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障害者プラン策定の趣旨・位置づけ     【第１章】 

横浜市障害者プランは本市の障害福祉施策に関する中長期的な計画

であり、３つの法定計画を一体的に策定しています。 

◆障害者計画(障害者基本法)…施策の方向性 

◆障害福祉計画(障害者総合支援法)…サービスの見込み量 

◆障害児福祉計画(児童福祉法)…サービスの見込み量 

計画期間は６年間（Ｒ３～Ｒ８）ですが、「障害福祉計画」「障害児福

祉計画」は３年間（法定）のため、令和５年度に改訂します。その際、

社会情勢や新たなニーズを考慮し全体を見直します。 
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第４期障害者プランの構成             【第１章】 

様々な施策・事業は、障害のある人が日常生活を送る上での視点に立

ち、４つの「生活の場面」と全ての生活場面に共通する「様々な生活の

場面を支えるもの」の５つに分類しています。 

◆様々な生活の場面を支えるもの 

◆生活の場面１ 住む・暮らす  ◆生活の場面２ 安全・安心 

◆生活の場面３ 育む・学ぶ   ◆生活の場面４ 働く・楽しむ 

 更に「地域生活支援拠点」「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム」は、障害児者を支える基盤整備として別に章立てしています。 
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横浜市の障害福祉のあゆみ              【第２章】 

近年の動き 

・①サービスは充足に向かい、市単独事業も制度化（法定化）

へ。③福祉・保健・医療などの連携が重要化 

本市が障害施策において大切にしてきたこと 

・障害のある人たちやその家族、支援者、地域住民と行政とが

協力し合い、障害のある人たちが地域で自立した生活を送る

ための施策をともに考え、一緒に進めていく姿勢 
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将来にわたるあんしん施策              【第２章】 

・在宅心身障害者手当の質的転換策(H21～) 

・個人支給の手当を廃止し、それを財源に「親亡き後の生活の

安心」「障害者の高齢化・重度化への対応」「地域生活のため

のきめ細やかな支援」など様々な施策展開へ。 

・非常に重要で、普遍的な考え方。 

・時代の変化に応じ、「将来にわたるあんしん施策」の本質を見

失わず様々な事業に取り組む責務が行政にはある、と認識。 

４



統計等推移～障害者手帳所持者数        【第２章】 

 

５

H26 H27 H28 H29 H30 H31

市人口
3,712,170

人
3,725,042

人
3,728,124

人
3,731,706

人
3,741,317

人
3,753,771

人

身体障害者 99,120人 99,199人 99,356人 99,361人 99,515人 99,732人

知的障害者 25,447人 26,712人 27,958人 29,409人 30,822人 32,281人

精神障害者 28,285人 30,225人 32,249人 34,578人 36,901人 39,232人

手帳所持者全体 152,852人 156,136人 159,563人 163,348人 167,238人 171,245人

市人口における
手帳所持者の割合

4.12％ 4.10％ 4.28％ 4.38％ 4.47％ 4.56％



身体障害者手帳 障害種別推移      【第２章】 

 

６

H26 H27 H28 H29 H30 H31

視覚障害 6,447人 6,397人 6,370人 6,349人 6,397人 6,438人

聴覚・
平衡機能障害

8,452人 8,585人 8,643人 8,706人 8,842人 8,919人

音声・言語・
そしゃく機能障害

982人 993人 979人 995人 1,021人 1,031人

肢体不自由 52,284人 51,420人 50,669人 49,700人 48,893人 48,233人

内部障害 30,955人 31,804人 32,695人 33,611人 34,362人 35,111人

計 99,120人 99,199人 99,356人 99,361人 99,515人 99,732人



愛の手帳 障害程度別推移      【第２章】 

 

７

H26 H27 H28 H29 H30 H31

Ａ１ 4,908人 4,995人 5,087人 5,209人 5,340人 5,498人

Ａ２ 4,799人 4,932人 5,040人 5,140人 5,222人 5,300人

Ｂ１ 5,646人 5,843人 6,009人 6,296人 6,556人 6,724人

Ｂ２ 10,094人 10,951人 11,822人 12,764人 13,704人 14,759人

計 25,447人 26,712人 27,958人 29,409人 30,822人 32,281人



精神障害者保健福祉手帳 統計      【第２章】 

 

８

H26 H27 H28 H29 H30 H31

１級 2,994人 3,118人 3,308人 3,457人 3,673人 3,809人

２級 15,477人 16,623人 17,844人 19,313人 20,731人 22,264人

３級 9,814人 10,484人 11,097人 11,808人 12,497人 13,159人

計 28,285人 30,225人 32,249人 34,578人 36,901人 39,232人

H26 H27 H28 H29 H30 H31

20歳未満
596人
2.1％

727人
2.4％

869人
2.7％

1,021人
3.0％

1,150人
3.1％

1,341人
3.4％

20歳～
65歳未満

23,682人
83.7％

25,126人
83.1％

26,666人
82.7％

28,523人
82.5％

30,428人
82.5％

32,246人
82.2％

65歳以上
4,007人
14.2％

4,372人
14.5％

4,714人
14.6％

5,034人
14.6％

5,323人
14.4％

5,645人
14.4％



実態把握が難しい障害                  【第２章】 

・発達障害 相談件数、診断件数から明らかに増加傾向。どう把

握し、適切な支援につなげていくかが課題。 

・強度行動障害 障害支援区分認定調査から3,400人以上いる

と推定。施策検討に必要な対象者の全体把握自体が課題。 

・医療的ケア 手帳交付を受けていない人もいるため把握が困

難。1,200人程度と推計するが、明らかに増加傾向。 
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第３期プランの振り返り                【第２章】 

・テーマ1 出会う・つながる・助け合う 普及啓発イベント、防

災訓練等での出前講座、相談支援体制の強化、情報保障の取

組を推進。 

 →【課題】生活を支える環境整備の充実 

・テーマ2 住む、そして暮らす 後見的支援制度、強度行動障害

支援力向上研修、グループホームの設置などを推進。 

 →【課題】住まい・暮らしの充実 
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第３期プランの振り返り                【第２章】 

・テーマ3 毎日を安心して健やかに過ごす 知的障害者専門外

来の５か所設置、医療的ケア児・者等コーディネーターの配

置、公共交通機関や学校のバリアフリー化、障害者差別解消

法の趣旨を踏まえた取組などを推進。 

 →【課題】安心・安全に暮らせる生活環境の充実 
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第３期プランの振り返り                【第２章】 

・テーマ4 いきる力を学び・育む 地域療育センターの初診待期

期間短縮に向けた取組、教育環境の充実、障害福祉人材確保

の取組などを推進。 

 →【課題】療育・教育の充実、障害福祉人材確保への対応 

・テーマ5 働く・活動する・余暇を楽しむ 就労支援の促進、移

動情報センター全区展開、ラポール上大岡の整備などを推進。

 →【課題】自分らしく過ごすための環境の充実 
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第４期障害者プランの基本目標      【第３章】 

障害のある人もない人も、 

誰もが人格と個性を尊重し合いながら、 

地域共生社会の一員として、自らの意思により 

自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す。

津久井やまゆり園事件などを通して、社会の障害理解は十分ではなく 

偏見もいまだ深いと知らされました。そこで改めて、障害のある人の 

尊厳と人権を尊重することの大切さを社会に示します。 
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基本目標の実現に向けて必要な視点     【第３章】

行政が様々な施策・事業を進めるうえで、障害のある人の視

点を踏まえることが重要です。４期プランでは、それに加え、

障害者プランの基本目標実現に向け、どの事業にも共通して

必要な７つの視点を設定しました。 

 １ 障害のある人個人の尊重と人権の保障の視点 

 ２ 障害状況やライフステージに合わせたニーズを 

捉えていく視点 
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基本目標の実現に向けて必要な視点     【第３章】 

３ 将来にわたるあんしん施策を踏まえた視点 

４ 親なき後の安心と、親あるうちからの自立につなげて 

いく視点 

５ 障害のある人全てが生きがいを実感できるようにして 

いく視点 

６ 障害理解を進め、社会の変容を促していく視点 

７ 必要なサービスの提供体制を確保し続けていく視点 
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様々な生活の場面を支えるもの         【第３章】 

 １ 普及啓発  

(１) 互いの存在に気づき、身近に感じる仕組みづくり 

「障害者週間」などをきっかけに、誰もが障害のある人

の存在に気づき、日頃の生活の中で互いに関わって身近

に感じる仕組みづくりや、日常的なふれあいの中で地域

の誰もがお互いを理解し受け止める機会を増やすなどの

取組を進めます。 
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様々な生活の場面を支えるもの         【第３章】 

 １ 普及啓発  

(２) 障害に対する理解促進 

・様々な媒体･機会を通じ､障害等の情報を発信します｡ 

・障害のある人や家族、障害福祉関係団体等による普及啓

発活動への支援や地域福祉保健計画の取組を通した住

民同士の交流の推進など、地域住民の障害に対する理解

を進めます。 
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様々な生活の場面を支えるもの         【第３章】 

 １ 普及啓発  

(３) 学齢期への重点的な普及啓発 

幼児期・学齢期から障害児・者とともに取り組む様々な

活動や体験などの機会を通して、児童・生徒や、その保護

者の障害理解を進めていきます。 
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様々な生活の場面を支えるもの         【第３章】 

２ 人材確保・育成  

(１) 障害福祉人材の確保と育成 

民間との協働により、障害福祉分野の魅力発信、求人支

援、雇用支援、人材育成支援を検討・実施します。 

(２) 業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入支援 

業務効率化や介護負担軽減などを進めるため、ロボット・

AI・ICTなどの導入検討を進めます。 
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様々な生活の場面を支えるもの         【第３章】 

 ３ 権利擁護  

(１) 虐待防止の取組の浸透 

具体例の広報や研修により、障害者虐待が重大な人権侵

害であることや予防・早期発見の重要性などを啓発します。

(２) 成年後見制度の利用促進 

権利擁護を要する人の増加に対し、制度啓発や利用促進

を進めます。 
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様々な生活の場面を支えるもの         【第３章】 

 ３ 権利擁護  

(３) 障害者差別解消法に基づく取組 

・障害を理由とする差別の解消に向けて周知を図ります。 

・障害者差別に関する相談、紛争の防止等のための体制を

充実させます。 
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様々な生活の場面を支えるもの         【第３章】 

 ３ 権利擁護  

(４) 情報保障の取組 

・視覚障害者、聴覚障害者及び知的障害者等への情報提供

について定めた行政情報発信のルールに基づき、本人の

意向や障害に応じた配慮を行うよう徹底します。 

・必要な配慮について検討を行っていきます。 
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様々な生活の場面を支えるもの         【第３章】 

 ４ 相談支援  

・障害児・者を地域全体で支える相談支援機能の充実を 

図ります。 

・相談支援機関の連携強化や体制の整理をします。 

・相談支援従事者の人材育成や当事者による相談の活用を

進めます。 
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生活の場面１ 住む・暮らす           【第３章】 

 １－１ 住まい  

(１) 障害状況に合わせた住まいの選択肢の充実 

希望や状況に合わせた多様なニーズに応えられるよう、

多様な形態の住まいの構築を進めます。 

(２) 高齢化・重度化を踏まえた住まいの構築 

ニーズに対応したグループホームの整備やバリアフリー

改修等により、安心できる住まいの構築を進めます。  
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生活の場面１ 住む・暮らす           【第３章】 

 １－２ 暮らし  

(１) 地域での生活を支える仕組みの充実 

既存のサービスを充実させ、地域で安心して暮らすこと

ができる体制づくりを目指します。 

(２) 本人の力を引き出す支援の充実 

障害の状況が変わっても、自ら希望するところで暮らし

ていくために、必要なサービスを提供します。 
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生活の場面１ 住む・暮らす           【第３章】 

 １－３ 移動支援  

移動情報センターの運営推進やガイドヘルパー等担い手の

発掘・育成の強化等を通じ、移動支援の充実を進めます。 

 １－４ まちづくり  

市民・事業者・行政の協力で、誰もが安全・安心に移動し、

施設を利用できるようハードとソフトと一体的に整えるなど

福祉のまちづくりを推進します 
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生活の場面２ 安全・安心             【第３章】 

 ２－１ 健康・医療  

(１) 障害者の健康づくりの推進 

・運動、歯・口腔や食生活などの健康増進について、障害

者団体とも協力しながら検討・推進します。 

・体力づくりやリハビリテーションが地域で行えるよう、

人材育成も含めた環境の整備を進めます。 
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生活の場面２ 安全・安心             【第３章】 

 ２－１ 健康・医療  

(２) 医療環境の充実 

・難病患者や医療的ケア児・者等への支援を充実させます。

・医療従事者に対する障害理解を深める研修などを通じ、

医療環境の充実に努めます。 

・精神科救急医療について、土日・祝日・深夜帯等におけ

る受入病床を確保し、体制が充実されるよう努めます。 
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生活の場面２ 安全・安心             【第３章】 

２―２ 防災・減災  

・障害児・者や関係機関に、災害に向けた準備や避難行動に

ついて日頃から啓発を行います。 

・防災訓練等で障害児・者の困りごとや必要な支援を地域に

理解していただくなど、自助・共助の取組を支援します。 

・感染症流行時もサービス提供体制を継続できるよう、平常

時の備えと緊急時の支援について検討と準備を進めます。 
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生活の場面３ 育む・学ぶ              【第３章】

 ３－１ 療育  

(１) 地域療育センターを中心とした支援の充実 

相談初期の段階から、地域療育センターの知識や経験に

基づく適切な評価、療育計画の作成・支援、並行通園を前提

とした集団療育、保育所・幼稚園への支援を充実させます。
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生活の場面３ 育む・学ぶ             【第３章】 

 ３－１ 療育  

(２) 切れ目のない支援体制の充実 

・地域療育センター等と保育所・幼稚園、地域訓練会との連

携により、切れ目のない一貫した支援を目指します。 

・福祉・教育・各家庭が連携した支援体制の整備や保護者支

援に取り組みます。 

・障害児相談支援事業所を増やし、必要なサービスを継続

的に選択できる相談支援体制を目指します。 
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生活の場面３ 育む・学ぶ              【第３章】

 ３－１ 療育  

(３) 学齢障害児に対する支援の充実 

・放課後等デイサービスなど学齢障害児の居場所の確保と

質の向上を図ります。 

・放課後児童育成事業における受入れも推進します。 

・学齢後期の発達障害児が、自立した成人期を迎えられる

ための相談支援体制を拡充します。 
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生活の場面３ 育む・学ぶ              【第３章】

３―２ 教育  

(１) 療育と教育の切れ目のない支援 

地域療育センターや特別支援学校等の専門性を活用した

学校支援、保育・療育と就学先の情報共有等による切れ目

のない一貫した支援を行います。 
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生活の場面３ 育む・学ぶ              【第３章】

３―２ 教育  

(２) 教育環境・教育活動の充実 

・すべての子どもにあらゆる教育の場で、一貫した支援、適

切な指導支援や必要な合理的配慮を提供します。 

・すべての教職員が特別支援教育に対して理解を深め、校

内支援体制の充実を図ります。 
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生活の場面３ 育む・学ぶ              【第３章】

３―２ 教育  

(３) 教育から就労への支援 

特別支援学校等と就労支援機関の連携をより一層強化し

就労支援・職場定着支援の充実を進めていきます。 

35



生活の場面４ 働く・楽しむ           【第３章】 

 ４－１ 就労  

(１) 企業等への就労促進と働き続けるための支援の充実 

多様化する就労ニーズや生活面での支援も含めた定着支

援、障害者雇用の広がりを踏まえた企業支援の充実など、

障害者就労支援センターを中心に、関係機関と連携を図り

ながら障害者の就労を支えます。 
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生活の場面４ 働く・楽しむ           【第３章】 

 ４－１ 就労  

(２) 幅広い仕事や工賃の向上による生活の充実 

共同受注窓口等を通じた企業等からの様々な仕事のあっ

せん、行政機関の優先調達、自主製品の販路拡大や、様々

な発注ニーズ対応に向けた事業所のスキルアップなど、受

発注双方の底上げによる工賃の向上を図ります。 
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生活の場面４ 働く・楽しむ           【第３章】 

 ４－１ 就労  

(３) 多様な働き方や障害者就労に対する理解促進 

・業種や勤務形態などが多様化する働き方について、市民

や民間企業向けに、シンポジウムやセミナーで広く紹介

します。 

・ふれあいショップ等の就労啓発拠点を通じて、障害者就

労に対する理解促進を図ります。 

38



生活の場面４ 働く・楽しむ           【第３章】 

４―２ 日中活動  

(１) 日中活動場所の選択肢の充実 

希望する活動場所を選択できる方法や、医療的ケアなど

専門的な支援が必要な人への支援方法を検討します。 

(２) 地域でのつながりと広がりの促進 

住まいや日中活動先がある地域で、地域や施設の行事等

を通して、地域でのつながりを深めます。 
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生活の場面４ 働く・楽しむ            【第３章】 

 ４－３ スポーツ・文化芸術  

(１) スポーツ活動の推進 

障害者スポーツ文化センターを中核拠点として、身近な

地域の様々な団体や施設等で障害者スポーツの取組が行わ

れるよう積極的に働きかけ、障害者スポーツの場の充実や

支える人材の育成に取り組みます。 
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生活の場面４ 働く・楽しむ           【第３章】 

 ４－３ スポーツ・文化芸術  

(２) 文化芸術活動の推進 

誰もが文化芸術を創造し享受することができるよう、「ヨ

コハマ・パラトリエンナーレ」の取組を生かし、障害のある

人とない人の協働によるクリエイティブな活動の場の創出

等に取り組むとともに、障害のある人が身近な場所で文化

芸術活動に親しめる環境づくりを進めます。 
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障害のある人を地域で支える基盤整備    【第４章】 

障害児者の生活を支えるには、個々の事業・取組を進めるだ

けでは不十分です。行政と関係機関や地域住民が対話し、様々

な取組や役割をつなげ、地域全体で支えていけるようにするこ

とが大切です。 

そこで、国の動向を踏まえ、「地域生活支援拠点機能」の整備

と「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に、

同時並行で取り組んでいます。 
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ＰＤＣＡサイクルによる計画の見直し    【第５章】 

・毎年度、市民向け説明会の開催、横浜市障害者施策推進協議

会及び障害者施策検討部会（本市附属機関とその下部組織）

での報告等により、各事業・施策の評価・検討を実施。 

・中間期である令和５年度に、障害福祉計画及び障害児福祉

計画の改定に合わせ、プラン全体の見直しを実施。 

 その際、策定時同様、障害のある人やその家族、支援者等の

意見を聴きながら、課題や対応策を検討。 
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