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成年後見制度＊利用促進基本計画の一部施策を含む
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年 区分 概     要 

昭和 60 年 甲府市 「甲府市障害者長期行動計画」の策定（第 1 次：S60 年度～Ｈ6 年度） 

平成 5 年 国 「障害者対策に関する新長期行動計画」（H5 年度～H14 年度） 

平成 7 年 甲府市 「甲府市障害者新長期行動計画」の策定（第 2 次：Ｈ7 年度～Ｈ16 年度） 

平成 15 年 国 「障害者基本計画」（Ｈ15 年度～Ｈ24 年度） 

平成 16 年 
国 

障害者基本法＊改正（Ｈ16.6～施行） 

○障がい者の自立、社会参加、差別の禁止 など 

甲府市 「甲府市障害者福祉計画」の策定（第 3 次：Ｈ16 年度～Ｈ21 年度） 

平成 17 年 国 

発達障害者支援法（Ｈ17.4～施行） 

○発達障がい＊の定義を明確化 

○発達障害者支援センターの設置 など 

障害者雇用促進法改正（Ｈ17.10～施行） 

○精神障がい＊者に対する雇用対策の強化 など 

平成 18 年 

国 

障害者自立支援法施行（Ｈ18.4、Ｈ18.10～施行） 
○3 障がいのサービスを一元化 
○利用者本位のサービス体系へ再編 
○障害程度区分を導入 など 

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）（Ｈ18.12～施行） 
○公共交通施設や建築物のバリアフリー＊化推進 など 

甲府市 
「第五次甲府市総合計画」の策定（Ｈ18 年度～Ｈ27 年度） 
「第１期甲府市障害福祉計画」の策定（Ｈ18 年度～Ｈ20 年度） 
「甲府市障害者福祉計画」の見直し（Ｈ18 年度～Ｈ21 年度） 

平成 19 年 国 
学校教育法改正（Ｈ19.4～施行） 

○盲・ろう・養護学校から特別支援学校へ転換 
○小中学校等における特別支援教育＊の推進 など 

平成 21 年 
国 

障害者雇用促進法改正（Ｈ21.4～施行） 
○中小企業における障がい者雇用の促進 
○短時間労働に対応した雇用率制度の見直しなど 

甲府市 「第２期甲府市障害福祉計画」の策定（Ｈ21 年度～Ｈ23 年度） 

平成 22 年 

甲府市 「甲府市障害者福祉計画」の策定（第 4 次：Ｈ22 年度～Ｈ26 年度） 

国 
障害者自立支援法改正（Ｈ22.12～施行（Ｈ24.4 までに順次施行）） 

○応能負担が原則であることを明確化 
○発達障がい＊者を対象とする旨明示 など 

平成 23 年 国 

障害者虐待防止法（Ｈ24.10～施行） 
○虐待を発見した者に市町村への通報を義務付け 
○虐待が疑われる家庭への立入調査 など 

障害者基本法＊改正（Ｈ23.8～施行） 
○障がい者の定義の見直し（社会的障壁） 
○差別の禁止（合理的配慮義務）など 
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年 区分 概     要 

平成 24 年 
国 

障害者優先調達推進法（Ｈ25.4～施行） 
○調達方針の策定・公表、調達実績の取りまとめ・公表 

甲府市 
「第３期甲府市障害福祉計画」の策定（Ｈ24 年度～Ｈ26 年度） 
「甲府市障害者福祉計画」の見直し（Ｈ24 年度～Ｈ26 年度） 

平成 25 年 国 

障害者総合支援法（Ｈ25.4～施行） 
○障がい者の範囲に難病＊等を追加 
○支給決定のあり方は法施行後 3 年を目途に見直す など 

障害者差別解消法（Ｈ28.4～施行） 
○障がいを理由とする差別の禁止 
○合理的な配慮に関する環境の整備 など 

精神保健福祉法改正（Ｈ26.4～施行） 
○保護者の責任を軽減 
○病院での地域移行・退院促進の取組が制度化 

「障害者基本計画」策定（Ｈ26 年度～Ｈ30 年度） 

平成 27 年 甲府市 
「甲府市障がい者福祉計画」の策定（H27 年度～H29 年度） 

（「甲府市障がい者福祉計画」「第４期甲府市障がい福祉計画」） 

平成 28 年 
国 

障害者総合支援法改正（Ｈ30.4～施行） 
 ○自立生活援助の創設 
 ○就労定着支援の創設 など 
児童福祉法改正（Ｈ30.4～施行） 
 ○居宅訪問型児童発達支援の創設 
 ○障害児福祉計画の策定 など 

成年後見制度＊の利用の促進に関する法律（Ｈ28.5～施行） 

甲府市 「第六次甲府市総合計画」の策定（Ｈ28 年度～Ｈ37 年度） 

平成 30 年 

国 「障害者基本計画」策定（Ｈ30 年度～Ｈ34 年度） 

甲府市 

以下 3 計画を一体的なものとして、「甲府市障がい者福祉計画」として
策定（Ｈ30 年度～Ｈ32 年度） 

○「甲府市障がい者福祉計画」（障害者計画）の見直し 
（Ｈ30 年度～Ｈ32 年度） 

○「第５期甲府市障がい福祉計画」（障害福祉計画）の策定 
（Ｈ30 年度～Ｈ32 年度） 

○「第１期甲府市障がい児福祉計画」（障害児福祉計画）の策定 
（Ｈ30 年度～Ｈ32 年度） 

「健康都市こうふ基本構想」策定（Ｈ30.3） 

平成 31 年 

／令和元年 
甲府市 

中核市へ移行（Ｈ31.4）
「健康都市宣言」制定（Ｒ1.9）

令和 2 年 甲府市 「第４次健やかいきいき甲府プラン」策定（Ｒ2.3） 
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④ 障害者総合支援法の目的（障害者総合支援法第 1 条） 

障害者基本法＊(昭和 45 年法律第 84 号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福

祉法(昭和 24 年法律第 283 号)、知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号)、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)、児童福祉法(昭和 22

年法律第 164 号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及

び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業＊

その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るととも

に、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことの

できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 
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【PDCAサイクルのイメージ】
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○計画相談支援の現場で近年の需要増に対応しきれておらず、人員体制に余裕がない。

また、その負担が一部施設や 相談支援員に過度に集中している。

○利用ニーズの高い障がい福祉サービスの事業所・人材等が十分確保されておらず、サー

ビス提供にあたっての支援制度等の情報も十分に知られていない側面がある。

○医療や教育、福祉分野など横串連携のための関係性が十分に築けておらず、途切れない

支援が難しい実情がある。

○障がいの種別や程度、家庭環境などによって求められる障がい福祉サービスは変わるた

め、多くの人が必要な福祉サービスを受けるには利用状況や将来ニーズ等のより正確な

把握が求められる。特に、障がい児支援においては、発達障がい*だけでなく知的、自

閉症など細かな対応ニーズがあり、現状把握においてどのような障がいかを細かく把握

し（重症心身障がいの児童数を別途把握するなど）、適切な対応体制につなげることが

求められる。

○日常生活や職場等で、障がいへの偏見が感じられる場面が依然として残っている。

○基幹相談支援センター「りんく」が運営され、相談しやすい環境が整いつつあるが、

そうした施設や相談支援制度の認知度は、まだ十分高いとはいえない。

○障がいのある方の高齢化によって、いわゆる「親なき後の不安」が大きくなっている。

○障がいのある方が、将来働くために児童期・成人期に何をするかという連続性あるビ

ジョンを明確に持ちにくく、当事者にとっての不安が大きい。

○就労支援の後、実際に就職できる受け皿の確保が難しい。

○障がいのある人を雇用する事業者において、障がいのある人を雇用する意義やその際

の支援等に対する理解が十分ではない。

○支援学校、病院、入所施設等を出てから居住できる場所の確保が難しい。
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