
番号 ページ 項目 ご意見等の内容（要旨） ご意見等に対する市の考え方

1 4
第2章　障害者の状
況

鎌倉市の障害者が約7000人もいると知りました。ただ、その内身体障害者が
約5000人、その約8割4000人が高齢者とのことですが、高齢者は加齢による
人も多いと推察します。私は、子どもの障害者に重点を置いて計画、サービ
スを推進していただきたいと思います。

児童福祉法で平成30年度からの障害児福祉計画の作成が市に義務
付けられたこともあり、基本計画・サービス計画に位置づけた障害の
あるお子さんの支援に積極的に取り組んでいきます。

2 21
(1)地域社会におけ
る共生

ここでは「理念」という表現は適切ではありません。地域共生社会の現実に向
けて法律に基づき鎌倉市では地域福祉計画を施策しなければなりません。ま
た、この施策に関する国のガイドラインが既に提示されています。従って、「そ
の理念を尊重します」→「別途政策される【仮称】鎌倉市福祉計画と連携を取
りながら推進します。」がいいと思います。

地域福祉計画については、本市では現時点で策定していませんが、
ご指摘の点を踏まえ、P21「(1)地域社会における共生」の文末を、
「．．．前提とし、国の示す地域共生社会の方向性を踏まえながら取り
組んでいきます。」に改めます。

3 21 (2)差別の禁止

「また」と表現すると、また以下の法律が「条約」と同列になってしまいます。
「また」を「同条約に基づき」とすべきです。これだと、以下の法律が「条約に基
づき」新たに制定され、施行されたとの意味合いが表現されると思います。

ご指摘を踏まえ、P21「(2)差別の禁止」の３行目「また」を「同条約に基
づき」に改めます。

4 22

(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

（4）の項目に性別とあります。性同一性障害も少数ですが幼少期から出現
し、親にも言えず成長する過程で悩み苦しむことの多い障害です。発達障害
に対する理解も多くなってきていますが、性同一性障害もまた子どもと親との
関係の中では理解を求める必要があります。そういった意味でも「性同一性
障害」という文言も一分の中に入れていただけたら障害の中に含まれるもの
だとの認識を多く得られるのではないかと考えます。

性同一性障害については、ご指摘のとおり社会として向き合っていく
必要があるものと考えます。本計画では、女性の場合、障害のあるこ
とに加えて、虐待やＤＶなどのような様々な家庭や社会の環境におい
て、困難な状況が複合的に重なり合っている状況を捉え、性別と表記
しているものです。ＬＧＢＴについては、これから人権や教育などと連携
した取り組みが必要であることから、計画上の取扱い等については、
今後の課題とさせていただきます。

5 23
(3)地域での生活を
支援する体制の充
実

健常者がそうであるように、共同生活の向かない人や、通勤の都合に適した
場所にグループホームが無いなどで一人暮らしを望む者も増えてくると思い
ます。国は地域生活を支援する新たなサービス（自立生活援助）の創設を構
想しています。就労、特に一般就職する障害者が今後益々増えるにつれ、グ
ループホームを利用しない方々の生活を支える体制も計画に盛り込んでいた
だきたいと思います。

就労しながら在宅で生活する方にも、必要な支援を受けることができ
る環境は安心をもたらすと考えます。身近なところで必要な支援を受
けられるよう、グループホームの利用の有無に関わらず、P36からP38
に相談支援や生活支援の充実について掲載しています。

6 23
(3)地域での生活を
支援する体制の充
実

5行目の「社会資源」とは、単身や障害者夫婦等の市営住宅入居や民間の賃
貸住宅も含まれていると考えて良いのか。

ここでの社会資源は、障害者向けのグループホームや短期入所など
の施設系のサービス支給による支援を想定しています。住宅に関する
施策については、施策の体系の「１安全・安心な生活環境の整備」の
Ｐ28「（３）住宅入居の支援」で具体的な取り組みを掲載しています。

第３期鎌倉市障害者基本計画（案）に寄せられたご意見等と市の考え方



番号 ページ 項目 ご意見等の内容（要旨） ご意見等に対する市の考え方

7 24 4施策の体系

基本的視点の(2)「差別の禁止」や3「差別の解消、…虐待の防止」などを具体
的に担保するのにどのような行動を鎌倉市は領導されるのでしょうか。実際
の施策を2～3例を挙げてお示し願います。それが26頁以降で示されているの
でしょうか。

障害を理由とする差別の解消や虐待の防止については、各種講演会
による啓発や虐待防止センター、成年後見センターの運営などに引き
続き取り組んでいきます。関連する個別の事業についてはP34～P35
に掲載しています。

8 26
(1)バリアフリーのま
ちづくりの推進

バリアフリーは①トイレ、段差解消等ハードなバリアフリー②トイレが何処にあ
るのか、段差があるかないか、あった場合どの程度の段差なのか等の情報
を提供できるシステムづくりのソフトなバリアフリー③お互いに助け合ってバリ
アー乗り越える心のバリアフリー。この3つのバリアフリーが一体にならない
と、安全・安心に暮らせるまちづくりにはなりません。Ｐ２６の施策の展開（個
別事業）の今後の考え方及び事業内容には①のハードなバリアフリーしか対
象にしていません。②と③の考え方を「今後の考え方」に明記すべきです。

この施策では、ハード面のバリアフリーに着目をしていますが、ご指摘
のとおりソフト面と併せて考える必要があることに鑑み、P26「今後の
考え方」に
「・施設等の整備だけでなく、利用者の相互理解を図るなどソフト面の
取り組みも行い、バリアフリー化を推進します。」という記載を加えま
す。

9 28 (3)住宅入居の支援

グループホーム以外での生活を望む障害者への周囲の障害特性の理解を
得る努力と経済的な支援も視野に入れていただけると大変ありがたい計画と
思われる。

周囲の障害特性の理解を得ることについては、広報や講演会などを
通して啓発に努めます（P33・P34に掲載）。また、経済的な支援などの
生活支援については、福祉手当や社会参加のための交通費助成など
の支援の継続に努めます（P37からP41に掲載）。

10 28 (3)住宅入居の支援

住宅入居の支援→住宅の確保及び入居支援とすべきです。
国の法律改正に伴って、鎌倉市は第３次住宅マスタープランの目標2に「住宅
確保要配慮者の確保」を明記しています。

この項目では、「確保」の意味も含め「入居の支援」という包括的な表
現としています。住宅確保要配慮者に対する支援については、P28の
「今後の考え方」に「住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な
入居の促進を図るため、鎌倉市居住支援協議会を設立し入居支援体
制の整備を目指します。」という記載を加えます。

11 28 (3)住宅入居の支援

高齢者計画の（Ｐ40）ではここのところを主な取り組みとしてある程度詳しく記
載してあります。この制度は新設ですので概要が解る程度の記載は必要で
す。
本件国交省と厚労省の合同の委員会が開催されていますので、その資料を
参考にして下さい。因みに、この委員会の資料は平成２９年１１月８日付けで
「新たな住宅セーフティネット制度の施行に関する取り組みについて」と題して
国交省の名で公表されています。

ご指摘を踏まえ、住宅施策の新しい取組の概要について、P28「今後
の考え方」に「・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居
の促進を図るため、鎌倉市居住支援協議会を設立し入居支援体制の
整備を目指します。」という記載を加えます。
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12 28 (3)住宅入居の支援

地方公共団体では、公営住宅を含む公的賃貸住宅及び登録住宅の供給の
目標を設定することになっていますので、アンケート調査結果に基づいて一
人住まいを希望する障害者の人数を把握する必要があります。また、この施
策は関連課が連携する必要がありますので、担当課は建築住宅課のみでな
く、健康福祉部を連記する必要があります。

障害者福祉課が実施したアンケート調査結果で関連する項目につい
ては、情報共有を図ります。
担当課については、業務上の個別案件の連携課については掲載せ
ず、事業実施の主管課として掲載しているものです。事業の実施にあ
たっては、関係課と連携しながら取り組んでいきます。

13 33
3差別の解消、権利
擁護の推進及び虐
待の防止

「（仮称）かまくら共生条例」が３差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防
止の事業として記載されているのは奇異に感じます。共生社会実現のための
鎌倉市の地域福祉計画策定を鎌倉市として明文化するのであれば共生社会
実現に向けた取り組みの施策の中に記載されるものだと考えます。そうでな
いのであれば、この条例は具体的に何を目的としたものなのですか。

障害福祉の面からとらえると、条例の内容は、差別の解消に配慮した
ものであると認識し、障害者基本計画上ではこの分類に位置づけたも
のです。
（仮称）かまくら共生条例は、国が示す地域共生社会の方向性を踏ま
えつつ、本市の独自性について外部の有識者の意見などを伺いなが
らその制定に向けて取り組んでいきます。

14 36 (1)相談支援の充実

相談支援ネットワークが充実することで、ケースワークを障害者福祉課だけ
が行ってきたころより、利用者にとって気軽に困り事を相談できるようになり、
役割分担が進んだと思います。しかし、自助・共助・公助で、公助を求められ
る市役所が大変困り感のある方が本当にどんな暮らしをしているかその現状
をじかに見て把握することも大切ではないでしょうか。研修会にでることととも
に実際に障害者の生活を知り、より広い視野で一歩進んだ創造ある役割を果
たしてほしいと思います。

市職員は、障害福祉サービスの利用申請時の面談や訪問時に直接
障害のある方や家族等とお会いしています。今後もそのような機会を
捉えて、個々の実情を丁寧に汲み取り、支援に臨んでまいります。

15 36 (1)相談支援の充実

P37の【事業】の表中に「各種事業所連絡会」と記載があり、各種とあるのです
から、この各種を全て網羅して記載されるべきです。

現在、３種類の事業分野で連絡会がありますが、任意の組織であり今
後変更などがありうるため、各種という表現にとどめているものです。

16 42 (1)健康づくりの推進

「障害者歯科診療」について、神奈川歯科大学付属病院の障害者歯科の診
療に経験豊富な先生が診療して下さいますので、そのことを明記すべきで
す。このことが今回の「ウリ」になっていますので。

計画上の各事業の記載については、事業の概要が分かるような表記
にとどめているものです。ご指摘の点は、担当課の作成する市民配布
用のちらしなどに反映させ、周知を図りたいと考えます。

17 43
(2)医療サービスの
給付

この事業については障害者にとって良い事業なのではないか。今後も是非継
続されるようお願いしたい。

市が実施している障害者医療費助成制度について、制度の維持継続
に努めます。
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18 44
(1)継続的な就労支
援の推進

障害のある人もない人も働くことが出来るのは、生活がある程度の状態を維
持できることで、働き続けることが出来るといえます。雇用を促進するだけで
なく、就労定着につながるためには、日常生活をある程度雇用する側や支援
者が知った上で就労継続支援を行っていく必要があると思えます。就労支援
者や雇用者側にもご理解いただくための取り組みをしていただきたいと思い
ます。

障害者の安定した就労を支援するため、雇用先との調整にあたるなど
市独自の取組として就労定着支援に取り組んできました。平成30年度
から新たに始まる障害者総合支援法に基づく就労定着支援サービス
の状況なども踏まえて就労支援に取り組んでまいります。

19 44
(1)継続的な就労支
援の推進

「就労支援の推進」における「就労支援センター」について、この事業は市単
独事業との位置づけとの考えでいいですか。また、横須賀市にある県の就労
支援センターとの関連・連携はどのように考えればいいですか。

市単独の事業として位置づけています。よこすか障害者就業・生活支
援センターの事業と重複する部分も想定されますが、地理的に離れて
いる面をお互いにカバーしつつ、連携しながら取り組んでいきたいと考
えます。

20 44
(1)継続的な就労支
援の推進

「就労支援センター」事業は、何年度実施と考えていますか。 就労支援センター事業という名称では、県においては圏域での設置と
いう取扱いになってしまうため、就労支援センター機能という表現に改
めます。障害者2000人雇用の取り組みの中で、就労支援センター機
能の設置について検討します。

21 45
(2)多様な雇用の促
進

【事業】欄の「障害者雇用の推進」について、この事業は市単独事業ですね。 市単独の事業として位置づけています。

22 45
(2)多様な雇用の促
進

「障害者雇用の推進」について、2,000人雇用の2,000人は数値目標と考えて
いいですか。それともキャッチフレーズですか。

数値目標としています。

23 45
(2)多様な雇用の促
進

「障害者雇用の推進」の2000人について、数値目標であれば基本計画に明
記した限りはＰＤＣＡサイクルで進行管理をすることになりますが、この達成年
度は基本計画の最終年度の平成３５年ですか。市長の公約とお伺いしていま
すので、市長の任期の最終年度ですか。それともサービス計画の最終年度
の平成３２年ですか。どの最終年度で進行管理していくのかご提示下さい。

４年間での達成を目標としていますが、障害者の就労については継続
的な課題であると認識しています。

24 45
(2)多様な雇用の促
進

「障害者雇用の推進」について、この２０００人は一般就労の人数と考えてい
いですね。

就労の形態に関わらず、何らかの就労をしていることを捉えているも
ので、福祉的就労も含めて考えています。
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25 45
(2)多様な雇用の促
進

「市職員の障害者雇用の推進」における「ワークステーション」について、この
事業は市の障害者法定雇用率達成のための施策、新設される就労定着支
援は利用できないものと考えています。国の施策である福祉サービスの就労
移行支援を利用して市に就職とのことであれば、就労定着支援は利用できま
すし、また、この場合はサービス計画の就労移行率にカウントすることになり
ますが、どちらでお考えですか。

「ワークステーション」事業は、働きたい障害者が活き活きと働けるよう
に障害者雇用の取り組みを市役所が先導して行うものです。
障害福祉サービスの就労移行支援事業所から「ワークステーション」
への就職、及びその後の定着支援を利用することもできます。また、
「ワークステーション」へ就職させた人数は、その事業所の一般就労へ
の移行実績となります。

26 45
(2)多様な雇用の促
進

「ワークステーション」は法定雇用率の達成のための施策ですから、担当課の
主務は職員課であり、障害者福祉課はそのサポートとの位置づけですか。市
の障害者の雇用率には障害者福祉課は関係ないと思いますが。

「ワークステーション」事業は、働きたい障害者が活き活きと働けるよう
に障害者雇用の取り組みを市役所が先導して行うものであり、その所
管課は障害者福祉課となりますが、市の事業として庁内の関係課と連
携して取組を進めていきます。

27 51
第5章　計画の進行
管理

今回の計画は改訂とのことですので、これまでの計画や新しい計画期間の中
間で、あるいはこれまでの計画ではどのようにＰＤＣＡサイクルを運用された
のでしょうか。

各事業の実績などを年度ごとに集約し、庁内の「鎌倉市障害者福祉計
画推進会議」、及び外部委員からなる「鎌倉市障害者福祉計画推進委
員会」において評価、審議などを行っています。
事業実績は最終的に「鎌倉市障害者福祉計画推進状況報告書」とし
てとりまとめ毎年度、公表しています。

28 51
第5章　計画の進行
管理

「鎌倉市障害者計画推進委員会」や「鎌倉市障害者支援協議会」（2007年設
立16年改称）の活動を充実され実行性を担保されるには具体的にはどんなこ
とをされるのでしょうかご教示願います。

「鎌倉市障害者計画推進委員会」は、年2回以上開催し、市の各事業
の進捗状況などについて、有識者を含む多方面の委員がそれぞれの
視点から、意見交換を行い、計画の推進を図っています。「鎌倉市障
害者支援協議会」については各分野ごとの専門部会を年４回程度開
催し、地域の課題などを協議し、様々な取り組みなどを行っています。
専門部会の上位会議となる全体会では各専門部会の成果をまとめ、
計画推進委員会へ提言を行い、計画に反映される仕組みとしていま
す。なお、各会議の概要等はホームページに掲載しています。


