2021 年（令和 3 年）3 月

藤沢市

はじめに
藤沢市では、2018 年（平成 30 年）3 月に「ふじさわ障
がい者プラン 2020『きらり ふじさわ』中間見直し」を策
定し、障がい福祉に関する課題を解決するため、さまざま
な施策を展開してまいりました。
この間、国においては、2018 年（平成 30 年）4 月に「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」の改正が行われ、障がい者が望
む地域生活を実現するための支援の充実や、多様化する障
がい児支援ニーズへのきめ細かな対応のため、障がい児の
支援の拡充及び自治体における障がい児福祉計画の策定など、サービスの質の
確保・向上に向けた環境整備が行われました。
2021 年（令和 3 年）4 月には、「支え手」「受け手」という関係を超え、地
域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を横断し
つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創ってい
く社会をめざした「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正す
る法律」が施行されます。
また、神奈川県では、津久井やまゆり園において発生した大変痛ましい事件
が二度と繰り返されないよう 2016 年（平成 28 年）10 月に「ともに生きる社会
かながわ憲章」を制定し、「ともに生きる社会」の実現に向けた施策を進めて
おります。
これらの動向を踏まえ、藤沢市では、「共生社会の実現をめざす誰一人取り
残さないまち」（インクルーシブ藤沢）をまちづくりのコンセプトとし、誰も
が住み慣れた地域で、その人らしく、安心して暮らし続けることができるよう、
交流の場づくりや担い手づくりを推進するとともに、地域共生社会の実現に向
けて重層的な支援体制を築き、多機関協働でのネットワークをより一層深めて
まいります。
本計画書では、「ふじさわ障がい者計画」
「第 6 期ふじさわ障がい福祉計画」
「第 2 期ふじさわ障がい児福祉計画」を一体的に策定しており、取り組むべき
施策の方向性や展開、具体的な事業・取組及び障がい福祉サービスや障がい児
支援サービス等の見込み量について定めております。
今後は、計画推進に向け、庁内一体となって取り組むとともに、「すべての
人が、障がいの有無にかかわらず、お互いに助け合い、自分らしく、生活でき
るまちへ」という基本理念のもと、障がい福祉施策を推進してまいります。
結びに、本計画書を策定するにあたり、熱心にご議論いただきました、障が
い者計画・障がい福祉計画検討委員会及び藤沢市障がい者総合支援協議会の委
員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民並びに関係者の皆様に、
心より感謝申し上げます。

2021 年（令和 3 年）3 月
藤沢市長 鈴木 恒夫
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本計画書をお読みになる前に

◆構成比について
各統計数値やアンケート結果については、原則として小数点以下第 1 位（第 2 位を四捨五入）
までの百分比で表示しています。そのため、各項目の構成比を合算しても 100％にならない場
合があります。

◆音声コードについて
本計画書は、目の不自由な人などへ情報提供手段として、音声コードを貼付しています。音
声コードとは、紙に記載された情報をデジタルに変える 2 次元シンボルです。印刷されている
音声コードを読み取ることで、記録されている情報を音声で、点字プリンタと接続すれば点字
で、パソコンに接続すればテキストで、出力することができます。

