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子どもから大人まで 障害のある人もない人も 
互いを尊重し 地域で共に生きる社会の実現 
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第５次朝霞市障害者プラン 
 

１ 障害者プランとは 
障害者プランとは、障害者基本法第１１条第３項で定める「市町村障害者計
画」を法的根拠とする計画であり、本市の障害のある人の状況等を踏まえ、本
市の障害のある人のための施策に関する基本的な計画となるものです。 

 

２ 障害者プランの策定にあたって 
■プラン策定の背景 
日常生活や社会生活を営む中で、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に個
性を尊重し、支え合いながら、共に地域で生きることができる社会づくりを目
指し、本市の障害福祉施策の基本的な指針を定め、必要な施策を着実に推進す
ることを目的として、策定するものです。 

■プランの位置付け 
本プランは、市の基本となる計画である「第5次朝霞市総合計画」を踏まえ
るとともに、福祉分野の「朝霞市地域福祉計画」や「朝霞市高齢者福祉計画・
介護保険事業計画」、「朝霞市子ども・子育て支援事業計画」、「あさか健康プラ
ン 21」などとの整合を図ります。 

■プランの期間 
本プランの期間は、平成３０(2018)年度から平成３５(2023)年度までの６
年間とします。 

 

第５次朝霞市障害者プラン （平成３０年度～平成３５年度） 
 

第５期朝霞市障害福祉計画 （平成３０年度～平成３２年度） 
 

■プランの策定体制 
本プランの策定にあたっては、市民や事業所などを対象としたアンケート調
査や障害福祉サービス事業所等へのヒアリング調査の結果を踏まえて、障害者
団体、社会福祉関係団体、知識経験者、公募市民から構成される「朝霞市障害
者プラン推進委員会」において、内容の審議、検討を行うとともに、パブリッ
クコメントを通じ、市民や関係者等の意見の反映に努めました。  
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３ 障害者プランの基本理念と基本目標 
第５次朝霞市障害者プランでは、基本理念に基づき、障害の有無や世代の違
いなどにかかわらず、お互いを尊重し、共に支え合いながら、生きる地域社会
の実現を目指します。 
また、あらゆるライフステージにおいて、自分らしく、自分の意思で自立し、
社会参加ができるよう、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえ、
障害福祉サービス等の実施など、さまざまな施策を推進します。 

＜基本理念＞ 
 

子どもから大人まで 障害のある人もない人も 
互いを尊重し 地域で共に生きる社会の実現 

 

＜基本目標＞ 

１．共生社会の実現を目指す 
２．地域生活を充実し、社会参加を支援する 
３．就労を支援する 
４．共に育ち、共に学ぶ療育・教育を推進する 
５．安心・安全な暮らしをつくる 

＜計画の構成＞ 
 

 

 

 

 

 

 

  

障害者プラン 
障害者施策全般にわたる基本
的事項を定める 

障害福祉計画 
障害福祉サービス（障害児福
祉サービスを含む）の見込量
を定める 

障害者・障害児福祉の推進 
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４ 障害者プランの内容 
 

●基本目標１ 共生社会の実現を目指す 
あらゆる機会や情報発信を通じて、障害に対する誤解や偏見等の社会的障壁
を取り除く啓発活動を推進し、障害に対する理解を深め、障害のある人とない
人が共に生きる共生社会を実現します。 

 

●基本目標２ 地域生活を充実し、社会参加を支援する 
住み慣れた地域での生活を充実させるため、日常生活や社会生活を支援する
ための各種サービス等の充実に努めるとともに、スポーツ、芸術・文化活動等
への参加できる機会の拡充と情報提供に努め、社会参加を促進します。 

 

●基本目標３ 就労を支援する 
障害のある人の雇用を促進するため、民間事業者に対し、広く障害のある人
の雇用を働きかけ、就労の場の確保に努めるとともに、就労移行支援事業等を
活用し、一般雇用や福祉的就労を含めた安定した雇用の促進に努めます。 

 

●基本目標４ 共に育ち、共に学ぶ療育・教育を推進する 
障害の特性に応じた療育・教育を提供するとともに、障害のある児童とない
児童が共に学び、交流する機会を通じて、障害のある人の精神的及び身体的な
能力等を最大限に伸ばす療育・教育を推進します。 
また、市民へのノーマライゼーション理念の普及を図り、障害及び障害のあ
る人についての市民の理解を深めていきます。 

 

●基本目標５ 安心・安全な暮らしをつくる 
安心・安全な暮らしを実現するため、生活環境のバリアフリー化及びユニバ
ーサルデザインを推進します。 
保健・医療では、健診等により障害の早期発見体制の強化を図るとともに、
障害の特性に応じた適切な医療サービスを提供できるよう医療機関との連携
を強化します。 
また、障害のある人を災害や犯罪、事故から守るため、地域の防災・防犯対
策の強化を図るとともに、災害や犯罪を予防する基盤づくりを推進します。 

  



 

4 

５ 障害者プランの施策体系 
＜大柱＞ ＜中柱＞ 

●基本目標１ 共生社会の実現を目指す 
（１）相互理解の推進 ①啓発活動の推進 

  
 ②障害のある人等への理解の促進  
  
 ③障害者団体の育成・交流促進  

 

（２）差別解消の推進 ①差別解消の推進 
 

（３）権利擁護の取組の充実 ①権利擁護の支援 
  
 ②虐待防止の推進  

●基本目標２ 地域生活を充実し、社会参加を支援する 
（１）地域生活支援の充実 ①相談支援体制の整備 

  
 ②福祉基盤の充実  
  
 ③障害福祉サービス等の充実  
  
 ④住まいの支援  

 

（２）日中活動の場の充実 ①日中活動の場の充実 
 

（３）コミュニケーション支援 ①コミュニケーション手段の充実 
 

（４）社会参加の支援 ①外出の支援 
  
 ②スポーツ、芸術・文化活動の充実  

●基本目標３ 就労を支援する 
（１）就労の支援 ①就労の場の確保 

  
 ②就労の促進と安定  

●基本目標４ 共に育ち、共に学ぶ療育・教育を推進する 
（１）障害のある子どもの療育・教育の充実 ①療育の充実 

  
 ②教育の充実  
  
 ③福祉教育の充実  

●基本目標５ 安心・安全な暮らしをつくる 
（１）福祉のまちづくりの推進 ①総合的なまちづくりの推進 

 

（２）保健・医療サービスの充実 ①保健サービスの充実 
  
 ②医療サービスの充実  

 

（３）安全な暮らしの確保 ①防災・防犯体制の整備 
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第５期朝霞市障害福祉計画 
 

１ 障害福祉計画とは 
障害福祉計画とは、障害者総合支援法第８８条で定める「市町村障害福祉計
画」、及び児童福祉法第３３条の２０で定める「市町村障害児福祉計画」を法
的根拠とする計画です。 
障害福祉サービス（障害児福祉サービスを含む）等の適切な提供を推進するた
めに、障害福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度の見込量とその確
保のための方策、地域生活支援事業の実施に関する事項などを定めるものです。 

 

２ 障害福祉計画の策定にあたって 
■計画の基本的な考え方 
本計画の策定にあたっては、以下の基本的な理念を踏まえ、障害児福祉計画
と一体として、策定しました。 

（１）障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 
（２）障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 
（３）入所等から地域生活への移行、継続の支援、就労支援等の課題に対応

したサービス提供体制の整備 
（４）地域共生社会の実現に向けた取組 
（５）障害のある児童の健やかな育成のための発達支援 

■計画の基本的な考え方 
本計画の期間は、平成３０(2018)年度から平成３２(2020)年度までの３

年間とします。計画全体は、「障害者プラン」と合わせた構成となっており、
「障害福祉計画」と「障害児福祉計画」を一体として策定しました。 

計画の主なポイント 
本計画の策定にあたり、平成２９（2017）年３月３１日に国の基本
指針等において、主なポイントが以下のとおり示されています。 
（１）地域共生社会実現のための規定の整備 
（２）障害児支援の提供体制の計画的な整備 
（３）障害福祉計画策定に係る平成３２(2020)年度の基本目標 
（４）平成３０(2018)年度より新たに創設されるサービス  
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３ 平成３２(２０２０)年度の目標設定 
 

（１） 福祉施設の入所者の地域生活への移行 
①地域生活移行者 ⇒ ４人 

（２） 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
①保健、医療、福祉関係者による協議の場 ⇒ 設置 

（３） 地域生活支援拠点等の整備 
①地域生活支援拠点等の整備 ⇒ 設置 

（４） 福祉施設から一般就労への移行等 
①年間の一般就労移行者 ⇒ ６人 
②就労移行支援事業所の利用者 ⇒ ６０人 
③就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合（市内）⇒ ６７％ 
④就労定着支援事業開始１年後の職場定着率（平成３１(2019)年度） 
⇒ ８０％ 

⑤就労定着支援事業開始１年度の職場定着率（平成３２(2020)年度） 
⇒ ８３％ 

（５） 障害児支援の提供体制の整備等 
①児童発達支援センターの設置 ⇒ １か所 
②保育所等訪問支援事業所の設置 ⇒ １か所 
③主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等
デイサービス事業所の設置 ⇒ 各１か所 
④医療的ケア児が適切な支援を受けられるための関係機関の協議の場
の設置 ⇒ 平成３０(2018)年度末までに１か所 

４ 数値目標を達成するための取組 
○ 数値目標を達成するため、障害福祉サービスや地域生活支援事業など
の充実を図ります。 

○ 第 5次朝霞市障害者プランに基づく、障害のある人の地域生活を支援す
るためのさまざまな施策を活用します。 

○ 障害者就労支援センターで一般就労を希望している障害のある人の相
談や職場開拓などを行うとともに、企業で働く障害のある人の定着支援を
行っています。 
○ 朝霞公共職業安定所（ハローワーク）が主催する「朝霞市地域障害者連絡
会議」等により、企業による障害のある人の雇用を、国・県・市、特別支援
学校、各市の就労支援センターなどが連携し、支援していきます。 
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○ 地域生活への移行を進める施策をより効果的に推進するため、関係機関
との連携を図るとともに、地域移行支援及び地域定着支援による支援、グ
ループホームなどの住まいの場の提供、訪問系サービスや日中活動系サー
ビスの提供などによる各種支援を行います。 

 

５ 計画の推進 
（１）計画の周知 

障害に関する正しい知識や理解を広めるため、関係機関や障害者支援に
関わる人々と連携し、広報紙や市ホームページ等を通して周知を図ります。 

（２）推進体制の確立 
障害者施策は、福祉等の分野だけではなく、まちづくりなどの生活環境
全般の広い範囲に及び、個々の障害の状況や程度、さらにライフステージ
に応じたきめ細かな対応が必要となります。このため、市民が参加する「障
害者プラン推進委員会」により、計画の推進を図ります。 

（３）広域連携等 
障害者施策は、対象者の人数や専門的な取り組みの必要性などから、広
域で行っている事業があり、他市にある施設を利用することもあります。 
このため、国や県、近隣市と連携して、広域的な支援で取り組む必要が

あります。また、市単独では実施が困難な施策は、積極的に連携を図りつ
つ、サービスの充実に努めます。 

（４）市民等との協働 
効果的な施策の実施には、市民をはじめ、関係機関等の協力が不可欠で

す。地域社会と関係機関との連携を強化し、障害者施策の推進に向けて、
障害のある人も含め、市民の主体的な参画を促進します。 
あわせて、朝霞市地域福祉計画、朝霞市社会福祉協議会が策定する朝霞

市地域福祉活動計画に基づき、市民参画による福祉社会づくりを進めます。 
（５）計画の達成状況の点検と評価の体制 

計画の策定後は、各年度で、施策の取り組み状況やサービス見込量の達
成状況を「朝霞市障害者プラン推進委員会」、「朝霞市障害者自立支援協議
会」に報告し、点検・評価します。 

（６）計画の達成状況の点検と評価の実施方法 
朝霞市障害者プラン推進委員会では、達成状況の点検のため、課題・方

向性及び方策など、障害福祉施策も点検・評価し、その進行管理と調整を
行います。また、朝霞市自立支援協議会で行った実績評価の結果を参考に
して、改めて評価を行います。 
その評価結果を踏まえて、適切な見直しを行い、ＰＤＣＡサイクルにより、
必要があると認めるときは、障害福祉計画の変更や見直しを行います。 
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６ 障害福祉計画の内容 
●障害福祉サービス 
１ 訪問系サービス 
（1）居宅介護 
（2）重度訪問介護 
（3）同行援護 
（4）行動援護 
（5）重度障害者等包括支援 

２ 日中活動系サービス 
（1）生活介護 
（2）自立訓練（機能訓練） 
（3）自立訓練（生活訓練） 
（4）就労移行支援 
（5）就労継続支援（Ａ型） 
（6）就労継続支援（Ｂ型） 
（7）就労定着支援 ※平成３０(2018)年度より創設 
（8）療養介護 
（9）短期入所 
（10）自立生活援助 ※平成３０(2018)年度より創設 

３ 居住系サービス 
（1）共同生活援助（グループホーム） 
（2）施設入所支援 

４ 相談支援 
（1）計画相談支援、地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 

５ 障害のある児童への支援 
（1）障害児通所支援 

①児童発達支援 
②医療型児童発達支援 
③放課後等デイサービス 
④保育所等訪問支援 

（2）居宅訪問型児童発達支援 ※平成３０(2018)年度より創設 
（3）障害児入所支援 

①福祉型障害児入所施設 
②医療型障害児入所施設 

（4）障害児相談支援 
①障害児相談支援 
②医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 

（5）障害のある子ども・子育て支援等（教育・保育）  
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●地域生活支援事業 

必須事業 
１ 理解促進・啓発事業 
２ 自発的活動支援事業 
３ 相談支援事業 
４ 成年後見制度支援事業 
（1）成年後見制度利用支援事業 
（2）成年後見制度法人後見支援事業 

５ 意思疎通支援事業 
６ 日常生活用具給付等事業 
７ 手話通訳者等養成事業 
８ 移動支援事業 
９ 地域活動支援センター事業 
任意事業 
１ 日常生活支援 
（1）訪問入浴サービス 
（2）日中一時支援 
（3）巡回相談支援 

２ 社会参加支援 
（1）スポーツ・レクリエーション教室開催等 

３ 就業・就労支援 
（1）就労支援センター 

 

●その他（市の独自事業） 

○福祉タクシー利用券、バス・鉄道共通ＩＣカード、自動車燃料費の補助 
○紙おむつ等の支給 
○配食サービス 
○緊急通報システム 
○難病患者見舞金の支給 
○市内循環バス特別乗車証 
○自動車運転免許取得費・改造費の助成 
○更生訓練費給付 
○身体障害者等診断書料補助金 
○就職支度金の支給 
○家具転倒防止器具等設置費の補助
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編 集 福祉部障害福祉課 
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ホームページ http://www.city.asaka.lg.jp/  

見やすいユニバーサルデザイン 
フォントを採用しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


