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■各論■ 第１章 障がい者理解の促進【啓発・広報、権利擁護】

第１章 障がい者理解の促進 ～啓発・広報、権利擁護～

【基本的な考え方】

アンケート調査結果等によると障がい者に対する無理解や偏見・差別が依然と

して存在しています。

障がい者が地域で安心して暮らすためには、周囲の理解が不可欠です。このた

め、障がい者理解に関する広報等による啓発をはじめ、学校等での福祉教育の充

実、障がいのある人とない人の交流機会の拡大等により、理解促進を図ります。

あわせて、障がい者問題を含むすべての人権問題に関する啓発に取り組むとと

もに、虐待防止対策等の権利擁護の取り組みの推進に努めます。

【施策の方向】

４.権利擁護の推進

３.交流機会の拡大

２.福祉教育の充実

１.啓発広報活動の推進
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１ 啓発広報活動の推進········································

障がい者が、住み慣れた地域で、人として尊重され、障がいのない人と同じよ

うに、いきいきと生活するためには、周囲の人が障がいのことを正しく理解し、

ともに地域で生活する仲間として、障がい者の人権を尊重することが大切です。

本市では、障がい者理解に向けた各種広報啓発活動に取り組んできましたが、

アンケート調査結果によると 2～3割の人が障がいのために差別を受けたり、嫌な

思いをした経験があると回答しており、依然として障がいに対する無理解や差

別・偏見が存在していることがわかります。

障がいに関する理解促進は一朝一夕に進むものではないため、今後も、様々な

機会や媒体を活用しながら、継続的に広報・啓発を行うことが必要です。

（１）啓発広報活動の推進

№ 施策名 内容 担当課

1
「市報のおがた」での

啓発

「市報のおがた」に障がいに関する啓発記事

を定期的に掲載するなど、市報を活用した啓

発を行います。

健康福祉課

2

「障害者の日」「障害者

週間」などを活用した

啓発

「障害者の日（12 月 9 日）」や「障害者週間

（12 月 3 日～9 日）」、「障害者雇用支援月間

（9月）」などの、市民が障がい者問題に関心

を持ちやすい時期に、市報への特集掲載等を

行い、市民意識の醸成を図ります。

健康福祉課

3
様々な媒体・機会を活

用した啓発

市報以外にも、社会福祉協議会発行の｢社協

だより｣や関係団体の発行物､市のホームペ

ージを活用するなど、広報啓発事業の創意工

夫に努めます。

健康福祉課

4
文化・スポーツ事業を

通じた啓発

「市民文化祭」や社会福祉協議会主催の「よ

こいと運動会」、「福祉まつり」などの多くの

市民が参加する文化・スポーツ・福祉関連行

事をはじめ、障がい者も参加できる各種ニュ

ースポーツを推奨するなど、文化・スポーツ

事業を通じた啓発に努めます。

健康福祉課

文化・スポー

ツ推進課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第１章 障がい者理解の促進【啓発・広報、権利擁護】

（２）障がい者や関係団体による啓発活動の促進

（３）発達障がいや精神障がい、内部障がい等に関する理解促進

№ 施策名 内容 担当課

6
障がい者や関係団体に

よる啓発活動の支援

障がい者や関係団体などが自主的に啓発活

動を行う際に、活動の広報などの支援を行い

ます。また、市で啓発事業を行う場合にも、

より効果的な啓発が行えるよう、障がい者や

関係団体からの協力を得ながら進めます。さ

らに、障がい者との相互交流によって､障が

いに対する理解を深めていきます。

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

7

発達障がいや精神障が

い、内部障がい等に関

する理解促進

発達障がいや精神障がい、高次脳機能障が

い、内部障がい、難病など、外見からわかり

にくいために特に市民の理解が遅れている

と思われる障がいについて、積極的に啓発・

広報を行います。

健康福祉課

こども育成課

№ 施策名 内容 担当課

5
商業施設等を活用した

啓発

市民が多く集まる場所での啓発活動により、

障がい者への正しい理解の促進を図ります。
健康福祉課
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２ 福祉教育の充実

障がい者に対する市民の理解を深めるためには、学校や家庭、地域、企業等の

社会の様々な場において福祉教育を推進していくことが必要です。

小・中学校においては、新学習指導要領を踏まえて、「総合的な学習の時間」や

「生活科」の時間等を活用しながら福祉教育に取り組んでいますが、幼少期から

障がいに対して正しく理解することができるよう、今後も学校での福祉教育の推

進が必要です。

行政（市役所）においては、職員育成のために「研修基本方針」及び各年度ご

との「研修計画」を作成し、これらに基づき、障がいに対する理解促進をはじめ、

接遇能力の向上等に関する研修を実施し、資質向上に努めています。市職員が障

がいを正しく理解し、障がい者の立場にたった適切な対応ができるよう、今後も

研修等の機会を通じて職員への福祉教育の推進を図ることが必要です。

地域や企業・事業所に対しては、「直方市人権教育・啓発基本計画」（平成 22 年

7 月策定）に基づき、障がい者問題を含む、すべての人権問題に関する教育や啓発

を進めており、その一環として人権問題講演会や企業同和問題研修会等を開催し

ています。企業同和問題研修会については、従業員 20 人以上の市内企業を対象に

開催し、年 7回延べ 200 社程度が参加していますが、今後も労働基準監督署やハ

ローワーク、法務局等の関係機関と連携しながら、この研修会等を活用して企業・

事業所に対する教育・啓発を継続していくことが必要です。

（１）学校での福祉教育の充実

№ 施策名 内容 担当課

8 福祉教育の充実

「総合的な学習の時間」等も活用しながら、

教育指導計画に基づき、障がいに対する理解

を深めるための福祉教育の充実に努めます。

授業の実施にあたっては、障がい者や当事者

団体などと連携した、交流型の授業の実施に

努めます。

学校教育課

9 教職員研修の実施

教職員が障がいに対して正しく理解し、児童

生徒に適切な福祉教育を行えるよう、校内研

修や各種関係機関と連携した研修を継続的

に実施します。

学校教育課

現状と課題

施策の方向
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（２）社会教育での福祉教育の充実

（３）企業等に対する理解促進

（４）市職員の理解促進

（５）福祉教材の充実

№ 施策名 内容 担当課

10
交流を通じた学習機会

の充実

「人権文化祭」等で、障がい者との交流や、

障がい者問題の学習の機会を提供します。

市民・人権

同和対策課

11
人権教育・啓発での障

がい者理解の促進

「人権問題講演会」等での障がい者問題に関

するテーマの導入や人権啓発冊子「ひらく」

での特集掲載など、人権教育・啓発の中での

障がい者理解の促進を図ります。

市民・人権

同和対策課

№ 施策名 内容 担当課

12
企業同和問題研修会で

の理解促進

企業同和問題研修会において、人権問題の一

環として、障がい者問題や障がい者に対する

支援のあり方等についての研修を行い、企

業・事業所の理解促進に努めます。

市民・人権

同和対策課

健康福祉課

13
企業等の自主研修への

支援

企業・事業所が行う障がい者理解に関する自

主研修等を支援するため、関係団体等とも連

携しながら、講師の斡旋や啓発ビデオ等の教

材の貸出、市からの出前研修等を行います。

市民・人権

同和対策課

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

14
障がい者問題に対する

正しい理解の促進

すべての市職員が障がい者問題に対して正

しく理解し、障がい者の立場にたった対応が

できるよう、全職員を対象にした研修等によ

り、理解促進を図ります。

人事課

健康福祉課

15
障がい者に対する接遇

能力の向上

マナー研修等への職員の参加を促進すると

ともに、手話講習会や、よこいと運動会への

職員の参加により､障がい者に対する接遇能

力の向上に努めます。

人事課

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

16 学習教材の活用

学校教育や社会教育等の場でより効果的な福

祉教育が行われるよう、学習冊子をはじめ、

啓発ビデオやアイマスクなどの有効な教材の

活用に努めます。

学校教育課

市民・人権

同和対策課
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３ 交流機会の拡大············································

市民が障がい者に対する正しい理解と認識を深めるためには、学校や地域等の

様々な機会を通じて幼少期から障がい者と知り合い、交流やふれあいを通じてお

互いを理解しあうことが最も効果的な方法です。

小・中学校においては、校内での日常的な交流をはじめ、地域の特別支援学校

との交流や、職場体験学習等の機会を通じた障がい者施設との交流を図っており、

今後も児童生徒が障がい者に接し、理解を深めることができるよう、様々な交流

の場・機会をつくることが大切です。

地域においては、社会福祉協議会主催の「よこいと運動会」や「福祉まつり」

等の各種行事の機会を活用して、交流機会の充実に努めています。

各地域の行事等への障がい者の参画状況には地域によって差がみられるため、

自治会等を通じて働きかけていく必要があります。

（１）学校等での交流の促進

№ 施策名 内容 担当課

17 学校等での交流

教育指導計画に基づき、小・中学校において、

障がいのある子もない子も、ともに学べる環

境づくりとして、通常学級と特別支援学級と

の日常的な交流に努めます。

また、障がいのあるなしに関わらず、安心し

て通うことのできる保育所、幼稚園の体制整

備に努めます。

学校教育課

こども育成課

18
特別支援学校等との

交流

学校行事の機会を活用して、特別支援学校と

小・中学校との交流に努めます。
学校教育課

19
障がい者施設等との交

流

障がい者が入所・通所する施設等と小・中学

校との交流を促進するため、施設が実施する

交流事業の情報を小・中学校に提供したり、

職場体験学習等の機会を活用して、交流機会

の拡大を図ります。

学校教育課

健康福祉課

現状と課題

施策の方向
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（２）地域での交流の促進

№ 施策名 内容 担当課

20
福祉関連行事への参加

促進

社会福祉協議会主催の「よこいと運動会」や

「福祉まつり」等の障がい者が参加する各種

行事について、市民の参加促進を図ります。

健康福祉課

21
地域行事への障がい者

の参加促進

運動会や文化祭、公民館行事等の地域で開催

される行事に、障がい者が気軽に参加できる

よう配慮した会場づくりや、行事内容の検討

について働きかけを行うなど、地域の理解促

進や、地域行事に関する情報提供に努めます。

健康福祉課

文化・スポー

ツ推進課

22 施設の地域開放の促進

障がい者の入所・通所施設に対して、地域と

の交流や施設開放を支援するために、施設行

事の広報や市職員の行事参加等に努めます。

健康福祉課
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４ 権利擁護の推進············································

障がい者が、住み慣れた地域で安心して生活するためには、障がい者の人権が

尊重され、その権利が守られなければなりません。

平成 25 年 6 月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害

者差別解消法）が制定され、平成 28 年 4 月 1 日から施行されました。この法律で

は、差別を解消するための措置として不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が規定

されており、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、この法律の遵守と周知のための取

り組みも必要となっています。

本市では、「あらゆる差別をなくし人権を守る条例」（平成 8年制定）に基づき、

あらゆる人が人権を尊重される差別のない社会づくりを目指して、人権意識の啓

発や人権問題に関する相談対応等に取り組んでいますが、障がい者問題をはじめ

として、様々な人権に関わる差別や偏見が依然として存在しているため、今後も

すべての人の人権擁護に向けて取り組むことが必要です。

また、障がい者の権利擁護については、「障害者虐待防止法」（平成 23 年 6 月成

立）が成立するなど、虐待防止や差別禁止の機運が高まっていることから、関連

する法制度等の内容を市民や関係機関に広く周知・啓発していくとともに、直鞍

地区障がい者等地域自立支援協議会等のネットワークを活用して、虐待防止に向

けた対策に取り組むことが必要です。

現状と課題
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（１）すべての人の人権擁護の推進

（２）障がい者の権利擁護の推進

№ 施策名 内容 担当課

23

「あらゆる差別をなく

し人権を守る条例」に

基づく人権意識の啓発

同和問題や人権問題に関する講演会や街頭啓

発等により、障がい者を含むすべての市民の

人権を大切にするという人権意識の啓発に努

めます。

市民・人権

同和対策課

24
市職員の人権意識の醸

成

障がい者問題を含むすべての人権問題に対す

る市職員の人権意識の醸成を図るため、人

権・同和研修を実施するほか、人権・同和に

関する講演会等への参加を促進します。

人事課

市民・人権

同和対策課

25
人権擁護委員による相

談の充実

福岡法務局（直方支局）と連携して、障がい

者問題を含むすべての人権問題に関する人権

擁護委員による人権相談を開催し、問題解決

の支援に努めます。

市民・人権

同和対策課

№ 施策名 内容 担当課

26
虐待防止や差別禁止に

関わる啓発

「障害者虐待防止法」等の障がい者の権利擁

護に関わる法制度の内容について、市民や関

係機関等に周知し、理解促進を図ります。

健康福祉課

27 虐待防止対策の推進

障がい者の虐待防止及び早期発見・対応を図

るとともに、障害者虐待防止法に基づく虐待

防止センターを中心に取り組みの充実を図

ります。

健康福祉課

28
障がい者施設等での

権利擁護の推進

障がい者が日中活動を行ったり、入所したり

する施設に対しては、特に障がい者の人権に

配慮した対応がなされるよう、施設職員への

研修の充実等を要請していきます。

また、利用者や各種相談機関等を通じて施設

利用に関する情報を収集するとともに、施設

に対する指導等の強化に努めます。

健康福祉課

29
権利擁護関連事業の

利用促進

判断能力が十分でない障がい者や高齢者等

の財産管理やサービス利用等を支援するた

め、「成年後見制度利用支援事業」や社会福

祉協議会が行う「日常生活自立支援事業」等

の権利擁護関連事業の周知と利用促進に努

めます【「成年後見制度利用支援事業」の見

込み量等の詳細は第 9章参照】。

健康福祉課

施策の方向
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（３）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（障害者差別解消法）の遵守及び周知

№ 施策名 内容 担当課

30
権利擁護に係る関係

機関の連携

直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会の

権利擁護部会等を活用し、関係機関の連携強

化を図ります。

健康福祉課

31
『あんしんサポートフ

ァイル』の利用促進

障がい者の状況や生活に関する情報を記録

し、関係者間での情報共有等に使用できる

「あんしんサポートファイル」について、親

亡き後の支援につながるよう利用の促進を

図ります。

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

32
直方市障害者差別解消

条例(仮称)の制定

障害者差別解消法の趣旨に基づき、不当な差

別的取扱や合理的配慮の不提供等の障がい

を理由とする差別をなくし、一人ひとりの人

格と個性が尊重され、安心して暮らすことの

できるまちづくりを進めるための「直方市障

害者差別解消条例（仮称）」の制定について、

検討を行います。

健康福祉課

関係各課

33
障害者差別解消支援

地域協議会の設置

障害者差別解消法第 17 条に基づき、障がい

を理由とする差別を解消するための取組み

を効果的かつ円滑に行うため、関係機関によ

り構成される「障害者差別解消支援地域協議

会」を設置します。

健康福祉課

34
直方市職員対応要領の

策定

国の示す、障がいを理由とする差別の解消の

推進に関する基本方針に即して、直方市の職

員が適切に対応するために「直方市職員対応

要領」を策定します。

健康福祉課

人事課



■各論■ 第２章 自分らしく働ける環境づくり【雇用・就業】

第２章 自分らしく働ける環境づくり ～雇用・就業～

【基本的な考え方】

長引く景気低迷等の影響により、障がい者の企業等への就職も非常に厳しい状

況が続いています。このような状況の中で、障がい者の一般就労の場を確保する

ため、労働基準監督署やハローワーク等と連携して、企業・事業所に対して障が

い者雇用についての理解・協力を求めていくとともに、市役所等の行政機関での

雇用の場・機会の創出に努めます。

また、障がい者にとっては就職時だけでなく、就労後の職場定着支援等、働き

続けるために様々な支援を要する人も多いことから、市内に設置されている福岡

県央障害者就業・生活支援センターをはじめとした関係機関や事業所・企業等と

連携して障がい者が働き続けられる環境づくりに取り組みます。

さらに、就労継続支援事業や地域活動支援センター等の福祉的就労の場を確保

し、一般就労が困難な障がい者が生きがいを感じながら働き続けられるよう、支

援します。

【施策の方向】

３.福祉的就労の場づくり

２.就労移行・継続支援の充実

１.企業等での雇用の促進



■各論■ 第２章 自分らしく働ける環境づくり【雇用・就業】



■各論■ 第２章 自分らしく働ける環境づくり【雇用・就業】

１ 企業等での雇用の促進······································

障がい者が地域で自立して生活するためには「就労」は極めて重要であり、働

く意欲がある障がい者が能力を活かして働ける場づくりが必要です。

障がい者の就労に関しては「障害者雇用促進法」に基づき、行政や民間企業等

は、一定割合（法定雇用率）に相当する人数以上の障がい者を雇用することが義

務付けられています。法定雇用率は、国及び地方公共団体は 2.3％、50 人以上の

規模の民間企業は 2.0％であり、本市は法定雇用率 2.3％の水準を維持できていま

すが、民間企業については、雇用率未達成のところも少なくありません。

このため、障がい者の雇用促進に向けて、「企業同和問題研修会」等の企業・事

業所が集まる機会を活用しながら、法定雇用率等の周知徹底により、企業・事業

所での障がい者雇用を促進することが必要です。

行政（市役所）での雇用確保については、前述のとおり、法定雇用率は遵守で

きているものの、より積極的に障がい者の雇用創出に取り組んでほしいとの要望

も強いことから、雇用率の維持はもとより、行政での障がい者の雇用開発や業務

委託等による雇用の場づくりについても検討を進める必要があります。

（１）企業への啓発と雇用の場の確保

№ 施策名 内容 担当課

35 企業への啓発

企業等に対して、広報や研修などを活用した

障がい者雇用についての啓発を推進していき

ます。

また、「企業同和問題研修会」等の場を活用し

て、障がい者雇用についての意識啓発に努め

ます。

健康福祉課

商工観光課

市民・人権

同和対策課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第２章 自分らしく働ける環境づくり【雇用・就業】

（２）行政での雇用の場等の創出

№ 施策名 内容 担当課

36 市職員としての雇用
障がい者枠を設けた採用試験の実施等も検

討しながら、法定雇用率の維持に努めます。
人事課

37
障がい者のための雇用

開発

障がい者に適する職場や仕事の内容・形態に

ついて、先進自治体や周辺自治体の事例等も

参考に調査・研究を行い、行政内での雇用開

発に努めます。

人事課

健康福祉課

38 業務委託の推進
作業所等への業務委託について、行政内部で

の情報提供に努めます。
健康福祉課



■各論■ 第２章 自分らしく働ける環境づくり【雇用・就業】

２ 就労移行・継続支援の充実··································

障がい者が希望する仕事に就き、働き続けるためには、様々な支援が必要です。

本市では、「直方地区障害者就労支援ブロック会議」と「直鞍地区障がい者等地

域自立支援協議会就労支援部会」を並行して行ってきましたが、基幹相談支援セ

ンター「かのん」を設立したことにより一層の機能拡充を図り、現在では「直鞍

地区障がい者等地域自立支援協議会就労支援部会」を中心に、ハローワークや福

岡県央障害者就業・生活支援センター等の専門機関と連携して、障がい者の一般

就労への移行や職場定着の支援に取り組んでいます。

アンケート調査でも、働くための環境として、障がいにあった仕事があること

や周囲の理解等が重視されていることから、直鞍地区障がい者等地域自立支援協

議会就労支援部会の関係機関が連携して、職業相談から就業に関する教育・訓練、

職場定着の支援等を行い、企業・事業所での障がい者の一般就労の継続を支援し

ていくことが必要です。

また、就労移行支援事業についても、サービス事業所と連携して、障がい者の

利用促進を図るとともに、当該事業所からの一般就労への移行が円滑に行われる

ようにすることが課題です。

（１）関係機関等との連携による就労支援

№ 施策名 内容 担当課

39 職業教育・実習等の充実

福岡県央障害者就業・生活支援センターやハ

ローワーク等と連携して、障がい者の職業教

育・実習等の充実を図ります。

健康福祉課

40 就業相談の充実

「直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会

就労支援部会」を中心に、職業相談をはじめ

とした、障がい者の就労に関わる相談・支援

に努めます。

健康福祉課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第２章 自分らしく働ける環境づくり【雇用・就業】

（２）就労移行支援事業の促進

直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会就労支援部会イメージ図

№ 施策名 内容 担当課

41 職場定着の支援

福岡県央障害者就業・生活支援センターやハ

ローワーク等と連携して、障がい者・企業双

方を支援する各種制度の周知と活用促進に

努めます。また、一人ひとりの状況に応じた

職場定着支援ができるよう、ケース会議の開

催等、関係者で情報共有しながら支援できる

体制強化を図ります。

健康福祉課

42
企業・関係機関とのネッ

トワークづくり

関係機関で設置している「直鞍地区障がい者

等地域自立支援協議会就労支援部会」で、ハ

ローワークや福岡県央障害者就業・生活支援

センターと連携して、企業や関係機関とのネ

ットワークの拡充を図ります。

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

43
就労移行支援事業の促

進

サービス事業者（施設）等と連携して、「就

労移行支援事業」等の一般就労移行のための

サービスの利用促進を図ります。【見込み量

等の詳細は第 9章参照】

健康福祉課

一般就労支援グループ

コア・メンバー

福祉的就労支援グループ

コア・メンバー

グループメンバー

(A 型事業スタッフ)

グループメンバー

(B 型事業スタッフ)

グループメンバー

(労働施設事業担当者）

グループメンバー

（移行事業スタッフ）

部会長



■各論■ 第２章 自分らしく働ける環境づくり【雇用・就業】

３ 福祉的就労の場づくり······································

働く意欲があっても年齢や障がいの程度・特性などのために企業・事業所での

一般就労が難しい障がい者もいることから、このような障がい者が生きがいを持

って働けるよう、福祉的就労の場を確保することも必要です。

このような福祉的就労の場として、就労継続支援事業や地域活動支援センター

が位置づけられており、これらの事業を行うサービス事業所等と連携して、福祉

的就労の推進を図ることが必要です。

（１）就労継続支援事業、地域活動支援センター等の促進

（２）販路拡大の支援

№ 施策名 内容 担当課

44
就労継続支援事業の

促進

福祉的就労の場として、「就労継続支援事業（A

型・B型）」のサービスの利用促進を図ります。

【見込み量等の詳細は第 9章参照】

健康福祉課

45
地域活動支援センタ

ーの利用促進

福祉的就労や交流・レクリエーション等の場と

して、「地域活動支援センター」の利用促進を

図ります。【見込み量等の詳細は第 9章参照】

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

46 販路拡大の支援

福祉的就労の場で製造される製品の販路拡大

に向け、行政内部や各種行事での販売機会の提

供などの支援に努めます。

また障がい者施設合同販売会を活用し、市民に

施設の製品を周知します。

健康福祉課

商工観光課

現状と課題

施策の方向
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第３章 安心して生活するための保健・医療の充実

～保健・医療～

【基本的な考え方】

保健・医療の分野における障がい者施策の基本は、障がいを早期に発見し、適

切な保健・医療サービスにつなげ、その後の機能低下や障がいの悪化・重度化を

予防することです。また、障がいの原因となる疾病（生活習慣病など）等の予防

も重要な課題です。

このため、母子保健事業や高齢者の介護予防を含む成人保健対策により、障が

いの予防と早期発見の充実に努めます。

また、精神保健対策として、精神障がい者に対する理解促進やサービスの充実、

自殺予防対策も含めた心の健康づくりの推進に努めます。

さらに、障がい者が必要な医療やリハビリテーションを利用したり、医療機関

から地域生活へ移行できるよう、地域の医療機関と連携して、保健・医療サービ

スの充実に努めます。

【施策の方向】

３.保健・医療サービスの充実

２.精神保健施策の充実

１.障がいの予防や早期発見の充実
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■各論■ 第３章 安心して生活するための保健・医療の充実【保健・医療】

１ 障がいの予防や早期発見の充実······························

本市では、乳幼児期の障がいの予防や早期発見のために、健診機会の充実や未

受診者に対する訪問等によるフォローの実施に取り組んでいますが、今後も、母

子保健事業を中心に、妊産婦や乳幼児の健康づくりや、発達支援を要する親子に

対する相談・支援を推進することが必要です。

また、成人期においては、障がいの原因となる疾病の予防に加え、高齢者の介

護予防対策を充実することも重要な課題であると考えられます。

（１）母子保健の充実

№ 施策名 内容 担当課

47 乳幼児健康診査の充実

乳幼児健康診査（4カ月児・7カ月児・1歳 6

カ月児・3歳児）について、受診人数に応じ

て毎月の開催回数を増やし、早期発見、早期

の療養のためのきめ細やかな支援体制を継

続していきます。

こども育成課

48 相談指導事業の充実

保護者が個々に応じた子育てができるよう

臨床心理士・作業療法士・保健師・看護師・

保育士などの専門職により「赤ちゃん相談」

等の相談指導事業を実施しています。十分な

相談時間をかけ、より具体的な支援ができる

よう努めていきます。

こども育成課

49
乳児家庭全戸訪問事業

の推進

生後 4カ月までの乳児のいる家庭を訪問し、

子育てに関する相談への対応や情報提供を

行うとともに、家庭児童相談員と連携し、支

援を要する親子を把握し、必要なサービス提

供へのつなぎ等を行います。

こども育成課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第３章 安心して生活するための保健・医療の充実【保健・医療】

（２）成人保健対策の充実

№ 施策名 内容 担当課

50 健康診査等の充実

障がいの発生につながる生活習慣病等の予

防と早期発見のため、各種がん検診や特定健

康診査等の受診率の向上に努めます。また、

各種健（検）診の結果、要指導・要医療の人

への個別指導や健康教室等の開催により、疾

病に対する理解と予防に対する知識の普及

に努めます。

健康福祉課

51 介護予防の推進

介護保険法に基づき、高齢者を対象とした介

護予防事業（一次予防事業・二次予防事業）

を推進し、高齢期の閉じこもりや寝たきり、

認知症等の予防に努めます。

健康福祉課



■各論■ 第３章 安心して生活するための保健・医療の充実【保健・医療】

２ 精神保健施策の充実········································

精神障がい者については、精神障害者保健福祉手帳所持者、自立支援医療（精

神通院）利用者ともに年々増加しており、精神障がいによる社会生活の支障等を

抱える人は増加傾向にあります。また、年齢構成をみると、18～64 歳の青年・壮

年層が全体の 9割弱を占めるなど、働き盛りの年代に多くなっているのが特徴的

です。

アンケート調査結果によると、精神障がい者は身体障がい者等に比べて差別を

受けたり、嫌な思いをした経験がある人の割合が高くなっています。本市では精

神障がいに対する理解促進のために講演会の開催や、「自殺対策強化月間」に合わ

せた市報への特集記事掲載等の啓発活動に取り組んできましたが、今後も継続し

て、理解促進のための啓発に取り組むことが必要です。また、精神障がい者の地

域への移行や定着支援のために、地域生活を支えるサービスの確保も必要です。

また、社会環境の多様化等に伴うストレスの増大等により、うつ病等の精神疾

患が増加傾向にあるため、国は、精神疾患を、がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖

尿病と並ぶ「5大疾病」と位置づけ、重点的に対策を進めていくこととして、「5

疾病 5事業」になった医療計画が、平成 25 年度から実施されています。本市にお

いてもこのような国の動向を踏まえ、うつ病予防等をはじめとした心の健康づく

りをさらに推進し、またこれを原因とした自殺の予防についても取り組んでいく

ことが必要です。

（１）広報・啓発の推進

№ 施策名 内容 担当課

52 広報・啓発の推進

市報・パンフレット等の各種媒体や人権文化

祭等の関連行事の機会を活用して、精神障が

いに対する正しい知識の普及・啓発に努めま

す。

健康福祉課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第３章 安心して生活するための保健・医療の充実【保健・医療】

（２）心の健康づくりの推進

№ 施策名 内容 担当課

53 心の健康づくりの推進

「健康日本 21」や「自殺対策基本法」等を踏

まえ、うつ病予防等の心の健康づくりや自殺

防止に関する知識の普及啓発に努めます。

健康福祉課



■各論■ 第３章 安心して生活するための保健・医療の充実【保健・医療】

３ 保健・医療サービスの充実··································

障がい者が地域で安心して生活するためには適切な医療サービスを受けること

が必要です。このことは、アンケート調査において、自宅や地域で生活するため

に必要な環境・条件の第 1位に「医療機関が近くにあること」があがっているこ

とからもわかります。

このため、地域の医療機関等と連携して、保健・医療サービスを確保するとと

もに、医療機関から地域生活への移行を支援できるしくみをつくることが必要で

す。

特に精神障がい者の医療機関からの退院促進については、国において精神科救

急医療体制の整備等の地域移行・定着に向けた取り組みが推進されており、本市

においても、引き続き県や周辺市町村、地域の医療機関等と連携しながら、地域

の環境整備に取り組むことが重要な課題です。

（１）障がい者に対する保健・医療サービスの充実

№ 施策名 内容 担当課

54 医療機関に対する啓発

障がい者が地域で必要かつ適切な医療やリ

ハビリテーションを受けられるよう、医療機

関に対して理解・協力を求めていきます。

健康福祉課

55
医療機関と連携した

退院促進

医療機関や障がい者支援施設等の関係機関

と連携し、医療機関に入院している障がい者

の退院促進を図ります。

健康福祉課

56 通院の支援

通院が困難な障がい者に対する支援として、

市社会福祉協議会との連携により、移送サー

ビスの充実に努めます。

健康福祉課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第３章 安心して生活するための保健・医療の充実【保健・医療】

（２）救急医療体制の充実

№ 施策名 内容 担当課

57
受診に対する支援の

充実

重度障がい者の入院・通院にかかる医療費を

支給することにより、医療費の負担軽減を図

ります。

保険課

58
自立支援医療(精神通

院)の活用の促進

精神障がい者の通院に係る医療費の負担軽

減のため、自立支援医療(精神通院)の利用促

進に努めます。

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

59 救急医療体制の充実

地元医師会等の関係機関と連携して、在宅当

番医制や病院輪番制により夜間や休日の救

急医療体制の確保・充実に努めます。

健康福祉課



■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】

第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実

～療育・教育～

【基本的な考え方】

障がいのある子どもが健やかに育っていけるよう、乳幼児期から学校卒業まで

の成長段階ごとに、そのニーズに応じた切れ目のない支援を行っていくことが大

切です。このため、こども育成課を中心に庁内の関係部署間での情報共有や連携

を強化するとともに、要保護児童対策地域協議会において庁外関係機関とも連携

しながら、障がいの発見から保育、教育、学校卒業にいたるまでの一貫した療育・

教育のしくみづくりとその強化に取り組みます。

また、発達障がいへの対応も含めた早期療育や、障がい児保育等の就学前の保

育・教育の充実に努めるとともに、小・中学校での学校教育においては、障がい

のある児童生徒に対して、一人ひとりの個性に応じた教育を行えるよう、今後も、

必要な教育・支援の場の確保や専門職等の人材確保に努めます。

【施策の方向】

１.一貫した療育・教育のしくみづくり

２.早期療育の充実

３.就学前の保育・教育の充実

４.学校教育等の充実



■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】



■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】

１ 一貫した療育・教育のしくみづくり··························

障がいのある子どもが、乳幼児期から学校卒業まで、そのニーズに応じて一貫

した療育・教育を受けられるよう、支援のしくみをつくることが必要です。

本市では、平成 23 年度に教育委員会内に「こども育成課」を新設し、母子保健

と教育分野の庁内連携の強化を図るとともに、要保護児童対策地域協議会の実務

者会議である「発達支援部会」の機能充実を図り、関係機関とも連携を強化し、

ケース検討会議等を通じて、障がいのある子どものニーズに応じた支援の充実に

努めています。

また、発達障がい等の特別な支援を必要とする子どもに対しては、平成 23 年度

から「発達支援相談窓口」を開設し、専門的な相談・支援に取り組んでいます。

今後は、これらの組織やネットワークのさらなる機能充実を図り、障がいのあ

る子ども一人ひとりに応じた、一貫した個別支援の充実を図ることが必要です。

（１）一貫した療育・教育のしくみづくり

№ 施策名 内容 担当課

60
要保護児童対策地域協

議会の充実

虐待・非行・障がい児等も含めた、保護や支

援を必要とする児童の様々な問題について

検討する「要保護児童対策地域協議会」につ

いて、「発達支援部会」の機能充実を図り、

保健・医療・福祉・教育関係各課や関係機関

が連携して、障がいのある子ども等への地域

での療育や教育、生活支援対策の充実に努め

ます。

こども育成課

学校教育課

61 個別療育支援の充実

特別支援学校や児童通所支援事業所、発達支

援事業所や発達障害者支援センター等の関

係機関と連携して、発達段階に応じた療育・

相談やサービス提供を行い、療育支援に努め

ます。

こども育成課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】

【直方市要保護児童対策地域協議会の概要】

№ 施策名 内容 担当課

62
個別支援計画の作成等

による支援

障がいの発見から就学及び卒業にいたるま

での個別支援計画を策定するなど、きめ細や

かな支援に努めます。

学校教育課

63
一貫した支援に向けた

専門職の確保

障がいのある子どもの成長段階に応じた支

援をスムーズに実施するため、保健師や作業

療法士、臨床心理士、スクールソーシャルワ

ーカー等の必要な専門職の確保と職種間の

連携強化に努めます。

こども育成課

学校教育課

直方市要保護児童対策地域協議会

児童・生徒部会
コーディネーター

学校教育課

乳幼児部会
コーディネーター

こども育成課（母子保健係）

乳児院

保育所

幼稚園

医師会

こども育成課

（家庭支援係）

中学校

北九州教育事務所

子育て支援センター

家庭児童相談室

人権教育研究協議会

保健福祉環境事務所

小学校 児童相談所

健康福祉課（障がいサービス係）

こども育成課（母子保健係）

学校教育課

保護課

警察署

民生委員・児童委員
飯塚少年サポートセンター

人権擁護委員協議会

高等学校

法務局

基幹相談支援センター「かのん」

障がい福祉サービス事業所

特別支援学校

発達支援部会
コーディネーター

学校教育課

こども育成課（母子保健係）

事務局



■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】

２ 早期療育の充実············································

障がいのある子どもにとっては、早期に必要な治療や支援を受けることが、そ

の後の成長において非常に大切です。

本市では、乳幼児健康診査等で把握した障がいのある子ども等に対して訪問事

業や各種教室等を実施しており、今後もこれらの事業を中心に、早期療育の充実

を図ることが必要です。

（１）早期療育・指導体制の充実

№ 施策名 内容 担当課

64
乳幼児健康診査後の指

導・フォロー体制の充実

乳幼児健診後、発達に特別な支援を必要とす

る子どもに対して、育児相談や家庭訪問、親

子遊び教室等において適切な支援を行いま

す。

こども育成課

65 養育支援訪問事業

障がいのある子ども等をはじめ、養育支援が

必要な親子に対して、保健師や作業療法士、

母子保健推進員が家庭訪問等を行い、個別療

育（技術援助）を実施し、養育の支援に努め

ます。

こども育成課

66 療育事業の充実

乳幼児健診等により個別に支援が必要な親

子に対して、小集団の中で運動や言語、社会

性等の発達支援を行うため、各種相談や教室

による療育の充実に努めます。

こども育成課

67 療育・指導の場の確保

発達支援相談窓口において療育に取り組む

とともに、特別支援学校や児童通所支援事業

所、発達障害者支援センター、医療機関等と

連携して、障がい発見後の療育・指導の場を

確保し、療育支援に努めます。

こども育成課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】

３ 就学前の保育・教育の充実··································

就学前の乳幼児については、障がいに応じた療育とともに、保育所・幼稚園で

の受け入れなど、地域の中で障がいの有無に関わらずともに学びともに育つ環境

づくりが必要です。

このため、保育所や幼稚園での障がいのある子どもの受け入れを推進するとと

もに、障がいのある子どもに適切な保育・教育が行われるよう、研修等による保

育士・幼稚園教諭等の資質向上やこれらの関係者に対する支援を行うことが必要

です。

（１）障がい児保育等の充実

№ 施策名 内容 担当課

68 障がい児保育の充実

保育所における障がい児の受け入れを推進

するため、障がい児保育事業に対しての助成

を行います。

こども育成課

69

幼稚園での障がいのあ

る子どもの受け入れ促

進

私立幼稚園においても可能な限り障がいの

ある子どもの受け入れが行われるよう、働き

かけていきます。

学校教育課

70
保育所等に対する巡回

訪問による支援

保育所や幼稚園等を保健師等が巡回し、支援

を要する子どもに対する支援や、保育士・幼

稚園教諭等への支援を行います。

こども育成課

71 保育士の資質向上

保育所で障がいのある子どもに対して適切

な対応ができるよう、直方市保育協会や各保

育所と連携して、支援が必要な子どもへの対

応方法等についての研修を行い、保育士の資

質向上を図ります。

こども育成課

72
幼稚園教諭等の資質向

上

幼稚園で障がいのある子どもに対して適切

な教育が行われるよう、地域の幼稚園と連携

して保育所・幼稚園・小学校合同の研修会等

を行い、幼稚園教諭等の資質向上と障がい理

解の促進に努めます。

学校教育課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】



■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】

４ 学校教育等の充実··········································

すべての子どもは、その個性に応じて、適切で、きめ細かな教育を受ける権利

をもっています。特に、障害者権利条約に基づき、教育分野においては、障がい

のある子とない子がともに学ぶことができる教育が求められています。

本市においても、小・中学校への特別支援学級の設置やそれに伴う加配教員の

配置等、可能な限り地域の学校においてともに学べる環境づくりに取り組んでき

ました。アンケート調査では、障がいのある子どもの保育・教育に関する要望と

して、専門的な知識を持った教職員の配置を望む意見も多かったことから、特別

支援学級や通級による指導等の場の確保や教職員等の人員確保に取り組むととも

に、教職員の資質向上を図ることが必要です。

就学時の支援については、障がいの特性や保護者の希望等を十分に考慮して適

切な就学先を決定するために、保健・医療・福祉・教育等の関係者による就学指

導委員会を設置しています。今後も、障がいのある子ども一人ひとりに応じた適

切な就学支援ができるよう、委員会の充実や指導主事等による就学指導・進路指

導等の充実を図ることが必要です。

（１）特別支援教育の推進

№ 施策名 内容 担当課

73 教職員研修の充実

県や特別支援学校等の専門機関と連携して、

教職員や特別教育支援員を対象とした特別

支援教育についての研修等の開催と参加促

進に努め、特別支援教育に対する知識と理解

を深めます。

学校教育課

74
特別支援学校との連携

の充実

特別支援学校と連携し、研修等による教職員

の資質向上をはじめ、児童生徒一人ひとりに

応じた教育課程の編成・実施や、訪問教育、

進路指導等の充実を図ります。

学校教育課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】

（２）適切な就学指導等の推進

№ 施策名 内容 担当課

75 特別支援学級の確保

障がいのある児童生徒や各校の状況等を勘

案しながら、特別支援学級の新設・増設に努

めます。

学校教育課

76 教育支援員の配置

発達障がいのある児童生徒等の学習を助け

たり、学校生活を支援する教育支援員の配置

に努めます。

学校教育課

77
通級による指導等の場

の設置

通常の学級に在籍している軽度の障がいの

ある児童に対して、自立活動等の障がいに応

じた特別の指導を行うため、通級による指導

等の場（通級指導教室）の設置に努めます。

学校教育課

№ 施策名 内容 担当課

78 教育支援委員会の充実

保健・医療・福祉等の関係機関と連携して「教

育支援委員会」を開催し、保護者の意向を踏

まえながら、障がいのある子どもに対して適

切な就学指導を行います。

学校教育課

こども育成課

79
適切な就学指導・進路

指導の充実

障がいのある子ども一人ひとりの特性や希

望に応じた最適な進路を選択できるよう、就

学指導や進路指導の充実に努めます。

学校教育課

こども育成課

80 指導主事等の人材確保

適切な就学指導が行えるよう、県及び教育事

務所等と連携して、指導主事等の確保に努め

ます。

学校教育課

81 保護者等への啓発

障がいのある子ども及び特別支援教育につ

いて正しい理解と認識を得ることができる

ように、市報や「学校だより」等を活用して

地域住民や保護者に対する啓発活動に努め

ます。

学校教育課

こども育成課

82
職業教育・職場体験の

充実

児童生徒が学校卒業後に社会で自立して生

活できるよう、中学校や特別支援学校等での

職業教育・職場体験の充実に努めます。

また、市役所や市の関係施設等において、職

場体験の受け入れに努めます。

学校教育課

http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E6%B4%BB


■各論■ 第４章 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育・教育の充実【療育・教育】

（３）学校施設・設備の充実

（４）放課後対策や日中活動の充実

№ 施策名 内容 担当課

83 学校施設・設備の改善

障がいのある子どもが安全で快適に学校生活

を送ることができるように、小・中学校の施

設や設備について、手すりやスロープの設置

等をはじめとしたバリアフリーやユニバーサ

ルデザインの視点に基づいた整備・改善に努

めます。

学校教育課

教育総務課

№ 施策名 内容 担当課

84

児童発達支援及び放課

後等デイサービスの充

実

障がいのある児童生徒等に日常生活における

基本的な動作の指導や集団への適応訓練等を

行う場を提供します。

健康福祉課

85
学童保育の支援体制の

充実

市内の小学校での学童保育における障がい児

の受け入れ体制を充実していきます。

また、各学童クラブに対して、指導員研修の

働きかけを行うなど、資質の向上を図ります。

こども育成課

86
障がい児放課後等対策

事業の充実

障がいのある児童生徒の放課後対策及び家族

の就労や休息のための支援として、直方特別

支援学校において、障がいのある児童生徒の

放課後の活動の場所を提供します。

健康福祉課



■各論■ 第５章 地域生活を支える多様な支援の充実【福祉サービス等】

第５章 地域生活を支える多様な支援の充実

～福祉サービス等～

【基本的な考え方】

アンケート調査結果によると、今後の暮らし方については、福祉施設等への入

所を希望している人は各障がいとも 1割に満たず、大半の人が地域での生活を望

んでいます。このような障がい者の意向等を踏まえ、今後の福祉サービスについ

ては、入院・入所中の障がい者の地域生活への移行を含め、障がい者の地域生活

の定着・継続支援の視点をより重視しながら充実を図ることが必要です。

福祉サービスについては、「児童福祉法」の改正や「地域社会における共生の実

現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法

律」の施行に伴い、児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業の創設、共同

生活介護と共同生活援助の一元化等の制度の見直しが行われ、この見直しに基づ

く新たなサービス体系のもと、サービス事業者等と連携して、サービスの確保と

利用促進を図ってきました。さらに、地域生活支援事業やその他の在宅福祉サー

ビスとして、本市の特性に応じた必要なサービスメニューの提供も行っています。

今後は、利用者のニーズを的確に把握し、これらのサービスを適切に提供するた

めのプランの作成が重要です。

また、障がい者が地域で生活する際に必要な情報を提供したり、様々な生活上

の相談に対応するため、情報提供・相談支援体制の機能充実を図ります。

４.情報提供・相談体制の充実

３.住まいの確保と居住支援

２.日中活動の場の確保

１.在宅福祉サービスの充実

【施策の方向】



■各論■ 第５章 地域生活を支える多様な支援の充実【福祉サービス等】

１ 在宅福祉サービスの充実····································

障がい者が地域で安心して生活できるようにするためには、支援にあたってい

る家族の負担軽減も含め、様々な生活支援ニーズに応えられるサービスを、質・

量両面で確保していくことが必要です。

アンケート調査によると、日常生活の動作の中で外出に支援を要する人の割合

が高くなっており、外出や移動を支援するサービス等を充実していく必要があり

ます。また、緊急時の短期入所や一時預かり等については利用意向が高く、様々

な在宅サービスが求められていることがわかります。

このようなニーズを勘案しながら、障害者総合支援法における自立支援給付等

のサービスや、市独自の地域生活支援事業等の充実を図ることが必要です。

（１）生活支援のためのサービスの充実

№ 施策名 内容 担当課

87 訪問系サービスの充実

在宅で生活する障がい者に対する訪問系サ

ービスの充実を図ります。【見込み量等の詳

細は第 9章参照】

健康福祉課

88 短期入所等の充実

在宅で介護を行っている人が介護できない

状況になった時のサービスである、短期入所

等の障がい福祉サービスの充実を図ります。

【見込み量等の詳細は第 9章参照】

健康福祉課

89
地域生活支援事業によ

る生活支援の充実

障害者総合支援法における地域生活支援事

業として、訪問入浴サービス事業や、日中一

時支援事業、日常生活用具の給付等の充実を

図ります。【見込み量等の詳細は第 9章参照】

事業内容について、市民ニーズに応じたより

よい事業展開を図ります。

健康福祉課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第５章 地域生活を支える多様な支援の充実【福祉サービス等】

（２）外出・移動支援サービスの充実

（３）コミュニケーション支援の充実

№ 施策名 内容 担当課

90 移動支援の充実

障害者総合支援法における行動援護・同行援

護等による移動支援の充実を図ります。【見

込み量等の詳細は第 9章参照】

健康福祉課

91
福祉タクシー料金助成

事業の充実

福祉タクシー料金の助成について、市民ニー

ズを把握しながら、サービスの充実と制度の

周知・利用促進に努めます。

健康福祉課

92
自動車運転免許・改造

助成制度の充実

障がい者の外出支援、社会参加支援の一環と

して、自動車運転免許取得や自動車改造に関

わる費用の助成を行います。【見込み量等の

詳細は第 9章参照】

健康福祉課

93
移動送迎支援事業

（社協事業）への支援

社会福祉協議会が実施している重度障がい

者等に対する移動送迎支援事業に補助を行

い、重度の障がい者の移動を支援します。

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

94
意思疎通支援事業の充

実

地域生活支援事業の「意思疎通支援事業」と

して、専任手話通訳者の設置や手話通訳登録

派遣事業を行います。【見込み量等の詳細は

第 9章参照】

健康福祉課

95
意思疎通支援ボランテ

ィア等の活動支援

手話や点訳、朗読等の奉仕員等の養成を行

い、ボランティアの育成に努めます。

ボランティアサポートシステム等を活用し

ながら、手話や点訳等のボランティア団体の

活動支援に努めます。

健康福祉課

総務・コミュ

ニティ推進課

96
直方市手話言語条例

（仮称）の制定

障害者基本法の趣旨に基づき、手話を必要と

する人々が安心して地域生活を送る環境づ

くりを推進していくための「直方市手話言語

条例（仮称）」の制定について、検討を行い

ます。

健康福祉課



■各論■ 第５章 地域生活を支える多様な支援の充実【福祉サービス等】

（４）補装具・日常生活用具等の利用促進

,

№ 施策名 内容 担当課

97
補装具・日常生活用具

の利用促進

障害者総合支援法に基づくサービスとして、

補装具の交付や修理を行います。また、障害

者総合支援法の「地域生活支援事業」として

日常生活用具の給付を行います。【見込み量

等の詳細は第 9章参照】

健康福祉課



■各論■ 第５章 地域生活を支える多様な支援の充実【福祉サービス等】

２ 日中活動の場の確保········································

障がい者は地域の中で様々な日中活動を希望しており、障がい者の多様なニー

ズに対応できる日中活動の場・機会の提供が不可欠です。

このため、サービス事業者と連携して、障害者総合支援法に基づく日中活動系

サービスや地域活動支援センターの充実とその利用促進を図ることが大切です。

（１）日中活動の場の確保

№ 施策名 内容 担当課

98
日中活動系サービスの

充実

障がい者が希望に応じて、自立訓練や就労訓

練等の様々な日中活動を選択できるよう、障

害者総合支援法の日中活動系サービスの充

実を図ります。【見込み量等の詳細は第 9章

参照】

健康福祉課

99
地域活動支援センター

の機能強化

「地域活動支援センター」について、障がい

者の日中活動の場としてのさらなる機能強

化と活動支援の充実に努めます。【見込み量

等の詳細は第 9章参照】

健康福祉課

100
日中一時支援事業の充

実

障害者総合支援法の「地域生活支援事業」と

して、日中の障がい者の預かりや日中活動の

場を提供します。【見込み量等の詳細は第 9

章参照】

健康福祉課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第５章 地域生活を支える多様な支援の充実【福祉サービス等】

３ 住まいの確保と居住支援····································

障がい者が安心して地域で暮らすためには、生活の基盤となる住まいが必要で

す。

本市には、平成 28 年 8 月現在、市営住宅が 1,595 戸（70 団地）ありますが、障

がい者等に配慮した改修・整備を進める必要があります。

また、アンケート調査によると、知的障がい者の 2割弱が地域の中の共同生活

の場で暮らしたいと回答していることから、グループホームについては、このよ

うなニーズも踏まえながら、基盤整備や利用促進に取り組むことが必要です。

一般住宅への入居を支援する「住宅入居等支援事業」については、障がい者の

ニーズを把握し、適切な利用促進を図るため、地域の関係機関と連携して進めて

いくことが必要です。

（１）障がい者にやさしい住まいづくりの推進

№ 施策名 内容 担当課

101 公的住宅の改善

「市営住宅ストック総合計画」に基づき、建

て替え時にエレベーター設置や居室のバリ

アフリー化など、障がい者・高齢者に配慮し

た住宅の改善・整備を計画的に進めていきま

す。また、「公営住宅法」に基づいた入居基

準への配慮を行うなど、障がい者の住まいの

確保に努めます。

都市計画課

住宅課

102 住宅改修の促進

「地域生活支援事業」の「日常生活用具給付

等事業」において、住宅改修費の支給（居宅

生活動作補助用具）を行い、障がい者の住宅

改修の支援に努めます。【見込み量等の詳細

は第 9章参照】

また、高齢障がい者については、介護保険制

度の住宅改修等の利用についても周知・促進

していきます。

健康福祉課

保険課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第５章 地域生活を支える多様な支援の充実【福祉サービス等】

（２）グループホームの整備促進

（３）居住支援策の推進

（４）施設福祉サービスの充実

№ 施策名 内容 担当課

103 グループホームの確保

社会福祉法人や民間のサービス事業者、医療

機関等と連携して、グループホームの基盤整

備に努めます。【見込み量等の詳細は第 9章

参照】

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

104
住宅入居等支援事業の

推進

一般住宅への入居を希望している障がい者

に対して、入居に必要な支援を行う「住宅入

居等支援事業」の利用促進を図ります。【見

込み量等の詳細は第 9章参照】

健康福祉課

105 融資制度等の周知

障がい者に配慮した住宅整備を支援するた

め、県社会福祉協議会等の生活福祉資金制度

の周知を図ります。

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

106 入所施設の確保

自宅やグループホーム等での生活が困難な

障がい者の生活の場として、県や近隣市町村

等と連携して、入所施設の確保に努めます。

【見込み量等の詳細は第 9章参照】

健康福祉課

107 入所施設の環境整備
施設に対して、入所者が快適に生活できる環

境づくりを支援していきます。
健康福祉課



■各論■ 第５章 地域生活を支える多様な支援の充実【福祉サービス等】

４ 情報提供・相談体制の充実··································

障がい者が地域で自立して生活するためには、日常生活に関わる様々な情報を

入手したり、生活上の困りごとを気軽に相談できる場が必要です。

情報提供については、市報等の紙媒体によるものに加え、携帯電話等の電子メ

ールを活用した市政情報配信システム「つながる のおがた」を運用し、障がい

者に対しても登録を呼びかけています。今後も新しい情報技術等も活用しながら、

情報提供の充実を図ることが必要です。

相談体制については、平成 26 年度より関係機関で「広域相談支援体制検討会」

を立ち上げて相談支援体制の見直しを行い、平成 28 年 4 月に新しく基幹相談支援

センター「かのん」を設置しました。これに伴い、相談員の資質向上や関係機関

との連携強化等、さらなる充実に努めていきます。

（１）情報提供の充実

№ 施策名 内容 担当課

108
市報等の点訳・音訳の

推進

ボランティア等と連携して「市報のおがた」

の点訳・音訳版を今後も作成していきます。

また、直方議会だよりや教育委員会だよりに

ついても点訳・音訳等に努めます。

企画経営課

109
福祉情報パンフレット

等の作成

「障がい者のしおり」など、福祉制度やサー

ビスのしくみ・内容、市の施策等をわかりや

すく記載した福祉のパンフレットを作成・配

布します。

健康福祉課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第５章 地域生活を支える多様な支援の充実【福祉サービス等】

（２）相談体制の充実

№ 施策名 内容 担当課

110
サービス事業者情報の

提供

障がい者がサービスを選ぶ際の資料として、

障害者総合支援法でサービスを提供する事

業所の情報を収集した「事業所一覧」等の活

用促進を図ります。

健康福祉課

111
インターネット等での

情報提供

ホームページや携帯電話等メール配信サー

ビス「つながる のおがた」等のインターネ

ットを活用した情報提供に努めます。情報提

供の際は、大きな文字やわかりやすい表現な

ど、障がい者や高齢者を含めたすべての市民

にとって見やすく、わかりやすい画面づくり

に努めます。

企画経営課

健康福祉課

関係各課

112
障がい者のための情報

コーナーの設置

障がい者に対する情報提供の一環として、図

書館に点字図書やビデオライブラリーなど

の情報コーナーを設置し、活用を促進しま

す。

文化・スポー

ツ推進課

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

113
障がい者相談支援セン

ター等の充実

基幹相談支援センター「かのん」を中心に各

相談支援センターと連携し、障害者総合支援

法に基づく相談支援体制（相談支援事業）を

充実し、サービス等利用計画の促進を図りま

す。【見込み量等の詳細は第 9章参照】。

健康福祉課

114
障がい者相談員との連

携

障がい者相談員と行政との連携をさらに深

め、福祉サービスや生活に関する相談事業の

充実に努めます。

健康福祉課

115

地域包括支援センタ

ー・在宅介護支援セン

ターとの連携

介護保険の対象となる高齢障がい者につい

ては、地域包括支援センター・在宅介護支援

センター等の高齢者の相談機関とも連携し

て、相談対応を行います。

健康福祉課

116 個別ケア会議の充実
各相談支援センター間で実施している個別

ケア会議の充実を図ります。
健康福祉課



■各論■ 第６章 生きがいづくりや社会参加の促進【社会参加】

第６章 生きがいづくりや社会参加の促進 ～社会参加～

【基本的な考え方】

障がい者が気軽に集まれる居場所づくりとして、地域活動支援センター等の利

用促進を図るとともに、既存の施設を活用する等多様な形態での活動の場づくり

や環境整備に努めます。

また、障がい者が、地域活動やスポーツ・レクリエーション・文化活動等を通

じて、就労以外の場でも積極的に社会参加できるよう、関係団体と連携して、障

がい者が気軽に参加できる各種活動の充実に努めます。

【施策の方向】

１.多様な居場所づくりの促進

２.スポーツ・レクリエーション・文化活動の促進

３.地域活動の促進



■各論■ 第６章 生きがいづくりや社会参加の促進【社会参加】

１ 多様な居場所づくりの促進··································

家庭や職場、通っているサービス事業所等以外で、障がい者が仲間と集ったり、

立ち寄ったりできる居場所が求められています。

本市には直鞍 2市 2 町で委託している地域活動支援センターがあり、障がい者

の居場所としての機能を果たしてきました。

しかしながら、策定委員会での意見や関係団体ヒアリング等においては、利便

性の高い場所で、かつ障がいのある方に限らず誰もが集い交流のできるような居

場所づくりについての要望もあがっていることから、今後、利用状況やニーズに

沿った居場所づくりや環境改善を図ることが課題となっています。

（１）居場所づくりの推進

№ 施策名 内容 担当課

117 居場所の確保

障がいのある人もない人も気軽に集える居場

所の確保及び周知に努めるとともに、利用し

やすいしくみづくりに取り組みます。

健康福祉課

99
（再掲）

地域活動支援センタ

ーの機能強化
（№99参照）

118 その他の施設の活用

庁内関係部署や関係機関等が連携して、障が

い者の居場所として活用できる場を調査・把

握するとともに、施設環境整備に努めます。

健康福祉課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第６章 生きがいづくりや社会参加の促進【社会参加】

２ スポーツ・レクリエーション・文化活動の促進················

本市では、障がい者のスポーツ支援の一環として、「ボウリング大会」を実施し

ているほか、「市民文化祭」への障がい者の出展など、障がい者のスポーツ・レク

リエーション・文化活動の促進に努めています。

今後も、障がい者の社会参加と生きがいづくりの一環として、このような取り

組みをさらに進め、障がい者がスポーツ・レクリエーション活動や文化活動を楽

しむことができる機会を確保することが必要です。

（１）スポーツ・レクリエーション活動の促進

№ 施策名 内容 担当課

119

スポーツ・レクリエー

ションを通じた交流の

促進

ボウリング大会など、障がいの有無に関わり

なく参加できるスポーツ・レクリエーション

の機会を充実し、市民の交流の促進を図りま

す。

健康福祉課

120
障がい者スポーツ活動

の支援

障がい者のスポーツ活動への支援に努めま

す。

文化・スポー

ツ推進課

健康福祉課

121
障がい者スポーツ大会

等への参加促進

障がい者団体や体育協会、県等と連携し、障

がい者スポーツ・レクリエーションに関わる

各種大会等に関する周知と参加促進に努め

ます。

健康福祉課

122
すべての市民が楽しめ

るスポーツの推進

高齢者や障がい者をはじめ、すべての市民が

楽しめるスポーツの場づくりとして、体育協

会が設立した、地域総合型スポーツクラブ

「わくわくクラブのおがた」の活動支援に努

めます。

また、スポーツ推進委員等と連携して、障が

い者等が楽しめるニュースポーツの推進に

努めます。

文化・スポー

ツ推進課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第６章 生きがいづくりや社会参加の促進【社会参加】

（２）文化・芸術活動の促進

（３）障がい者の利用に配慮した生涯学習等の環境整備

№ 施策名 内容 担当課

123
文化・芸術活動を通じ

た交流の促進

「市民文化祭」など、障がいの有無に関わり

なく参加できる文化・芸術関連行事を充実

し、文化・芸術活動を通じた市民の交流の促

進を図ります。

文化・スポー

ツ推進課

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

124
学習支援機材・資料等

の充実

視聴覚機材や点字・録音図書等の生涯学習の

ための機材・資料の整備・充実に努めます。

文化・スポー

ツ推進課

125
講演会等への手話通訳

者の派遣
講演会等への手話通訳者の派遣を行います。 健康福祉課

126
社会教育施設等の

整備・改善

図書館や体育館、中央公民館、ユメニティの

おがた等の社会教育関連施設について、点字

ブロックやエレベーター、障がい者用駐車場

や多目的トイレ等の障がい者の利用に配慮

した設備の整備や、バリアフリー・ユニバー

サルデザインの視点に基づいた整備・充実に

努めます。

また、施設の性質や構造上、改造等が難しい

場合は、施設職員が障がい者の利用に際して

きめ細やかな支援を行うなどの配慮に努め

ます。

文化・スポー

ツ推進課



■各論■ 第６章 生きがいづくりや社会参加の促進【社会参加】

３ 地域活動の促進············································

障がい者の地域移行・地域定着のためには、障がいの有無に関係なく、同じ地

域に住む人同士がお互いを理解しあいながら、様々な活動に参加・参画できる環

境があることが大切です。

本計画をはじめとする障がい者に関連する市の計画等の策定に際しては、当事

者の参画に配慮しており、今後も計画策定や関連施策の実施段階等で、可能な限

り当事者からの意見を把握し、反映することが必要です。

また、自治会等への障がい者の参画や障がい者団体の活動支援についても、こ

れらの関係団体と連携して、引き続き取り組むことが必要です。

さらに、選挙については、障がいの有無にかかわらず、平等に投票の権利が行使

できるように投票環境の整備や投票機会の確保のための適切な支援が必要です。

（１）市政や地域活動への参画

№ 施策名 内容 担当課

127 計画策定への参画促進

障がい者の生活に関わる各種計画を策定す

る際は、計画策定委員会等への障がい者の参

画を促進し、障がい者の意見を踏まえた計画

づくりに努めます。

健康福祉課

企画経営課

128 障がい者との意見交換

障がい者の声を市政に反映させるため、障が

い者団体等と行政との意見交換の場づくり

に努めます。

健康福祉課

129 選挙等における配慮等

移動に困難を抱える障がい者に配慮した投

票所のバリアフリー化、障がい者の利用に配

慮した投票設備等、投票所における投票環境

の向上に努めます。また、指定病院等におけ

る不在者投票、郵便等による不在者投票の適

切な実施の促進により、選挙の公正を確保し

つつ、投票所での投票が困難な障がい者の投

票機会の確保に努めます。

選挙管理委員会

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第６章 生きがいづくりや社会参加の促進【社会参加】

（２）障がい者団体の活動支援

№ 施策名 内容 担当課

132
障がい者団体の広報・

啓発

障がい者団体の活動を支援するため、社協だ

より等での活動内容の紹介などの広報・啓発

を行います。

健康福祉課

133
障がい者団体の行事等

の支援

障がい者団体が行う行事等の広報や後援等

による開催支援に努めます。
健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

130 地域活動への参画促進

自治会等の地域活動に障がい者が積極的に

参画できるよう、自治会等に対する啓発に努

めます。

また、障がい者に対する地域の各種行事の情

報提供に努めます。

総務・コミュ

ニティ推進課

健康福祉課

131 各種行事への参加促進

「市民文化祭」や「産業まつり」「夏まつり」

などの市民行事への障がい者の参加を促進

するため、関係機関に対する啓発や支援に努

めます。また、障がい者の参加を通じて相互

交流を深め､地域活動に参加しやすい環境づ

くりを進めていきます。

健康福祉課



■各論■ 第７章 障がい者を支える人づくりの推進【人材育成】

第７章 障がい者を支える人づくりの推進 ～人材育成～

【基本的な考え方】

障がい者が地域で安心して生活するためには、保健・医療・福祉分野をはじめ

とした様々な分野の専門職による支援が必要です。

このため、保健師や社会福祉士等の市職員専門職の確保と資質向上を図るとと

もに、サービス事業者と連携して、ヘルパー等のサービス従事者の確保・資質向

上を促進していきます。

また、障がい者を支える人材として、ボランティアも非常に重要な存在である

ことから、地域で障がい者の生活を支える福祉ボランティアの育成と活動支援に

努めます。

【施策の方向】

２.ボランティア活動の推進

１.専門職等の養成・確保



■各論■ 第７章 障がい者を支える人づくりの推進【人材育成】

１ 専門職等の養成・確保······································

障がい者に対して、様々な生活の場面で適切なサービス提供や相談対応を行う

ためには、専門職の確保は不可欠です。

本市では、保健師や社会福祉士等の計画的な確保を進めており、今後もニーズ

を踏まえた人員の配置を行うとともに、研修等により資質や技術の向上を図るこ

とが必要です。

また、障がい者からの相談を受ける窓口としての行政職員や相談支援センター

の相談員について研修等の奨励を行い、育成を進めることが大切です。

あわせて、民間のサービス事業所に所属するヘルパー等のサービス従事者につ

いても、事業所と連携して、人材の確保や資質向上を図ることが必要です。

（１）専門職等の養成・確保

№ 施策名 内容 担当課

134 市職員等の確保

保健師や社会福祉士､精神保健福祉士など、

障がい者に対する専門的な行政サービス提

供に関わる専門職員について、正規職員や嘱

託職員、業務委託等の多様な形態により、確

保に努めます。

人事課

135
サービス事業者等と連

携した人材確保

サービス事業者と連携して、ホームヘルパ

ー、ガイドヘルパー等の福祉サービス従事者

の確保に努めるとともに、障がい者の多様な

ニーズに対応できる人材の確保について国

や県に要請し、必要な支援に努めます。

健康福祉課

136 相談員の資質向上

行政の各種相談窓口や障がい者相談支援セ

ンター等の相談員について、各種研修等によ

り資質向上に努めます。

健康福祉課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第７章 障がい者を支える人づくりの推進【人材育成】

（２）専門職等の資質向上

№ 施策名 内容 担当課

137 市専門職の資質向上

県や県立大学・関係機関等とも連携しなが

ら、研修を充実し、専門職の資質向上を図り

ます。

人事課

健康福祉課

138
サービス従事者の資質

向上

県や関係機関等とも連携しながら、ホームヘ

ルパーやガイドヘルパー研修を充実し、サー

ビス従事者の資質向上を支援します。

健康福祉課



■各論■ 第７章 障がい者を支える人づくりの推進【人材育成】

２ ボランティア活動の推進····································

障がい者が地域で生活するためには、行政サービスだけでなく、ボランティア

等による日常的なきめ細かい支援が大変重要な役割を果たしています。

本市では、ボランティア活動の活性化を図るため、ボランティアサポートシス

テム「縁（ゆかり）ネット」を立ち上げ、ホームページ上での情報提供・登録シ

ステムの構築や、ボランティアに関する相談やコーディネイト等の機能の充実を

図っています。

今後もこのしくみ等を活用して、障がい者への支援ボランティアをはじめとし

た、ボランティアによる「共助」の取り組みの活性化を図ることが必要です。

（１）ボランティアの育成と活動支援

№ 施策名 内容 担当課

139
ボランティア団体との

連携

市社会福祉協議会と連携して、ボランティア

団体の育成と活動支援に努めます。

総務・コミュ

ニティ推進課

健康福祉課

140

ボランティアサポート

システム「縁（ゆかり）

ネット」の活用

本市の総合的なボランティアサポートシステ

ムである「縁（ゆかり）ネット」を活用して、

障がい者に関わるボランティアに関する情報

提供や相談等の充実を図ります。

総務・コミュ

ニティ推進課

141
ボランティア関連情報

の提供

ホームページ上の「縁（ゆかり）ネット」の

システム以外にも、市報やチラシ等の媒体の

活用やその他関連窓口において、ボランティ

アをはじめとした市民活動の情報を提供して

いきます。

総務・コミュ

ニティ推進課

142
ボランティアの育成・

支援

ボランティア講座を開催するとともに、各種

ボランティアサークルと連携して、ボランテ

ィアの育成に努めます。また、市民活動団体

等の活動中の事故または傷害事故の発生に対

して参加者のリスクを補償するため、市民活

動保険に加入し、ボランティアが安心し、積

極的に活動できるよう支援します。

総務・コミュ

ニティ推進課

健康福祉課

143
介護・福祉関連講習な

どの実施

手話講習会や朗読ボランティア講習会、介護

実践講習会など、障がい者に対する支援や介

護に必要な知識を習得するための研修・講習

会の開催に努めます。

健康福祉課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第８章 安心して生活できるまちづくりの推進【まちづくり】

第８章 安心して生活できるまちづくりの推進

～まちづくり～

【基本的な考え方】

「障がい者や高齢者にとって住みよいまちこそ、すべての人にとって住みよい

まちである」という視点のもと、道路や施設、公共交通環境のバリアフリー化や

ユニバーサルデザインの考え方に基づく整備に取り組み、障がい者が安全かつ安

心して外出できる環境づくりを推進します。

また、災害などの緊急時に際して、障がい者の安全を確保できるよう、「地域防

災計画」や「災害時要援護者避難支援プラン」に基づき、要援護者台帳等による

情報の集約や地域自主防災組織づくりなどの防災対策を推進します。

【施策の方向】

２.道路等生活空間の整備

１.福祉のまちづくりの推進

４.安全安心のまちづくりの推進

３.公共交通環境の整備



■各論■ 第８章 安心して生活できるまちづくりの推進【まちづくり】

１ 福祉のまちづくりの推進····································

障がい者をはじめ、ハード・ソフト両面で誰にでもやさしい福祉のまちづくり

を進めることは、少子・高齢化が進行する今後においては、より一層重要な課題

になります。

本市はこれまでも、バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方に基づいて

各種施設等の環境整備に取り組んできましたが、今後も「都市計画マスタープラ

ン」等の関連計画に基づいて、障がい者等が安全かつ快適に生活できる福祉のま

ちづくりを計画的に推進していくことが必要です。

また、このような施設等の環境整備に際しては、その前提として、誰にでもや

さしい「福祉のまちづくり」という考え方を、市職員はもとより、広く市民や民

間企業等にもその理念を普及啓発していくことが必要です。

（１）「福祉のまちづくり」の啓発

№ 施策名 内容 担当課

144
「福祉のまちづくり」に

ついての啓発

「都市計画マスタープラン」等に基づき、「障

がい者や高齢者にとって住みよいまちこそ、

すべての人にとって住みよいまちである」と

いう視点のもと、福祉のまちづくりに対する

市民の理解を深めるための啓発に努めます。

都市計画課

健康福祉課

145
障がい者への配慮につ

いての啓発

点字ブロックに物を置いたり、障がい者用駐

車場に駐車するなどの、障がい者の活動を阻

害するような行為が行われないよう、市民へ

の啓発に努めます。

健康福祉課

146
建築・土木設計技術者等

に対する啓発

福祉のまちづくりに関する講習会等に関係

部局の技術職員を参加させ、意識啓発と専門

技術の向上支援に努めます。

都市計画課

土木課

147
施設整備に関する利用

者からの意見聴取

各種施設の新築・改築等の際には、障がい者

をはじめとした想定される利用者との意見

交換の場を可能な限り設けるなど、利用者か

らの意見聴取とその反映に努めます。

各施設管理

担当課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第８章 安心して生活できるまちづくりの推進【まちづくり】

（２）「福祉のまちづくり」の推進

№ 施策名 内容 担当課

148
関係部局の連携による

総合的な推進

第５次総合計画等に基づき、「福祉のまちづ

くり」を総合的に推進するため、関係部局

（課）が連携し、各部局が行うまちづくり事

業について、総合的・計画的な推進に努めま

す。

企画経営課

都市計画課

健康福祉課

住宅課

149 民間施設等への啓発

民間施設等に対して、必要に応じ「福岡県福

祉のまちづくり条例」等の関連法令等の情報

提供を行います。

都市計画課

健康福祉課



■各論■ 第８章 安心して生活できるまちづくりの推進【まちづくり】

２ 道路等生活空間の整備······································

障がい者が地域で働いたり、社会参加したりするためには、外出等に際して安

全に移動できる道路や生活空間、施設等の整備が不可欠です。

アンケート調査の結果からは、行政の支援として「障がい者にやさしいまちづ

くりの推進」についての要望が高い割合を占めていることからも、道路や歩行空

間について、点字ブロックの設置や段差解消等、今後も既存の道路等のバリアフ

リー化を計画的に進めていくことが必要です。

あわせて、障がい者が利用しやすい施設整備に向けて、市役所等の公共施設の

整備・改善に取り組むとともに、民間施設についても理解協力を求めていかねば

なりません。

（１）道路・歩行空間の整備

№ 施策名 内容 担当課

150
安全・快適な歩行空間の

整備

幹線道路やその他の市道等、市が整備・改修

に関わる道路について、歩道の整備や段差切

り下げ、視覚障がい者誘導ブロック等の設置

など、障がい者や高齢者にとって安全で快適

な歩行空間の整備に努めます。

また、国・県に対しても管轄道路の整備・改

修等について要望していきます。

土木課

都市計画課

151
多目的トイレ・障がい者

用駐車場等の整備

民間施設等とも連携して、障がい者用駐車場

やオストメイト対応トイレ等を含む多目的

トイレ・障がい者用トイレ等の設置を推進し

ます。また、市で設置している障がい者用ト

イレ等の設備が、障がい者に有効に活用され

るよう、管理のあり方について検討していき

ます。

各施設管理

担当課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第８章 安心して生活できるまちづくりの推進【まちづくり】

（２）公共施設・生活空間等の整備

№ 施策名 内容 担当課

152 公共施設の整備・改善

市庁舎等の公共施設について、利用者に優し

いバリアフリー、ユニバーサルデザインの視

点に立った整備・改善に努めます。

各施設管理担

当課



■各論■ 第８章 安心して生活できるまちづくりの推進【まちづくり】

３ 公共交通環境の整備········································

障がい者の外出の手段として、バス・ＪＲなどの公共交通は自家用車やタクシ

ー等と並んで重要な役割を担っています。

ＪＲについては、直方駅舎の新築に際して、誰もが使いやすい駅づくりのため

に、障がい者等の意見を反映しながら整備を行いました。

今後も交通事業者や障がい者団体等と連携して、関連法制度を踏まえつつ、よ

りよい公共交通の環境整備を進めていく必要があります。

（１）公共交通の環境整備

№ 施策名 内容 担当課

153
交通ターミナル（駅舎

等）の整備促進

ＪＲや私鉄、バス会社等の交通事業者に対し

て、駅舎やバス停留所等の交通ターミナルの

段差解消や誘導ブロック・エレベーター等の

設置等の環境整備を要請していきます。

また、駅前広場等の交通ターミナル周辺のバ

リアフリー化についても、交通事業者等と連

携して、計画的な整備に努めます。

商工観光課

154 運行車両等の改善促進

ＪＲや私鉄、バス会社等の交通事業者に対し

て、低床バス・車両等の導入など、すべての

人の利用に配慮した車両等の整備・改善を要

請していきます。

商工観光課

健康福祉課

155
公共交通での情報バリ

アフリー化の促進

目的地・支払い方法等の案内表示について、

点字や音声誘導等の障がい者の利用に配慮

した適切な情報提供が行えるよう、交通事業

者に要請していきます。

商工観光課

健康福祉課

156 公共交通体系の検討

第５次総合計画に基づき、公共交通の維持・

改善を図るため、コミュニティバスを含めた

公共交通体系について望ましい在り方を引

き続き検討していきます。

商工観光課

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第８章 安心して生活できるまちづくりの推進【まちづくり】

４ 安全安心のまちづくりの推進································

障がい者は、災害や事故、犯罪などの被害にあう危険性が高く、当事者や家族

の不安感も強いものがあります。

防災対策については、平成 19 年度から自主防災組織づくりに着手し、校区を基

本とした単位での組織づくりを進めています。アンケート調査によると、緊急時

や災害時の支援体制に対するニーズは高く、重要な取り組みとして、正確な情報

経路の確保や、障がい者、高齢者等の名簿を作り優先的に救護するしくみづくり

などが上位に位置していることから、自主防災組織等による災害時の共助のしく

みづくりを進めることは重要な課題です。

また、災害発生時に障がい者等の支援が必要な人（避難行動要支援者）を地域

と連携して援助するために、「災害時要援護者避難支援プラン」を策定しており、

台帳登録者に対して災害発生時に適切な支援が行えるよう、個別の避難支援計画

の策定を進めています。

災害発生時の障がい者の避難場所となる福祉避難所については、平成 28 年度現

在で 39 カ所の施設等と協定を締結していますが、今後は災害発生時の具体的な対

処方法等について、締結先と検討を進めていくことが必要です。

（１）防災・防犯意識の普及と情報提供

№ 施策名 内容 担当課

157 防災・防犯意識の啓発

防災・防犯意識の啓発を図るため、ホームペ

ージや市報への特集掲載や、市民防災の日

（毎月 1日）等の機会を活用した啓発を促進

します。

総務・コミュ

ニティ推進課

消防署

158
防災・防犯関連情報の提

供

地域の防災・防犯関連情報について、ホーム

ページや、携帯電話等メールによる市政情報

配信システム「つながる のおがた」、コミ

ュニティ無線等の様々な媒体を活用し、防

災・防犯に関する情報提供を行います。

総務・コミュ

ニティ推進課

消防署

関係各課

159
災害ハザードマップの

作成

災害時の危険個所や避難場所等を掲載した

災害ハザードマップを作成し、広く市民に情

報提供していきます。

総務・コミュ

ニティ推進課

消防署

現状と課題

施策の方向



■各論■ 第８章 安心して生活できるまちづくりの推進【まちづくり】

（２）災害時支援体制等の整備

（３）防災・防犯関連機器の普及

№ 施策名 内容 担当課

160 防災訓練の推進

市民の災害に対する意識や対応能力の向上

を図るため、地域自主防災組織づくりとあわ

せて、地域の関係団体等との連携のもと、防

災訓練を実施し、市民の参加を促進します。

総務・コミュ

ニティ推進課

消防署

161
福祉施設等の防災・防犯

対策の促進

障がい者が通所・入所する施設等に対して、

関連法令等に基づく防災・防犯対策等を講じ

るよう要請・指導していくとともに、避難訓

練の指導等の支援に努めます。

総務・コミュ

ニティ推進課

消防署

健康福祉課

№ 施策名 内容 担当課

162
地域自主防災組織づく

りの推進

地域住民や関係団体等と連携して、地域自主

防災組織の設立を推進し、障がい者等に対す

る地域の協力体制の確立に努めます。

総務・コミュ

ニティ推進課

健康福祉課

163

災害時避難行動要支援

者に対する「個別支援計

画」の作成

災害時避難行動要支援者台帳に登録してい

る方について、個別支援計画の作成を進めま

す。

総務・コミュ

ニティ推進課

164 福祉避難所の確保

災害発生時に障がい者を受け入れる福祉避

難所を確保するため、地域の医療機関及び関

連施設等との協定締結に努めるとともに、締

結施設との災害発生時の対応等の協議・調整

を図ります。

総務・コミュ

ニティ推進課

健康福祉課

保険課

№ 施策名 内容 担当課

165
緊急ファックス事業等

の推進

聴覚・言語障がいのある障がい者が緊急時に

外部に連絡できるよう、消防署との間に「緊

急ファックス」を設置しており、本事業につ

いて障がい者に対する周知と利用促進に努

めます。また、その他の媒体の活用について

も検討していきます。

消防署

健康福祉課

166 福祉防災機器の普及

日常生活用具給付事業として、自動消火器や

火災警報器などの福祉防災機器の周知と利

用促進に努めます。

健康福祉課



■各論■ 第８章 安心して生活できるまちづくりの推進【まちづくり】



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

この章は、「障害者総合支援法」の規定による「市町村障害福祉計画」に該当す

る部分として、国の基本指針も踏まえながら、障がい福祉サービスや地域生活支

援事業、障害児通所支援サービスの具体的な必要量の見込みや見込み量確保の方

策、及び、地域生活移行や就労移行等に関わる平成 29 年度までの数値目標などを

定めています。

１ 平成 29 年度の数値目標·····································

（１）施設入所者の地域生活への移行

障がいのある人たちが地域において自立した社会生活を営むため、施設入所か

ら地域生活への移行を進めていきます。そのためには、施設入所者の社会生活能

力を高めるための自立訓練等の充実や、訪問系サービス・日中活動系サービスの

確保をすすめることが必要です。

国の基本指針では、目標の設定に当たっては、平成 25 年度末時点の施設入所者

の 12％以上を地域生活への移行者とするとともに、これにあわせて平成 29 年度末

時点の施設入所者数を平成 25 年度末時点から 4％以上削減することを基本としつ

つ、地域の実情に応じて設定することとされています。

このような現状も踏まえながら、平成 29 年度の目標については、国の基本指針

の基準に基づき、以下のとおり設定します。

※「施設入所」の「施設」とは、長期の入所が常態化している施設（障害者総合支援法第５

条第 11項に規定されている障害者支援施設）を指す。

※「地域生活移行」とは、施設入所者が施設を退所し、生活の拠点をグループホームやケア

ホーム、福祉ホーム、公営住宅等の一般住宅へ移行することをいう（家庭復帰を含む）。

項 目 数 値 考え方

平成 25 年度末の入所者数 a 93 人

平成 29 年度末の入所者数 b 86 人 平成 29 年度末時点の利用人員

【目標値】削減見込み a－b
７人

（8%）
差し引き減少見込み数

【目標値】地域生活移行者数
11 人

（12%）

施設入所からグループホーム等へ

移行する者の数



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

（２）福祉施設から一般就労への移行

福祉施設利用者の一般就労への移行を推進するための目標です。

国の基本指針では、福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて平成

29 年度中に一般就労に移行する者の人数を、平成 24 年度の一般就労移行実績の 2

倍とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することとされています。

このような現状も踏まえながら、平成 29 年度の目標については、国の基本指針

の基準に基づき、以下のとおり設定します。

※「一般就労した者」とは、一般の企業等に就職した者（就労継続支援 A型及び福祉工

場の利用者となった者を除く）、在宅就労した者及び自ら起業した者をいう。

※平成 24年度時点の「福祉施設」とは、次の施設をいう。

[身体障害者施設]更生施設、療護施設、授産施設（入所・通所）、福祉工場、小規模通

所授産施設

[知的障害者施設]更生施設（入所・通所）、授産施設（入所・通所）、福祉工場、小規

模通所授産施設

[精神障害者施設]生活訓練施設、授産施設（入所・通所）、福祉工場、小規模通所授産

施設

※また、上記で示した旧体系のほか、新体系での移行先として次の施設が考えられる。

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支

援（A型）、就労継続支援（B型）

項 目 数 値 考え方

平成 24年度の一般就労移行者数 1人
平成 24 年度において福祉施設を

退所し、一般就労した者の数

【目標値】

平成 29年度の一般就労移行者数

4人

（4倍）

平成 29 年度において福祉施設を

退所し、一般就労する者の数

（国の指針：平成 24年度の 2倍以

上）



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

（３）就労移行支援事業の利用促進

国の基本指針では、就労移行支援事業については、平成 29 年度末における利用

者数が平成 25 年度末における利用者の 60％以上増加すること、また平成 29 年度

において就労移行支援事業所のうち、就労移行率 3割以上の事業所を全体の 50％

以上とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定するとされています。

平成 29 年度の目標については、国の基本指針の基準に基づき、以下のとおり設

定します。

《就労移行支援事業の利用者数》

《就労移行支援事業所の就労移行率》

項 目 数 値 考え方

平成 25 年度末の就労移行支援事業

利用者数
26 人

【目標値】

平成29年度末の就労移行支援事業の

利用者数

42 人

（62%）

平成 29 年度末において就労移行支援

事業を利用する者の数

（国の指針：60％以上増）

項 目 数 値 考え方

平成 25 年度末の就労移行率

３割以上の事業所
20％

【目標値】

平成 29 年度末の就労移行率

３割以上の事業所

50％

平成 29 年度の就労移行率３割以上の

事業所

（国の指針：50％以上）



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

２ 障がい福祉サービス・相談支援の必要量見込みと確保の方策

（１）訪問系サービス

従来のホームヘルプサービスにあたるサービスであり、自宅等を訪問し、日常

生活上の介助等を行うサービスです。

障がい者が必要な介助を受けながら在宅で生活し続けることができるよう、こ

れらの訪問系サービスの提供に努めます。

【サービスの概要】

【実績及び必要量見込み】

※ 平成 26 年度は 12 月実績に基づく見込み値

【見込量確保の方策など】

○ サービス事業者に対して、事業展開に参考となる情報の提供等を行い、多様な事

業者の参入を促進します。

○ ホームヘルパーに対する講座・講習等の受講を勧め、質の高いサービスが提供さ

れるよう働きかけます。

サービス名 内容

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入

浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合

的に行います。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人が外出すると

きに同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援

護等を行います。

行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回

避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを

包括的に行います。

サービス名 単位

実 績 計 画

平成

24 年度

平成

25 年度

平成

26 年度

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

延利用時間数

（時間／月）
2,517 2,766 2,946 2,911 3,202 3,524

利用実人数

（人／月）
102 110 113 127 136 150



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

（２）日中活動系サービス[介護給付]

常時介護を必要とする重度の障がい者が、日中、必要な介助を受けながら安心

して生活できるよう「生活介護」や「療養介護」等のサービスを提供します。

また、家族等の休息や就労、緊急時のための支援として「短期入所」を提供し

ます。

【サービスの概要】

【実績及び必要量見込み】

※ 平成 26 年度は 12 月末実績に基づく見込み値

【見込量確保の方策など】

○ サービス事業者に対して、事業展開に参考となる情報の提供等を行い、多様な事

業者の参入を促進します。

○ 緊急時の利用や医療援助等のニーズに対応したサービスが質・量両面で確保でき

るよう、医療機関やサービス事業者と協議・調整を行います。

サービス名 内容

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等

を行います。

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上

の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設

で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

サービス名 単位

実 績 計 画

平成

24年度

平成

25 年度

平成

26年度

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

生活介護

延利用日数

（人日／月） 3,671 3,577 3,710 3,800 3,850 3,900

利用実人数

（人／月） 172 179 180 184 188 192

療養介護
利用実人数

（人／月） 10 11 11 12 13 14

短期入所

延利用日数

（人日／月） 154 132 145 150 160 170

利用実人数

（人／月） 20 23 38 39 40 41



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

（３）日中活動系サービス[訓練等給付]

障がい者が自立して生活するために必要な訓練や、就労のための訓練等の日中

のサービスを提供します。

【サービスの概要】

【実績と必要量見込み】

※ 平成 26 年度は 12 月実績に基づく見込み値

サービス名 内容

自立訓練

（機能訓練）

身体障がい者を対象に、身体的リハビリや歩行訓練、コミュニケー

ション、家事等の訓練、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業

所等の関係機関との連携調整等の支援を行います。

自立訓練

（生活訓練）

知的障がい者・精神障がい者を対象に、食事や家事等の日常生活能

力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事

業所等の関係機関との連携調整等の支援を行います。

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援（Ａ型）

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

A型では、雇用契約を結んで就労の場を提供します。

就労継続支援（Ｂ型）

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行います。B型では企業等や A

型での就労経験がある人であって、年齢や体力面で雇用が難しい人

や、企業や A型利用に結びつかなかった人等を対象とします。

サービス名 単位

実 績 計 画

平成

24 年度

平成

25 年度

平成

26 年度

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

自立訓練（機能訓練）

延利用日数

（人日／月） 13 22 23 44 44 44

利用実人数

（人／月） 2 1 1 2 2 2

自立訓練（生活訓練）

延利用日数

（人日／月） 108 114 170 180 190 200

利用実人数

（人／月） 9 15 11 15 16 17

就労移行支援

延利用日数

（人日／月） 295 308 447 483 529 575

利用実人数

（人／月） 15 26 29 32 36 40

就労継続支援（Ａ型）

延利用日数

（人日／月） 92 210 270 300 330 360

利用実人数

（人／月） 6 11 16 19 22 25



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

※ 平成 26 年度は 12 月実績に基づく見込み値

【見込量確保の方策など】

○ 就労移行支援・就労継続支援の拡充を図るため、サービス事業者に対して、事業

展開に参考となる情報の提供等を行い、多様な事業者の参入を促進します。

○ 就労移行支援については、事業を終了した後に一般企業等で働くことができるよ

う、障害者就業・生活支援センターや公共職業安定所等の関係機関と連携して、

雇用先の確保や働き続けるための支援等に取り組みます。

○ 障がい者が就労によって経済的な基盤を確立できるよう、「直方市障がい者就労

施設等からの物品等調達方針」に基づき、障がい者就労施設等からの調達に努め

ます。

サービス名 単位

実 績 計 画

平成

24年度

平成

25 年度

平成

26年度

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

就労継続支援（Ｂ型）

延利用日数

（人日／月） 2,085 1,726 1,851 1,970 2,000 2,050

利用実人数

（人／月） 117 110 114 105 110 115



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

（４）居住系サービス

障がい者の自宅以外の生活の場として、入所施設やグループホームの確保に努

めます。（平成 26 年 4 月よりケアホームがグループホームに一元化）

【サービスの概要】

【実績と必要量見込み】

※ 平成 26 年度は 12 月実績に基づく見込み値

【見込量確保の方策など】

○ 共同生活援助については、障がい者の地域での生活の場として整備を進めるため、

サービス事業者の事業展開に参考となる情報の提供等を積極的に行い、多様な事

業者の参入を促進するとともに、空き家等の活用を検討していきます。

○ 施設入所支援については、障害支援区分認定に基づき、入所が必要な人を的確に

把握しながら、県等と連携して、必要定員を確保していきます。

サービス名 内容

共同生活援助

（グループホーム）

就労や就労継続支援等、または、生活介護や就労継続支援等の日

中活動を利用している障がい者に対して、夜間や休日、共同生活

を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等相談や日常生活上の

援助を行います。

施設入所支援

生活介護または自立訓練、就労継続支援の対象者に対し、日中活

動と合わせて、夜間等における入浴、排せつ、食事の介護等を提

供します。

サービス名 単位

実 績 計 画

平成

24年度

平成

25 年度

平成

26年度

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

共同生活援助
利用実人数

（人／月）
64 71 78 85 95 105

施設入所支援
利用実人数

（人／月）
89 93 95 90 88 86



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

（５）障がい児通所支援

平成 24 年 4 月から、障がい児通所支援の実施主体が市町村に移行し、第４期障

がい福祉計画から新たに加えられたものです。障がい児通所支援については、障

がい児及びその家族を身近な場所で支援する体制として重要なものです。

【サービスの概要】

【実績と必要量見込み】

【見込量確保の方策など】

○ 必要なサービス量の提供ができるよう、新規事業所の把握に努め、広く情報提供

を行います。

サービス名 内容

児童発達支援
障がい児が日常生活における基本的動作や知識技能を習得し、集

団生活に適応できるように、指導及び訓練を行います。

放課後等デイサービス

学校に通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇

中に、生活能力向上のための訓練を行うとともに、放課後等の居

場所を提供いたします。

保育所等訪問支援

障がい児通所支援事業所のスタッフが保育所等を訪問し、障がい

がある児童が集団生活に適応できるよう専門的な支援を行いま

す。

医療型児童発達支援
障がい児が日常生活における基本的動作や知識技能を習得し、集

団生活に適応できるように、指導、訓練及び治療を行います。

サービス名 単位

実 績 計 画

平成

24 年度

平成

25年度

平成

26 年度

平成

27 年度

平成

28年度

平成

29年度

児童発達支援
利用実人数

（人日／月）
- - - 496 566 636

放課後等デイサービス
利用実人数

（人日／月）
- - - 368 418 468

保育所等訪問支援
利用実人数

（人日／月）
- - - 15 15 15

医療型児童発達支援
利用実人数

（人日／月）
- - - 15 15 15



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

（６）障がい児相談支援

障がい児相談支援は、障がい児通所支援を利用する際に、「障がい児支援利用計

画」の作成が必要とされていることから、利用者数を勘案して利用増を見込んで

います。

【サービスの概要】

【実績と必要量見込み】

※ 平成 26 年度は 12 月実績に基づく見込み値

【見込量確保の方策など】

○ 障がい者相談機関において、質の高いサービス提供ができるよう、相談機関にお

ける相談支援員の養成・確保に努めます。

サービス名 内容

障がい児相談支援
障がい児及びその保護者に意向等を勘案し、「障がい児支援利用計

画」を作成し、見直しを行う。

サービス名 単位

実 績 計 画

平成

24年度

平成

25 年度

平成

26年度

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

障がい児相談支援
利用実人数

（人／年）
0 2 30 62 72 82



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

（７）相談支援

相談支援については、平成 24 年 4 月の障害者総合支援法等の改正法により、「計

画相談支援」「地域移行支援」「地域定着支援」に区分されました。

計画相談支援については、すべての障がい福祉サービス利用者について支援を

行うことが必要とされていることから、障がい福祉サービス利用者数を勘案して、

利用増を見込んでいます。

【サービスの概要】

【実績と必要量見込み】

※ 平成26年度は12月実績に基づく見込み値

【見込量確保の方策など】

○ 障がい者相談機関において、質の高いサービス提供ができるよう、相談機関にお

ける相談支援員の養成・確保に努めます。

サービス名 内容

計画相談支援

障がい福祉サービス等を利用する人について、利用するサービス

の内容等を定めたサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに

見直しを行います。

地域移行支援
福祉施設等の入所者や精神科病院等に入院している人について、

住居の確保や地域生活への移行に関する相談・援助を行います。

地域定着支援

在宅で一人暮らしをしている人や同居家族による支援が受けら

れない人等について、常時の連絡体制を確保して、相談や緊急時

の対応等を行います。

サービス名 単位

実 績 計 画

平成

24 年度

平成

25 年度

平成

26 年度

平成

27 年度

平成

28年度

平成

29 年度

計画相談支援
利用実人数

（人／年）
6 55 200 366 389 412

地域移行支援
利用実人数

（人／年）
0 0 1 2 3 4

地域定着支援
利用実人数

（人／年）
0 0 1 2 3 4



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

（８）障がい福祉サービス・相談支援 見込量一覧

区

分
サービス名

計画値（必要量見込み）

単位
平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29年度

訪
問
系

サ
ー
ビ
ス

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

時間/月 2,911 3,202 3,524

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス

生活介護 人日/月 3,800 3,850 3,900

自立訓練（機能訓練） 人日/月 44 44 44

自立訓練（生活訓練） 人日/月 180 190 200

就労移行支援 人日/月 483 529 575

就労継続支援（Ａ型） 人日/月 300 330 360

就労継続支援（Ｂ型） 人日/月 1,970 2,000 2,050

療養介護 人/月 12 13 14

短期入所 人日 150 160 170

居
住
系

サ
ー
ビ
ス

共同生活援助 人 85 95 105

施設入所支援 人 90 88 86

障
が
い
児
通
所
支
援

児童発達支援 人日 496 566 636

放課後等デイサービス 人日 368 418 468

保育所等訪問支援 人日 15 15 15

医療型児童発達支援 人日 15 15 15

相
談

支
援

障がい児相談支援 人 62 72 82

相
談
支
援

計画相談支援 人 366 389 412

地域移行支援 人 2 3 4

地域定着支援 人 2 3 4



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

３ 地域生活支援事業の内容と必要量見込み

地域生活支援事業には、市町村が必ず実施しなければならない「必須事業」と、

地域の特性に応じて各市町村が独自に実施できる「その他の事業（任意事業）」が

あります。

本市では、「必須事業」「その他の事業（任意事業）」として、以下の事業を実施

します。

（１）必須事業

① 理解促進研修・啓発事業
障がい者の理解を深めるため、広報などによる啓発を通じて地域住民への働

きかけを行う事業です。

② 自発的活動支援事業
障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい

者の自発的な取り組みを支援するための事業です。

③ 相談支援事業

ア）障害者相談支援事業
障がい者や家族等の福祉に関する様々な問題について相談に応じ、必要な情

報の提供や助言、障がい福祉サービス等の利用支援等を行うとともに、障がい

者等の権利擁護のために必要な援助を行う事業です。

また、相談支援事業を中心に、障がい者の地域生活を支えるネットワークの

中核として直鞍地区 2市 2町で共同して「直鞍地区障がい者等地域自立支援協

議会」を設置し、「基幹相談支援センター」の委託も行っています。今後は、「基

幹相談支援センター」を地域の相談支援の拠点として、実情に応じて質の高い

相談支援が行えるよう、周辺市町村等と連携して検討していきます。



■各論■ 第９章 障がい福祉サービス等の展開【障がい福祉計画】

イ）相談支援機能強化事業
障害者相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事

業に加えて、特に必要と認められる能力を有する専門的職員の配置等により、

相談支援機能の強化を図る事業です。相談支援センターに精神保健福祉士を配

置し、「直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会」を中心に、部会を設置し困難

ケースへの対応などを実施しています。

ウ）住宅入居等支援事業（居住サポート事業）
知的障がい者・精神障がい者等で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望

しているものの、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がい者に対し、

入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じ

て障がい者の地域生活の支援を行う事業です。

本事業は、直鞍地区 2市 2 町で共同して「基幹相談支援センター」へ委託事

業として、実施しています。

④ 成年後見制度利用支援事業

障がい福祉サービスの利用援助の観点から、成年後見制度の利用が有効と認

められる障がい者等に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、障が

い者の真の意味での市民権を確立する事業です。現在、身寄りのない知的障が

い者や精神障がい者に対して､申立てに要する経費などを助成しており、今後も

継続して実施していきます。

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保で

きる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支

援するための事業です。高齢者支援担当と共に、研修の実施等を委託していま

す。
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⑥ 意思疎通支援事業

聴覚・言語機能・音声機能等の障がいのために意思の疎通を図ることに支障

がある障がい者等に対して、意思の疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行

い、意思疎通の円滑化を図る事業です。本市では、当該事業として、下記の「手

話通訳者設置事業」及び「手話通訳者派遣事業」を行います。

⑦ 日常生活用具給付等事業

重度障がい者等に対し、日常生活用具の給付を行うことにより日常生活の便

宜や福祉の増進を図る事業です。

本市では、次に示す用具等の給付を行います。

■ 日常生活用具給付等事業の概要 ■

種類 内容

介護・訓練支援用具

特殊寝台や特殊マットなどの、障がい者の身体介護を支援

する用具や、障がい児が訓練に用いるいすなどであって、

利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

自立生活支援用具

入浴補助用具や聴覚障がい者用屋内信号装置などの、障が

い者の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具であ

って、利用者が容易に利用でき、実用性のあるもの。

在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障がい者の在宅

療養等を支援する用具であって、利用者が容易に利用でき、

実用性のあるもの。

情報・意思疎通支援用具

点字器や人工喉頭などの障がい者の情報収集、情報伝達や

意思疎通等を支援する用具であって利用者が容易に利用で

き、実用性のあるもの。

＜手話通訳者設置事業＞

市役所に手話通訳者を設置し、来庁の聴覚障がい者に対応します。

＜手話通訳者派遣事業＞

聴覚障がい者の生命及び健康の維持増進に関する場合、社会参加を促進す
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※用具には、対象となる障がいの部位及び等級が定められています。また、耐用年数等の

規定もあります。

⑧ 手話奉仕員養成研修事業

手話奉仕員を養成するため、手話の初級講座を行っています。

⑨ 移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余

暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する事業です。

本市の指定を受けた事業者のヘルパーが、外出を援助します。

⑩ 地域活動支援センター

障がい者に対する身近な地域での創作的活動・生産活動の機会提供や社会と

の交流促進等を行う「地域活動支援センター」の機能を充実強化し、障がい者

の地域生活支援の促進を図る事業です。

地域活動支援センターには、Ⅰ～Ⅲ型の 3類型があり、現在Ⅲ型を直鞍地区

の広域で実施していますが、地域の実情に応じた事業運営を推進します。

■ 地域活動支援センターの概要 ■

排泄管理支援用具
ストーマ用装具等の障がい者の排泄管理を支援する衛生用

品であって利用者が使用でき実用性のあるもの。

住宅改修費
障がい者の居宅生活動作等を円滑にするために、購入費及

び改修工事費を給付するもの。

種類 内容

Ⅰ型

○従来の「地域生活支援センター」に該当するもの。

○基礎的事業に加え、専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉

及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育

成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。

○相談支援事業を併せて実施ないし委託を受けていることを要件とする。

Ⅱ型

○従来の「居宅生活支援（デイサービス）」に該当するもの。

○地域において雇用・就労が困難な障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓

練、入浴等のサービスを実施する。
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※地域活動支援センターでは、Ⅰ～Ⅲ型すべてにおいて「基礎的事業」として、利用者に

対し創作的活動、生産活動機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。

（２）その他の事業（任意事業）

① 訪問入浴サービス事業

居宅において入浴の介護を受けることが困難な障がい者の家庭を訪問入浴車

で訪問し、入浴及び清拭やこれらに伴う介護を行う事業であり、今後も継続し

て実施していきます。

Ⅲ型
○地域において概ね 5年以上安定的な運営が図られている小規模作業所等か

ら移行するもの。
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② 日中一時支援事業

日中に家族等が不在であるために一時的に見守り等の支援が必要な障がい者

を、一時的に預かり、日中の活動の場を提供する事業です。

今後も、障がい者の家族の休息や就労を支援するために、継続して実施して

いきます。

③ 生活サポート事業

介護給付の対象外となった障がい者に対してホームヘルパーを派遣する事業

であり、認定外の障がい者の生活支援として実施していきます。

④ 社会参加促進事業

障がい者の社会参加を促進するための事業として、現在実施している以下の

4事業を、今後も継続して実施していきます。

＜スポーツ・レクリエーション教室開催等事業＞

障害者週間にあわせて、障がい者を対象としたボウリング大会を開催してい

ます。

＜点字・声の広報等発行事業＞

視覚障がい者のために「市報のおがた」の点訳・音訳（カセットテープ等へ

の録音）を行い、配布しています。

＜自動車運転免許取得・改造助成事業＞

障がい者の社会参加促進の一環として、自動車運転免許の取得や自動車の改

造に要する費用の一部を助成しています。

⑤ 医療的ケア
重度の障がい者等で常時医療的なケアが必要な方に対し、障がい児者の主治

医の指示に基づき、看護師が通所施設、作業所、保育所又は学校等において、

＜自動車運転免許取得事業＞

障がい者が運転免許を取得するために必要な経費を助成します。

＜自動車改造費助成事業＞

身体障がい者が仕事等のために自らが所有し運転する自動車のハンドル
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たんの吸引、経管栄養、導尿その他必要な医療行為による処置を行う事業です。
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（３）地域生活支援事業の必要量見込み

区

分
サービス名 単位

計画（必要量見込み）

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

理解促進研修・啓発事業 実施 有 有 有

自発的活動支援事業 実施 有 有 有

必
須
事
業

相談支援事業

相談支援事業

障害者相談支援事業 箇所 3 3 3

基幹相談支援センター 実施 有 有 有

市町村相談支援機能強化事業 実施 有 有 有

住宅入居等支援（居住サポート）事業 実施 有 有 有

成年後見制度利用支援事業 実施 有 有 有

成年後見制度法人後見支援事業 実施 有 有 有

意思疎通支援事業

手話通訳者設置事業 人 300 320 340

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 人 700 720 740

日常生活用具給付等事業

介護・訓練支援用具 件 10 10 10

自立生活支援用具 件 15 15 15

在宅療養等支援用具 件 15 15 15

情報・意思疎通支援用具 件 20 20 20

排泄管理支援用具 件 1,650 1,650 1,650

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）
件 5 5 5

手話奉仕員養成研修事業 人 35 35 35

移動支援事業
人 55 55 55

利用時間 3,500 3,500 3,500

地域活動支援センター

自市分
箇所 1 1 1

人 30 30 30

他市分
箇所 1 1 1

人 35 35 35

そ
の
他
の
事
業

訪問入浴サービス事業 人 3 3 3

日中一時支援事業
人 75 80 85

利用回数 3,050 3,100 3,150

生活サポート事業 人 1 1 1

医療的ケア 人 1 1 1

社会参加促進事業 人 200 200 200
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４ 障がい福祉サービスなどを円滑に実施するための方策

（１）障がい福祉サービス等に関する周知徹底
○ 制度の改正等により、福祉サービスの利用について障がい者がこれらの新たなサ

ービス等を適切に利用することができるよう、改正法やサービスの内容等につい

て、広報やチラシ、パンフレットをはじめとした様々な媒体を活用して、わかり

やすく、かつ障がいの種類に応じた適切な情報提供に努めます。

○ 媒体だけでは情報が行き届かない人も多いため、障がい者相談支援センター等の

相談窓口での説明・情報提供を徹底するほか、日常的に障がい者と接する機会の

多いサービス事業者等と連携し、これらの関係機関・団体を通じた情報提供に努

めます。

（２）サービスの質の確保
○ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業等の各種サービスについては、量の確

保だけでなく、質の確保も必要であるため、ホームヘルパー等のサービス従事者

に対する講座・講習等の受講を勧め、質の高いサービスが提供されるよう事業者

に働きかけていきます。

○ 地域生活支援事業は、市町村事業であることから、指定事業者に対しては、必要

に応じて利用者に適切なサービスが提供されるよう指導していきます。
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第１０章 計画の推進体制

１ 計画の進行管理

この計画の策定機関である「直方市障害者施策推進協議会」に、年度ごとに計

画の進捗状況を報告し、協議会からの意見・提言を踏まえて、その後の施策を推

進していきます。

■ 計画の進行管理体制 ■

直方市（庁内）

直方市障害者施策推進協議会 進捗報告

●学識経験者、議会関係者、公

募委員、障がい者関係団体、

関係機関等で構成

直方市長

意見・提言 直方市障害者福祉施策推進本部

●関連部局の部長級職員で構成

直方市障害者福祉施策推進委員会

●関連各課職員で構成

（事務局） 健康福祉課
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２ 自立支援協議会を中心とした連携・協働

この計画を推進するためには、庁内関係部局間の連携はもとより、障がい者や

地域の関係団体・機関等との連携が不可欠です。

本市では、このような多様な関係機関・団体のネットワーク組織として、平成

21 年度に、直鞍地区 2市 2 町共同で「直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会」

を設置しました。

地域自立支援協議会については、障害者総合支援法において法律上の位置づけ

が明確化されており、相談支援（サービス等利用計画等）の質の向上や、障がい

者の地域移行や虐待防止等のためのネットワーク強化等の役割が求められていま

す。このような内容も踏まえながら、2市 2町で連携して、直鞍地区障がい者等地

域自立支援協議会の機能充実を図ります。

■ 直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会の概要 ■

保健福祉環境

事務所

医療機関
（医師会）

就労関係機関

（公共職業安定所）

障がい福祉

サービス事業者

特別支援学校

直鞍地区障がい者等

地域自立支援協議会

当事者
（障がい者関係団体）

社会福祉協議会

相談支援事業者

＜各種専門部会＞

個別ケア会議

（困難事例等につ

いて個別のケース

検討を行う）
相談支援部会就労支援部会

権利擁護部会 重心部会

行政

直方市・宮若市

小竹町・鞍手町
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