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第 1 章 　 計 画 策 定 の 概 要

1. 計画策定の趣旨

　国の障害者基本法においては、ノーマライゼーション（※ 1）とリハビリテーション（※ 2）の

理念のもと、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのな

い個人として尊重されるものであり、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現す

るとしています。

　七尾市においては、平成 18年度以降、第 1次から第 4次までの七尾市障害者計画を策定し、

本市における「地域福祉」・「居住福祉」・「社会参加」の推進に取り組んできました。

　第 5次計画では、これまでの計画の基本理念や取り組み等を継承するとともに、国の「障害者

基本計画」や石川県の「いしかわ障害者プラン」等の関連計画、本市における障害者の状況等を踏

まえて策定することとし、「障害のある人もない人も個人の尊厳が重んじられ、ともにきらめき、

心の豊かさと幸せが実感できる地域づくり」を目指します。

※ 1　ノーマライゼーション

　「一般社会のなかで普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、ともに生きる社

会こそ自然な状態である」という理念。

※ 2　リハビリテーション

　「障害のある人の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラム

にとどまらず、人生の各段階において、人間的に生きる権利の回復に寄与し、自立と参加を

目指す」という理念。
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2. 計画の期間

　計画期間は、令和 3年度から令和 5年度までの 3年間とします。

　ただし、必要に応じて適宜見直しを行います。

3. 障害者の定義

　この計画における障害者、障害のある人とは、障害者基本法に規定する「身体障害、知的障害、

精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある人であって、障害及び社会的障壁（障

害がある人にとって障壁となるような事物・制度・慣行・概念その他一切のもの）により継続的に

日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」をいいます。
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4. 計画の位置づけ

　この計画は、障害者基本法第 11 条第 3 項に基づく「市町村障害者計画」として策定し、七尾市

総合計画の部門別計画として位置づけ、国や県が定めた計画や、七尾市の各種計画等との整合・連

携を図りながら、障害者施策を総合的、計画的に推進します。

　また、市民、関係団体、事業者等が行う自主的に取り組む具体的な活動や事業の実施にあたって

の指針となるものです。

【七尾市】

七尾市総合計画

七尾市地域福祉計画

第５次　七尾市障害者計画

七尾市老人福祉計画

七尾市介護保険事業計画

七尾市が策定している各種計画等

【国】

障害者基本法

障害者基本計画

【石川県】

いしかわ障害者プラン

七尾市子ども・子育て支援

事業計画　　　　　　　　

【国】

障害者総合支援法

第６期

七尾市障害福祉計画

七尾市健康増進計画
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5. 計画策定の方法

　「第 5次 七尾市障害者計画」の策定は以下の方法で実施しました。

アンケートによるニーズ調査を実施

七尾市における障害者福祉の現状と課題を整理

第５次　計画の策定

七尾市健康福祉審議会

）会科分祉福者害障（  

市 民 意 見 募 集

（パブリックコメント）を実施

七尾市健康福祉審議会

）会科分祉福者害障（  

第５次　七尾市障害者計画

第４次計画の進捗状況の分析

素案 審議

最終案 審議
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（1）アンケートによるニーズ調査の実施
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている方（18 歳以上）の中

から無作為に抽出した約 20% の方及び障害のある子ども（18 歳未満）を対象として、日常生

活状況や障害者施策に関する意識の傾向や、具体的な要望を把握するためアンケートを実施しま

した。

・アンケート実施時期 :令和 2年 6月

・各障害種別の手帳交付者数（令和 2年 6月 1日現在）

（2）第 4 次計画の進捗状況の分析
　第 4 次計画に盛り込んだ各施策の進捗状況について、担当部署や関係機関に調査し、その結

果を七尾市健康福祉審議会の障害者福祉分科会に報告するとともに、現状と課題についての分析

を行いました。

（3）七尾市健康福祉審議会及び障害者福祉分科会の開催
　健康福祉施策を幅広い視点で推進するため、諸計画の策定・進行管理、保健福祉に関する重要

事項について調査・審議・評価を行う市長の諮問機関として七尾市健康福祉審議会が設置されて

います。

　また、審議会には 5 つの分科会が構成されており、その中の障害者福祉分科会において「第

5次七尾市障害者計画」及び「第 6期七尾市障害福祉計画」の策定に取り組みました。

※１　障害種別の未記入者 4人を含む。

障害種別 手帳交付者数 抽　出　率 アンケート
依　頼　数

アンケート
回　答　数 回 答 率

身　　　体 2,456人

約 20％

490人 256人 52 %

知　　　的   522人  92人  39人 42 %

精　　　神   456人  90人  36人 40 %

計 3,434人 672人 335人 50 %

障害児
（18 歳未満） 115人 100％ 115人 58人 50 %

（※１）
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【審議会及び分科会の開催状況】

・令和 2年 6月 25日（木）　健康福祉審議会

　七尾市障害者計画及び七尾市障害福祉計画の策定について市長より諮問

・令和 2年 7月 30日（木）　障害者福祉分科会

　次の事項について報告及び協議

　（1）計画策定の基本的な考え方

　（2）計画の進捗状況について

　（3）福祉に関するアンケート調査の実施について

・令和 2年 10月 29日（木）　障害者福祉分科会

・令和 2年 12月 18日（金）  健康福祉審議会

　計画（素案）を審議

　　　

・令和 3年 1月 28日（木）  障害者福祉分科会

・令和 3年 2月 19日（金）  健康福祉審議会

　計画（最終案）を審議

（4）市民意見募集（パブリックコメント）の実施
　令和 3 年 1 月 4 日（月）～令和 3 年 1 月 18 日（金）までの期間に、市民の皆様から計画の

素案についての意見を募集するパブリックコメントを実施しました。

　

（5）七尾市議会（全員協議会）への概要説明
　令和 3 年 2 月 22 日（月）に、七尾市議会（全員協議会）において計画の素案について概要

の説明を行いました。

（6）市長答申
　令和 3年 2月 24日（水）に、「第 5次七尾市障害者計画」及び「第 6期七尾市障害福祉計画」

を市長に答申しました。


