀三浦地区の知的障害児者と家族や施設、関

係団体等が地域と親睦を深め、障害者への理解の

促進と交流を進めます。 

障害者福祉課 

精神健康福祉セミナーの

開催 

専門職による講義と地域の事業所での体験実習を

通じて、市民が精神障害者を取り巻く環境を理解

し、共に生きる地域社会作りを目指します。 

障害者福祉課 

学校における福祉教育の

推進 

児童生徒の発達の段階に応じて、社会科、家庭科、

道徳等において、障害者への理解を深める指導を

行います。 

教育指導課 

障害者差別解消法の普及

啓発 

市民、事業者等へ障害者差別解消法の啓発を行い、

障害者の権利擁護を推進します。 
障害者福祉課 

市職員対応要領の周知研

修 

市職員へ市職員対応要領の周知研修を行い、適切

な対応を行います。 

職員課 

障害者福祉課 
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（２）権利擁護の推進、虐待の防止  

現状と課題 

平成 23 年に障害者虐待防止法が公布され、同年 8 月の障害者基本法の改正では、

障害を理由とするあらゆる差別の禁止や消費者としての障害者の保護、選挙や司法手

続き等での配慮を講じる義務が定められました。平成 28 年 5 月には、成年後見制度

利用促進法が施行され、地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用促進、地域にお

ける成年後見人等となる人材の確保などが定められました。 

障害者虐待については、虐待が疑われる案件への迅速で適切な対応が求められてお

り、併せて、未然に防止するため、市民や施設などへの啓発などが重要となっていま

す。 

 

今後の考え方 

・障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、意思決

定支援の在り方を検討します。判断能力が十分でない障害者も住み慣れた地域で安

心して生活できるよう、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進めます。 

・虐待を防止することは、障害者の自立および社会参加、そして障害者の尊厳を守る

ためにとても重要です。障害者虐待の防止や早期発見、関係機関との連携などによ

る虐待への適切な対応を行っていきます。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

成年後見センターの運営 

専門職による成年後見制度の利用に関わる相談

や、成年後見制度の市民への啓発事業などを行う

成年後見センターを運営します。 

高齢者いきいき課 

障害者福祉課 

成年後見制度の利用支援 成年後見制度利用時の手数料等を助成します。 
高齢者いきいき課 

障害者福祉課 

成年後見制度連絡会 

成年後見制度に関わる相談機関と専門職などで構

成される「かまくら成年後見制度連絡会」を実施

し、相談対応および利用支援のための情報共有と

連携を図ります。 

高齢者いきいき課 

障害者福祉課 

障害者虐待防止センター

の運営 

障害者虐待防止のための啓発を行い、また、虐待

が疑われる通報、案件については、関係機関と連

携し、緊急時の対応などを行います。 

障害者福祉課 

第三者機関による苦情解

決体制の整備 

あおぞら園における、福祉サービスに関する苦情

について、第三者機関を設置して対応します。 
発達支援室 

虐待防止の周知啓発 
児童、高齢者、障害者の虐待防止のため、児童虐

待防止週間などを利用して、周知啓発を行います。 

こども相談課 

高齢者いきいき課 

障害者福祉課 
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４ 福祉・生活支援の充実 

（１）相談支援の充実  

現状と課題 

障害者やその家族が地域で安心して暮らしていくためには、日頃の悩みの相談や必

要な支援・サービスを適切に受けられることが大切であり、孤立することなく、何ら

かの支援機関とつながっていることが重要です。障害者やその家族に関する相談内容

は、複雑化、深刻化しており、関係機関のネットワークなど支援体制の強化を図って

いくことが重要です。このためには、相談事業所の後方支援などを行い、地域の相談

支援の中核となる基幹相談支援センターの役割が重要となっています。 

 

今後の考え方 

・多様な障害に関する相談に適切に対応するため、障害児者やその家族が地域の身近

な場所で相談ができるように相談支援事業所での相談支援体制の整備を進めてきま

した。また、地域における障害者相談支援の中核となる基幹相談支援センターを設

置しました。今後は、地域拠点整備等の課題における重要な役割を担う機関として

機能充実を図っていきます。 

・ライフステージに応じて、教育機関や医療機関などの関係機関との連携を図り、障

害者の生涯に寄り添う支援を行っています。 

・市職員においては、事務手続きにとどまることなく、基幹相談支援センターなどが

企画する研修会などに参加し、相談支援のネットワークの一員として相談業務に当

たります。 

・相談支援事業所において、障害者や家族の状況等を的確に把握して、適切な関係機

関と連携することや、多様化、個別化するニーズを的確に把握し、障害福祉サービ

ス利用等への支援につなげていきます。 

・業務ごとのたて割りではない市の相談窓口を設置し、相談者の負担を軽減します。 

・福祉事業所等と人材交流などを行い、相談支援にあたる市職員のスキルアップを図

ります。 

・共生社会を担う総合的な福祉人材育成を行います。 
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【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

相談支援の充実 

基幹相談支援センターを中核とし、関係機関との

連携を図り、地域での相談支援のネットワークを

強化し、地域における障害者の個々の状況に応じ

た支援を行います。 

障害者福祉課 

民生委員・児童委員によ

る相談・支援 

民生委員・児童委員による地域の障害者及び保護

者への相談・支援を行います。 
生活福祉課 

障害福祉相談員による相

談・支援 

鎌倉市障害福祉相談員による地域の障害者及び家

族への相談・支援を行います。 
障害者福祉課 

基幹相談支援センターの

運営 

地域の障害者相談支援の中核となり、相談支援の

質の向上のため、相談支援事業所の支援や相談専

門支援員の育成、および障害者支援協議会の事務

局運営などを行います。 

障害者福祉課 

鎌倉市障害者支援協議会 

地域の関係者が集まり、情報の共有や地域の課題

などを協議します。各分野ごとの専門部会では、

事業所連絡会などからの課題を扱うなどして協議

を重ね、様々な取組を進めます。全体会では、専

門部会の協議結果をとりまとめ、施策の提言など

を行います。 

障害者福祉課 

各種事業所連絡会 

居宅介護など同種の障害福祉サービスを提供する

事業所が定期的に集まり、情報共有や課題につい

ての協議、勉強会などを実施します。 

障害者福祉課 

 

 

（２）生活支援の充実  

現状と課題 

障害者手帳所持者のアンケート調査では、現在の暮らしについて「自宅で家族等と

一緒に暮らしている」の割合が 75.1％と最も高く、将来、どこで生活したいと思う

かについても「今のまま生活したい」の割合が 44.2％と最も高くなっています。ま

た、地域で生活するためには、どのような支援があればよいと思うかについて「経済

的な負担の軽減」の割合が 48.4％と最も高く、次いで「必要な在宅サービスが適切

に利用できること」の割合が 39.3％、「在宅で医療的ケアなどが適切に受けられるこ

と」の割合が 33.8％となっています。 

障害者の高齢化、重度化および介護者の高齢化が進む中で、住み慣れた地域で安心

して暮らしていけるよう、地域における様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを

構築していくことが求められています。 
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今後の考え方 

・障害者の在宅での生活を安定したものとするために、一人ひとりの障害特性を踏ま

えた日常生活を支援する事業の充実とともに、経済的支援も含めた家族等の介護負

担を軽減する取組を進めていきます。 

・地域で暮らしたいと考える障害者の、自分らしい暮らしを支援します。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

在宅生活の支援 

生活全般にわたる相談支援により、居宅介護など

のサービス利用につなげ、障害者の在宅生活を支

援します。 

障害者福祉課 

短期入所サービスの充実 

自宅で介護する人の疾病やレスパイトなどのため

に、圏域での拠点事業所配置事業での利用を含め、

障害者が身近な地域で利用できる短期入所サービ

スの充実を図ります。 

障害者福祉課 

訪問入浴サービスの実施 

自宅で入浴することが困難な重度障害者を対象

に、居室に浴槽を運んで入浴を行う訪問入浴サー

ビスを実施します。 

障害者福祉課 

障害福祉サービス利用者

負担の軽減 

障害福祉サービスのうち、施設入所支援を除くサ

ービスに要した費用の利用者負担額の一部を助成

し、障害者の経済的負担の軽減を図ります。 

障害者福祉課 

補装具費の支給と自己負

担額の助成 

身体障害者の身体機能を補完または代替するため

に、身体障害児者が装着、装用する義肢、車いす、

盲人安全杖、補聴器などの用具（補装具）費を給

付し、自己負担額の助成を行います。 

障害者福祉課 

日常生活用具の給付 

障害者及び難病患者等の日常生活の便宜を図るこ

とを目的として、障害の特性や生活状況に合わせ

た日常生活用具を給付します。 

障害者福祉課 

障害者福祉手当（市）の

支給 

在宅の障害児者の方に、障害程度に応じて、市の

手当を支給します。 
障害者福祉課 

特別障害者手当（国）の

支給 

在宅の特別重度障害者で、日常生活において常時

特別な介護を必要とする 20 歳以上の方を対象に、

国の手当を支給します。 

障害者福祉課 

障害児福祉手当（国）の

支給 

在宅の 20 歳未満で、日常生活において常時介護

を必要とする方を対象に、国の手当を支給します。 
障害者福祉課 

在宅重度障害者等手当

（県）の支給 

在宅で常時介護を要する重度重複障害の方や国の福

祉手当を受給している方に、県の手当を支給します。 

神奈川県 

障害者福祉課 

外国籍障害者等福祉給付

金の支給 

在日外国人の障害者で、公的年金の受給要件を、

制度上、満たすことができない方を対象に、福祉

給付金を支給します。 

障害者福祉課 

障害基礎年金の受付 

国民年金法の障害等級１級、２級に該当し、一定

の条件を満たす方からの、障害基礎年金の申請を

受け付けます。 

保険年金課 

年金事務所 

特別障害給付金の受付 

国民年金の任意加入対象期間に加入をしていなか

ったことで障害基礎年金等が受給できない方で、

一定の条件を満たす方からの、特別障害給付金の

申請を受け付けます。 

保険年金課 
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事業名 事業内容 担当課 

ファミリーサポートセン

ターの運営 

育児の手助けをして欲しい方、その手伝いをした

い方が互いに助け合う会員組織です。障害児に関

しては、特別支援学校への送迎や放課後の預かり

サービスの提供を行います。 

こども相談課 

特別児童扶養手当の支給 

在宅で障害児（20 歳未満）を養育している方を対

象に、障害の程度に応じて、特別児童扶養手当を

支給します。 

こども相談課 

声かけふれあい収集 

クリーンステーション（ごみ集積場）まで、ご自

分でごみや資源物を運び出すことが困難な高齢者

や障害者の世帯を対象に、週に１回、市職員が戸

別に声をかけて安否の確認をするとともに、ごみ

出しの負担を軽減します。 

ごみ減量対策課 

有料袋(指定収集袋)の 

減免 

在宅で腹膜透析を実施している方、ストーマ装具

を使用している方を対象に、一定枚数の指定収集

袋を無料で交付します。 

ごみ減量対策課 

身体障害者補助犬登録等

手数料の免除 

狂犬病予防法に基づく犬の登録手数料及び狂犬病

予防注射済票交付手数料について、身体障害者補

助犬を所有する方の手数料を免除します。 

環境保全課 

水道料金、下水道使用料

の減免 

重度の障害者等がいる世帯に対し、水道料金と下

水道使用料の基本料金及び基本料金の消費税相当

分を減免します。 

県鎌倉水道営業所 

下水道河川課 

地域移行の推進 
住宅施策などと連携しながら、地域での生活を支

援する体制を推進します。 
障害者福祉課 

地域生活支援拠点の整備 

地域における障害者の生活を支えるための拠点に

ついて、面的な整備など検討し事業者と協力しな

がら整備をします。地域移行などの相談、グルー

プホームなどの体験、短期入所などの緊急時受け

入れ、専門性のある人材の確保、地域の体制づく

りなどの機能を想定しています。 

障害者福祉課 
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（３）日中活動支援の充実  

現状と課題 

障害者の社会参加のため、日中活動における支援は重要となっています。障害福祉

サービスの生活介護においては、障害特性による高齢障害者の継続利用の影響により、

施設の空き状況に余裕がないことが課題となっています。地域生活支援事業の移動支

援においては、通学通所への利用範囲の拡大など、日中一時支援においては、サービ

ス提供事業所の増設などが求められています。また、これらのサービスを提供する事

業所では、現場を支えるヘルパーなどの担い手の不足が、サービス提供体制に影響を

及ぼしています。 
 

今後の考え方 

・障害者の日中活動について、サービス提供体制の充実、通所などの外出にかかる交

通費支援、移動の支援の充実などにより社会参加を支援します。 

・地域の実情に応じた在宅の障害者の日中活動の場の確保、創作的活動や社会参加活

動、地域との交流事業などの活動拠点として、地域活動支援センター事業を実施し

ていきます。 

・高齢者と障害者が同一事業所でサービスを受けられるように、介護保険制度と障害

福祉制度との共生型のサービスが設けられます。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

日中活動の支援 
生活介護、移動支援、日中一時支援等のサービス

を充実し、日中活動の支援を行います。 
障害者福祉課 

地域活動支援センター事

業の実施 

障害者の日中活動を支援するため、創作的活動や生産

活動などを行う機会を提供し、地域との交流などの拠

点となる地域活動支援センター事業を実施します。 

障害者福祉課 

施設通所交通費の支給 

在宅の障害者が福祉施設に訓練や作業のために公

共交通機関を使って通所する場合に、交通費を支

給します。 

障害者福祉課 

福祉タクシー券・ガソリ

ン券等の交付 

重度障害者の社会参加を促進するため、タクシー利用

料金、自動車燃料費、福祉有償運送料金を助成します。 
障害者福祉課 

神奈川県障害者スポーツ

大会への参加支援 

神奈川県主催の障害者スポーツ大会への参加支援

を行い、障害者の社会参加や交流を図ります。 

神奈川県 

障害者福祉課 

障害者団体への支援 
障害者団体のスポーツ、レクリエーションなどの

活動に対して助成します。 
障害者福祉課 

自動車改造費の助成 
身体障害者が、自ら所有し運転する自動車を改造

する場合の費用の一部を助成します。 
障害者福祉課 

下肢等障害者自動車運転

訓練費の助成 

障害の程度が 1 級から 4級までの下肢等の障害者又は

1 級の上肢の障害者が、自動車運転免許証を取得する

ために、技能講習に要した費用の一部を助成します。 

障害者福祉課 

  



 

41 

 

 

 

 

 

事業名 事業内容 担当課 

地域福祉活動による支援

の推進 

民生委員・児童委員及びＮＰＯ法人などが実施す

る地域福祉活動を支援します。 

生活福祉課 

社会福祉協議会 

障害者スポーツの普及 

障害者スポーツの紹介①ニュースポーツを紹介す

るイベント「スポーツ・レクリエーションフェア」

等にて、パラスポーツの体験会や競技種目を説明

したパネルの展示、競技用の装具の展示などを行

います。②市立小中学校と連携し、パラスポーツ

選手による実技指導や経験談を聞くなど、選手と

のふれあい体験を行います。 

スポーツ課 
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５ 保健・医療の推進 

（１）健康づくりの推進  

現状と課題 

脳血管疾患・心疾患・糖尿病等の生活習慣病を原因とした身体障害が高い割合を占

めています。各種健（検）診等を通じて、障害の原因となる疾病等の予防と早期発見

に努めています。 

また、子どもの疾病や障害の早期発見・早期療育のために、母子保健事業と療育の

連携した取組が求められています。 

 

今後の考え方 

・各年齢層に応じた健康診査を実施し、障害の原因となる疾病予防、早期発見・早期

治療に努めるとともに、生活習慣の改善の支援に取り組み、市民の健康の保持・増

進を図ります。 

・障害者の口腔ケアのため、障害者の歯科診療を実施していきます。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

障害者施設訪問歯科検診 

歯科医師会と鎌倉保健福祉事務所で、障害者施設

を訪問し、検診や歯みがき指導及び医院の紹介な

どを行います。 

鎌倉市歯科医師会 

県鎌倉保健福祉 

事務所 

障害者福祉課 

家庭訪問 

家庭での育児、養育方法などの相談・支援や、障

害等により生活に困難がある人に対し、保健師等

が訪問し、家庭生活に対する助言を行います。 

市民健康課 

乳幼児健康診査・育児教

室・健康相談 

乳幼児の健やかな発育・発達を目指し、節目の時

期に健康診査等を実施します。 
市民健康課 

障害者歯科診療 

鎌倉市口腔保健センター（鎌倉市台２－８－１ 

台在宅福祉サービスセンター１階）で、障害者歯

科診療を実施します。 

市民健康課 
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（２）医療サービスの給付  

現状と課題 

障害者手帳所持者のアンケート調査では、医療について困っていることはあるかに

ついて、「特に不満や困ったことはない」の割合が 35.1％と最も高いものの、障害児

とその保護者のアンケート調査では、医療について困っていることとして、「専門的な

医療機関が近くにない」の割合が高くなっており、障害特性に応じた医療機関に関す

る情報提供を求める声等が挙がっています。 

自立支援医療（精神通院医療）の認定件数について、平成 24 年度の 2,007 人で

あったのが、平成 28 年度には 2,191 人となっており、継続した増加傾向がみられ

ます。 

今後も、保健サービスや医療を有効利用し、障害者の生活の質を高めるとともに、

保健・医療サービスの提供を図ることにより、障害の予防・早期発見・早期治療に努

める必要があります。 

今後の考え方 

・障害の軽減と医療にかかる負担を軽減するため、対象となる方への自立支援医療受

給を推進します。 

・難病に関しては、医療費助成について県保健福祉事務所を案内するだけでなく、障

害福祉サービスの対象となることを念頭に相談業務などに当たります。 

・精神保健福祉に関する相談業務などにおいて、医療的な支援が必要な方に、情報提

供などを行います。 
 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

自立支援医療（精神通院

医療） 

精神疾患で通院による精神医療を続ける必要があ

る病状の方に、通院のための自立支援医療費の支

給を行い、医療費の自己負担を軽減します。 

障害者福祉課 

自立支援医療（更生医療） 

身体障害者の障害を除去・軽減する手術等の治療

によって確実に効果が期待できる場合に、更生の

ために必要な自立支援医療費の支給を行い、医療

費の自己負担を軽減します。 

障害者福祉課 

自立支援医療（育成医療） 

障害児の身体障害を除去・軽減する手術等の治療

によって確実に効果が期待できる場合に、生活の

能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を

行い、医療費の自己負担を軽減します。 

障害者福祉課 

障害者医療費の助成 
一定の障害者の健康保険適用となる医療費の自己

負担分を助成します。 
保険年金課 

相談支援のための精神保

健福祉情報ガイドの配布 

障害者支援協議会で作成した「相談支援のための

精神保健福祉情報ガイドかまくら」を配布し、精

神保健福祉相談に関して支援者等の手助けとなる

情報を広く周知します。 

障害者福祉課 
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６ 雇用・就労支援の推進 

（１）継続的な就労支援の推進  

現状と課題 

障害者の就労は、収入面だけでなく、社会参加の視点からも非常に重要な課題とな

っています。 

障害者手帳所持者へのアンケート調査では、障害者の就労のためには、どのような

ことが必要だと思うかについて、「職場の障害者理解」の割合が 46.5％と最も高く、

次いで「職場の上司や同僚に障害の理解があること」の割合が 46.0％、「短時間勤務

や勤務日数等の配慮」の割合が 40.9％となっています。 

市内の就労支援サービス事業所（就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型）の利用

者は増えていますが、一般就労に結び付く例は少ない状況となっています。 
 

今後の考え方 

・就労意欲のある障害者に対して、就労移行支援サービスなどの利用を推進し、一般

就労を支援していきます。 

・障害者が就労を通じて社会参加し、働き続けるために、障害者や雇用企業への継続

的な支援や、障害者の就労生活を安定させるため職場定着支援の充実を図っていき

ます。 

・障害者支援協議会の就労支援部会において、障害者の就労支援、雇用促進に向けた

協議、取組を進めていきます。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

就労移行支援の利用推進 

就労を希望する障害者に、一定期間、訓練などを

行い、一般就労へつなげるための就労移行支援の

利用を推進します。 

障害者福祉課 

就労支援の推進 

障害者の一般就労に関し、総合的な支援を行う就

労支援センター事業について検討します。また、

就労移行支援事業所などと連携し、就労後の定着

支援を推進します。 

障害者福祉課 

庁内就労体験実習の推進 

知的障害者や精神障害者の一般就労を支援するた

め、就労移行支援事業所と連携などして、市役所

内の様々な業務で就労体験実習を行います。 

障害者福祉課 

仕事応援ガイドブックの

配布 

障害者支援協議会で作成した「仕事応援ガイドブ

ック」を配布し、就労を支援する事業所への通所

を検討する際などに参考となる市内事業所の情報

を広く周知します。 

障害者福祉課 
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（２）多様な雇用の促進  

現状と課題 

障害者が経済的に自立し、生きがいをもち、地域で暮らすためには、事業者や市民

の障害者の雇用についての理解の普及・啓発や、就労支援・就労継続支援にかかる施

策の推進が必要です。 

障害者の経済的自立に向け、一般就労への支援のほか、障害の特性などから一般就

労が難しい場合もあり、多様な就労の場の確保として福祉的就労の場の確保や工賃の

向上に向けた販路拡大などへの取組が求められています。 
 

今後の考え方 

・働く意欲のある障害者がいきいきと働けるよう、市が率先して障害者雇用について

取り組むとともに、地域の事業者などに働きかけ、雇用を促進します。 

・障害者の働く場を確保、充実していくための必要な支援のあり方について、障害者

支援協議会などで情報共有し、関係機関とも連携して施策を進めます。 

・障害者就労施設等に対する発注の機会を増やし、売上げ向上と障害者の所得向上を

図ります。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

障害者雇用の推進 

働く意欲のある障害者がいきいきと働けるよう、

障害者 2000 人の雇用を目指し、地域の事業者な

どに働きかけ、障害者雇用を促進します。 

障害者福祉課 

産業振興課 

観光商工課 

障害者雇用奨励金の交付 

知的障害者や精神障害者を雇用している事業主に

対して、雇用した障害者につき奨励金を支給し、

障害者雇用の推進を図ります。 

障害者福祉課 

障害者雇用連絡会・就労

支援関係機関会議 

ハローワーク、労働基準監督署、市町障害福祉担

当、障害福祉施設、障害者職業センター、養護学

校など、障害者就労の関係機関が集まり、障害者

就労の現状と情報交換、意見交換による課題の共

有と連携体制の推進を図ります。 

よこすか障害者就

業・生活支援センター 

障害者福祉課 

鎌倉ふれあいショップの

開催 

市役所本庁舎ロビーや鎌倉生涯学習センターロビ

ーで、障害者各施設の手作り品や食品などの販売

を行い、障害者への理解と製品の販売促進を図り

ます。 

障害者福祉課 

障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進 

障害者就労施設等からの市の物品調達や役務の提

供を推進し、施設等の売り上げの向上を図ります。 

各課 

障害者福祉課 

障害者就職面接会 

障害のある求職者が、障害者雇用を希望する企業

と面接を行い、一人でも多くの障害者が雇用でき

るよう、就職面接会を藤沢ハローワークと共に鎌

倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、神奈川県の共

催で行います。 

産業振興課 

障害者福祉課 
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事業名 事業内容 担当課 

障害者法定雇用率未達成

事業所訪問 

藤沢ハローワークの協力を得て、障害者法定雇用

率未達成事業所を訪問し、一人でも多くの障害者

が就職できるよう、事業所の理解を求めていきま

す。 

産業振興課 

障害者福祉課 

市職員の障害者雇用の 

推進 

市役所内に障害者のワークステーションを設置

し、庁内の事務作業などを行います。併せて各職

場における障害者雇用を推進します。 

職員課 

障害者福祉課 

総合評価競争入札におけ

る障害者雇用企業に対す

る加点 

総合評価競争入札の評価項目に「障害者の雇用の

有無」を設け、雇用している企業に対し、加点を

行います。 

契約検査課 
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７ 子どもへの支援の充実 

（１）早期発見、早期療育の推進  

現状と課題 

障害や発達に課題のある子どもに対しては、早期から発達段階に応じた一貫した支

援を行っていくことが重要です。近年、発達に課題のある児童の相談は増えています

が、課題をかかえたまま成人期以降に様々な課題に直面して、医療や福祉につながる

という例がみられます。早期発見、早期対応の適切な入口となり、適切な療育の中核

的な役割となる発達支援センターの機能の充実が求められています。 

また、医療的ケアの必要な子どもが利用できる放課後等デイサービスなどの事業所

の整備が求められています。 

 

今後の考え方 

・保護者が感じる育てにくさなど子育て支援の視点を持つことによって、保護者が子

どもの発達について「少し気になる」という段階からの相談が出来る体制を整備し、

療育が必要な乳幼児を早期に発見し、必要な支援につなげていきます。 

・「サポートファイルかまくら」による情報共有を推進し、家庭、幼稚園・保育所、学

校、通所する児童発達支援事業所などの連携により、効果的な療育が行われるよう

支援していきます。 

・乳幼児健診、５歳児すこやか相談などを通じて、発達に課題のある子どもの早期支

援に取り組みます。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

５歳児すこやか相談の 

実施 

子どものすこやかな成長を支援するために、５歳

児すこやか相談を実施し、特別な支援が必要な子

どもを早期に発見し、適切な支援や保護者の相談

機会をつくります。 

発達支援室 

発達相談 

子どもの発達の心配や生活上の悩みなどについ

て、専門職員が関係機関と連携を図りながら、ラ

イフステージに応じた相談と支援を行います。 

発達支援室 

発達支援システムネット

ワーク 

医療、保健、福祉、教育、労働その他関係機関が

相互に緊密な連携をはかり、特別な支援を必要と

する子どものライフステージに応じた一貫した支

援を行います。 

発達支援室 
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事業名 事業内容 担当課 

発達支援指導 

言語機能、運動発達、知的発達などに支援が必要

な子どもに対する言語指導、リハビリ指導、発達

指導を行います。 

発達支援室 

児童発達支援センターに

おける支援の実施 

発達につまずきのある幼児を対象に、集団生活や

遊びを通して、基本的な生活習慣、情緒、社会性

等の発達を援助するとともに、保護者への相談支

援を実施します。 

発達支援室 

サポートファイルの活用 

特別な支援を必要とする子どもがライフステージ

に応じた切れ目のない支援を受けられるよう、保

護者と関係機関が子どもの情報を共有するツール

であるサポートファイルの周知と有効活用に向け

た取組を行います。 

発達支援室 

発達支援サポートシステ

ムの推進 

発達支援に関する理解と具体的な支援技術の向上

を目指すサポーター養成講座を実施するととも

に、講座受講者の有効活用を図ります。 

発達支援室 

障害児通所支援事業所情

報ブックの配布 

鎌倉市児童通所事業所連絡会で作成している「鎌

倉市障害児通所支援事業所情報ブック」を配布し、

療育を行う放課後等デイサービスなどの利用を検

討する際に参考となる市内事業所の情報を広く周

知します。 

障害者福祉課 

小児慢性特定疾患児日常

生活用具の給付 

小児慢性特定疾患児の日常生活の便宜を図るた

め、日常生活用具を給付します。 
障害者福祉課 

軽度・中等度難聴児補聴

器購入費補助 

障害者総合支援法による補聴器支給の対象となら

ない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニ

ケーション能力の向上を支援するため、補聴器購

入費用を助成します。 

障害者福祉課 

 

 

（２）障害特性に応じた保育、教育の充実  

現状と課題 

障害児とその保護者へのアンケート調査では、お子さんのことで悩みごとや困った

ことがあるかについて、「お子さんの将来の生活のこと」の割合が72.7％と最も高く、

次いで「お子さんの育児や教育のこと」、「お子さんの就園・進学のこと」の割合が

59.1％となっていることから、個々の状況に応じた適切な相談支援等、療育を実施す

る体制の強化を図る必要があります。 

また、障害児に対して、その一人ひとりの障害の特性や教育的ニーズを把握し、持

てる力を高めるよう支援の充実を図ることが必要です。 

 

今後の考え方 

・教育機関等関係者間の情報共有などを図るため、「サポートファイルかまくら」の普

及に取り組み、児童への継続した支援体制を推進します。  
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・特別な支援を必要とする児童生徒については、一人ひとりの障害の状態に応じて、

きめ細かな教育を行う必要があります。このため、全ての小中学校において、校内

支援体制の整備や教職員の専門性の確保などを行っていきます。  

・発達に課題のある子どもたちを地域で支えるサポート体制を確立するとともに、公

立小・中学校全校に特別支援学級が設置できるよう、取組を継続します。 

 

【 事業 】 

事業名 事業内容 担当課 

障害児保育の推進 

障害のある子どもの状態に応じて、認定こども園、

幼稚園及び保育園での集団生活の中で、お互いの

理解を深め協力しながら育っていけるよう関係機

関と連携し、障害児保育を進めます。 

保育課 

障害児の子どもの家への

受け入れ 

子どもの家の利用を希望する障害児を受け入れま

す。受け入れに伴う体制整備など、環境を整えて

いきます。 

青少年課 

巡回相談事業 

幼稚園、保育園、認定こども園などに専門職が訪

問して、発達に支援が必要な子どもの相談と助言

を行います。 

発達支援室 

保育所等訪問支援 

障害のある子どもが集団生活を営む保育園、幼稚

園、及びこどもの家などに専門職が訪問し、集団

生活適応のための本人や職員に対する支援を行い

ます。 

発達支援室 

特別支援保育運営費補助

金の交付 

特別な支援を必要とする子どもを積極的に受け入

れる体制整備の促進のため、市内の幼稚園、認定

こども園、私立保育所における特別な支援を必要

とする子どもの保育にかかる運営費について補助

金を交付します。 

発達支援室 

特別支援教育の推進 

障害のあるなしに関わらず、様々な課題を抱えた

児童生徒一人ひとりのニーズを把握し、生活や学

習上の困難を改善または克服するために、適切な

教育や指導を通して必要な支援を行います。 

教育指導課 

特別支援学級の充実 

障害のある児童生徒を対象に、それぞれに対応し

た教育課程により指導を行います。小学校、中学

校全校に設置します。 

教育指導課 

就学相談 

特別な支援を必要とする児童生徒一人ひとりの、

教育的ニーズを的確に把握することに努めます。

また、保護者の理解と協力を得るために就学相談

を行います。 

教育指導課 

学級介助員の配置及び学

級支援員の派遣 

特別支援学級及び通常学級に在籍の児童生徒の学

校生活における生活支援を行います。 
教育指導課 

スクールアシスタントの

配置 

教員免許を有する非常勤嘱託員が、小学校通常学

級に在籍している支援を必要とする児童に対し

て、授業中の学習面での支援を行います。 

教育指導課 

特別支援教育巡回相談員 

心理面・発達障害等の専門知識を有する相談員が、

支援を必要とする児童生徒の実態把握、適切な支

援についての助言、校内支援体制整備への助言を

行います。 

教育指導課 
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事業名 事業内容 担当課 

言語・聴覚通級指導教室 
きこえやことばに支援が必要な児童を対象に、指

導や訓練を行います。小学校に設置します。 
教育指導課 

機能訓練 

保護者や関係機関との連携の中、肢体不自由児

童・生徒の運動機能を維持するための訓練を行い

ます。 

教育指導課 

情緒通級指導教室 

情緒障害のある児童生徒が、自立に向けて、基礎

学力や望ましい社会性を身に付けられるよう、個

に応じた支援を行うことを目的とした特別支援

学級を設置します。 

教育指導課 

教育相談体制の充実 

様々な支援を必要とする児童生徒に、きめ細かな

対応を行うため、小中学校へのスクールカウンセ

ラー（心理）やスクールソーシャルワーカー（福

祉）の配置を進めます。 

教育センター 
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第５章   計画の進行管理 

 

 

１ 障害者福祉計画推進会議、障害者福祉計画推進委員会 

市では、計画の進捗状況などを把握するため、毎年度、「鎌倉市障害者福祉計画推進

状況報告書」を作成しています。 

この報告書を作る過程において、庁内においては関係課の委員で構成する「鎌倉市

障害者計画推進会議」で進捗状況についての確認などを行い、分析、評価、計画の見

直しなどの検討を行います。 

さらに、外部の学識経験者、関係機関、福祉団体、市民などで構成する「鎌倉市障

害者計画推進委員会」でも同様に進捗状況を確認し、分析、評価、計画の見直しなど

の検討を行います。実際に計画内容を見直す場合は、「鎌倉市障害者計画推進委員会」

で決定することとなります。 

 

 

２ ＰＤＣＡサイクル  

計画を見直す際の手法は、PDCA サイクルの考え方を使います。 

（１）計画（Plan） 

「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとともに、障害福祉サービ

スの見込量の設定やその他確保方策等を定めます。 

（２）実行（Do） 

計画の内容を踏まえ、事業を実施します。 

（３）評価（Check） 

成果目標及び活動指標について、その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向

も踏まえながら、障害福祉計画の中間評価として分析・評価を行います。 

（４）改善（Act） 

中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、障害福祉計画の見直し等

を実施します。 
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３ 鎌倉市障害者支援協議会 

「鎌倉市障害者支援協議会」は平成 19 年度に立ち上げ、平成 27 年度までは「鎌

倉市障害者自立支援協議会」という名称で開催してきました。名称をわかりやすくす

るために、平成 28 年度から「鎌倉市障害者支援協議会」に変更しました。 

「鎌倉市障害者支援協議会」は、地域の福祉、雇用、教育、医療などの分野、障害

当事者などの委員で構成され、地域の課題等について協議等を行い、障害福祉の増進

を図るためさまざまな取組を行っています。協議会は、就労支援部会などテーマごと

の協議の場となる複数の専門部会と、それを束ねる全体会から構成されています。協

議会で協議をした内容で、市の施策へ反映するべき内容については、計画推進委員会

へ提言をするという役割を担っています。 

 

 

鎌倉市障害者支援協議会体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 4 月 1日現在  



 

 

平和都市宣言 

 

われわれは、 

日本国憲法を貫く平和精神に基いて、 

核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、 

全世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、 

ここに永久に平和都市であることを宣言する。 

 

昭和３３年８月１０日 

鎌倉市 

 

 

 

鎌倉市民憲章 

 

制定 昭和４８年１１月３日 

前文 

 鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、わたく

したち市民のふるさとです。すでに平和都市であることを宣言したわたくしたちは、

平和を信条とし、世界の国々との友好に努めるとともに、わたくしたちの鎌倉がその

風格を保ち、さらに高度の文化都市として発展することを願い、ここに市民憲章を定

めます。 

 

本文 

１ わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市制に参加し、住民

自治を確立します。 

１ わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・文化・

福祉の充実に努めます。 

１ わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、責任を

もってこれを後世に伝えます。 

１ わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまちづくり

に努めます。 

１ わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に良識と

善意をもって接します。 


