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資料編

１ 成果指標

本計画では、5つの各重点課題と計画全体に対する成果指標を設定しました。

成果指標の設定にあたっては、本市の最上位計画である「第５次直方市総合計

画」における成果指標の考え方に準拠しています。

ここで設定している成果指標は、本計画に関わる施策の成果の全てを表すもの

ではありませんが、重点課題を中心に計画全体の進捗状況やその成果を評価する

際に参考とする目安として活用します。

重点課題１ 障がい者理解の促進と支えあう地域づくり

指標 現状
目指す水準
（平成 32 年度）

差別を受けたり嫌な思いをした

経験がある障がい者の割合

≪平成 27 年度障がい者実態調査結果≫

【平成 27 年現在】

身体・知的障がい者 ：21.4％

精神障がい者 ：35.6％

（全障がい共通）

15.0％

重点課題２ 就労支援の充実

指標 現状
目指す水準
（平成 32 年度）

日中の活動として以下のような

就労や就労訓練の活動をしてい

る障がい者の割合

○ 企業等で仕事をしている

○ 事業所に通って仕事をしている

○ 事業所に通って働くための訓練

を受けている

≪平成 27 年度障がい者実態調査結果≫

【平成 27 年現在】

身体・知的障がい者 ：19.2％

精神障がい者 ： 6.9％

身体・知的障がい者：30.0％

精神障がい者 ：15.0％

重点課題３ 障がい児の健やかな育ちのための支援の充実

指標 現状
目指す水準
（平成 32 年度）

保育園・幼稚園等や学校に通って

いる障がい児の保護者のうち、通

園・通学に関する困りごとが「特

にない」と回答した人の割合

≪平成 27 年度障がい者実態調査結果≫

【平成 27 年現在】

39.5％ 55.0％
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重点課題４ 障がい者の住まいや居場所・相談の場づくり

指標 現状
目指す水準
（平成 32 年度）

市内の相談支援事業所に相談支

援専門員として雇用されている

人数

【平成 28 年現在】

11 人 20 人

重点課題５ 障がい者にやさしいまちづくり

指標 現状
目指す水準
（平成 32 年度）

災害発生時に障がい者等の避難

行動要支援者を受け入れる福祉

避難所の数

【平成 28 年現在】

39 箇所 50 箇所

第４次直方市障がい者福祉基本計画全体

指標 現状
目指す水準
（平成 32 年度）

「直方市の障がい者福祉が充実

している」と評価する障がい者の

割合
≪平成 27 年度障がい者実態調査結果≫

【平成 27 年現在】

身体・知的障がい者 ：25.8％

精神障がい者 ：26.4％

（全障がい共通）

70.0％
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２ 障がい者を取り巻く社会の動向

世界の動向

・平成 5年～平成 14 年 「アジア太平洋障害者の十年」

・平成 15 年～平成 24 年 「アジア太平洋障害者の十年」の延長

・平成 18 年 「障害者権利条約」の採択

・平成 20 年 「障害者権利条約」の発効

国の動向

・平成 5年 「障害者対策に関する新長期計画」策定

「障害者基本法」の成立（「心身障害者対策基本法」

からの改正）

・平成 7年 「障害者プラン～ノーマライゼーション 7 か年戦略

～」の成立

・平成 12 年 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移

動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリ

ー法）」の成立

・平成 14 年 「障害者基本計画」の策定

「重点施策実施 5か年計画」の策定

・平成 15 年 支援費制度の施行

・平成 16 年 「障害者基本法の一部を改正する法律」の成立

・平成 17 年 「発達障害者支援法」の施行

・平成 18 年 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正す

る法律」の施行（一部は平成 17 年度に施行）

「学校教育法等の一部を改正する法律」の成立

「障害者自立支援法」の施行

「自殺対策基本法」の成立

「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」）の成立

・平成 21 年 「障がい者制度改革推進本部」「障がい者制度改革推

進会議」の設置

・平成 23 年 「障害者基本法の一部を改正する法律」の成立

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律（障害者虐待防止法）」の成立
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・平成 24 年 「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」（障害者総合支援法）の成立

・平成 25 年 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

の成立

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正

・平成 28 年 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

の施行

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正す

る法律」の一部施行

県の動向

・平成 7年 「福岡県障害者福祉長期計画」の策定

・平成 11 年 「ふくおか障害者プラン」の策定

・平成 16 年 「福岡県障害者福祉長期計画」（※新長期計画）の

策定

「ふくおか障害者プラン（前期）」（※新障害者プラン）

の策定

・平成 19 年 「福岡県障害福祉計画（第 1期）」の策定

・平成 21 年 「福岡県障害者福祉計画」の策定

・平成 24 年 「福岡県障害者福祉計画（第 2期）」の策定

・平成 27 年 「福岡県障害者長期計画」「福岡県障害者福祉計画

（第 3期）」の策定

市の動向

・平成 10 年 「直方市障害者福祉基本計画」「直方市障害者福祉長

期行動計画」の策定

・平成 19 年 「第 2次直方市障害者福祉基本計画」の策定

（※「第 1期直方市障害福祉計画」を包含）

・平成 21 年 「第 2期直方市障害福祉計画」の策定

・平成 24 年 「第 3次直方市障がい者福祉基本計画」の策定

（※「第 3期直方市障がい福祉計画」を包含）

・平成 27 年 「第 4期直方市障害福祉計画」の策定
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３ 第４次直方市障がい者福祉基本計画策定の経緯

期 日 内 容

平成 27年 11 月 13 日

～11月 30 日
障がい者実態調査の実施

平成 28年 6月 28 日

直方市障害者施策推進協議会（第 1回）

・ 会長・副会長の選任

・ 第3次直方市障がい者福祉基本計画の進捗状況について

（報告）

・ 第 4次直方市障がい者福祉基本計画の策定について

・ 障がい者実態調査について

平成 28年 8月 8日

直方市障害者施策推進協議会（第 2回）

・ 障がい者実態調査報告書

・ 団体ヒアリングについて

・ 委員意見聴取のためのヒアリングシートについて

平成 28年 8月 26 日 関係団体ヒアリングの実施

平成 28年 10 月 11 日

直方市障害者施策推進協議会（第 3回）

・ 関係団体ヒアリング及び委員意見聴取ヒアリングシー

トについての結果報告

・ 第 4次直方市障がい者福祉基本計画骨子案について

平成 28年 12 月 13 日

直方市障害者施策推進協議会（第 4回）

・ 第 4次直方市障がい者福祉基本計画原案について

・ パブリックコメントについて

平成 29年 1月 5日

～2月 3日
パブリックコメントの実施

平成 29年 2月 20 日

直方市障害者施策推進協議会（第 5回）

・ パブリックコメントの結果報告

・ 計画案の最終確認

平成 29年 3月 9日 直方市議会に計画案を報告



■資料編■

４ 直方市障害者施策推進協議会条例

(目的)

第１条 この条例は、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)第 36 条第 4 項の規定

に基づき、直方市における障害者福祉の円滑な推進を図るため、直方市障害者

施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営につい

て必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第２条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申

するものとする。

(１) 直方市障がい者福祉基本計画に関し、障害者基本法第 11 条第 6 項(同条

第 9 項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

(２) 直方市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について

必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

(３) 直方市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関

相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

(組織)

第３条 協議会は、委員 16 名以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(１) 障害者福祉に識見を有する者

(２) 直方市議会議員

(３) 障害者福祉団体の代表者

(４) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(５) 市内に住所を有する者で公募に応じた者

(６) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第４条 委員の任期は、2 年とする。ただし、任期中であっても前条第 2 項各号の

要件を欠くこととなったときは、その職を失う。

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

平成 28 年 12 月 14 日条例第 38 号
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(会長及び副会長)

第５条 協議会に会長 1 人及び副会長 2 人を置き、委員の互選によってこれを定

める。

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第６条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを招

集する。

２ 会長は、会議の議長となる。

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

５ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることが

できる。

(庶務)

第７条 協議会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

(委任)

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

１ この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

２ 廃止前の直方市障害者施策推進協議会要綱(平成 10 年 11 月告示第 110 号)の

規定により委嘱又は任命された直方市障害者施策推進協議会(以下「旧協議会」

という。)の委員は、この条例の規定により直方市障害者施策推進協議会(以下

「新協議会」という。)の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、

新協議会の委員の任期は、第 4 条の規定にかかわらず、旧協議会としての委員

の残任期間と同一の期間とする。
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５ 直方市障害者施策推進協議会委員名簿

（敬称略）

(任期)平成３０年５月末まで

選考団体 委員名 職位等

1 学識経験者 住友 雄資 福岡県立大 教授 会長

2 直方市市議会 澄田 和昭 市議会議員 副会長

3 知的障がい者関係団体 田中 壽子
障がい者問題を考える

直方市連絡会議代表
副会長

4 身体障がい者関係団体 岡村 文子 直方市身体障害者福祉協会

5 精神障がい者関係団体 廣津 輝男
直鞍地域精神障害者家族会

（なおみの会）副会長

6 直方公共職業安定所 塩川 孝二 直方公共職業安定所 次長

7
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境

事務所 直方分庁舎
中竹 秀博 社会福祉課長

8 直方鞍手医師会 西田 智 社会保険直方病院 副院長

9 福岡県立直方特別支援学校 旭 豊彦 教頭

10 直方市小中学校 川原 国章 直方南小学校 教頭

11 直方市社会福祉協議会 駒山 博人 地域係係長

12 民生委員児童委員協議会 棟形 節子 民生委員児童委員

13 障がい者施設関係 中道 淳子

社会福祉法人 友愛会

めいこうワークセンター

管理者

14 労働団体代表 寒竹 準一
連合福岡遠賀川地域協議会

事務局長

15 市民代表（公募委員） 三小田 靜男

16 市民代表（公募委員） 長元 祥泰
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６ 関係団体ヒアリングの概要

障がい者団体や支援団体等からみた本市の障がい者を取り巻く環境や課題、問

題点などを把握するため、関係団体ヒアリングを行いました。

実施結果の概要は次のとおりです。

■ 関係団体ヒアリングの概要 ■

対象

（順不同）

■ 直方市身体障害者福祉協会（視覚部会、聴覚部会）

■ 日本オストミー協会 福岡県支部筑豊分会

■ 福岡県脊髄損傷者連合会 筑豊支部

■ ピープルファースト直方

■ ピープルファースト直方を支える会

■ 直鞍地域精神障害者家族会 なおみの会

■ 障がい者問題を考える直方市連絡会議

■ 直方なずな 重症心身障害児者を守る会

■ 直方市ボランティア連絡協議会

■ ゆいの会

内容
・障がい者を取り巻く課題

・障がい者を取り巻く課題の解決のために必要なこと など

実施

方法
事前にＦＡＸ等によりアンケート調査票を配布・回収後、ヒアリングを実施

実施日 平成 28 年 8月 26 日
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■ 関係団体ヒアリングでの主な意見 ■

分野 内容

広
報
・
啓
発

○ 市報やホームページ等を利用して広く理解啓発を行う必要がある。

○ 障がいの特性に合せて分かりやすい情報開示をお願いしたい。

○ 虐待発生時の対応方法や合理的配慮の具体例を周知してほしい。(障害者虐

待防止法・障害者差別解消法)

○ 障がいに対する理解を深める為の、講演会や研修会を開催してほしい。

○ オストメイト用トイレの設置及び白杖シグナルの普及等、障がい者が住みよ

い環境の整備を充実させてほしい

○ 各団体の活動について広く地域住民の方に知ってもらい、障がいに対しての

理解の促進や、家族の支援等につなげてほしい。

雇
用
・
就
業

○ 雇用における企業先との情報共有及び協力要請等、障がい者が働きやすい環

境を整えてもらえるようお願いしたい。

○ 職場実習や就職後の支援を充実させ雇用の定着を図ってほしい。

保
健
・
医
療

○ 精神障がい者の支援として、専門職の関わり及び専門機関の連携・協力の強

化をお願いしたい。

○ 障がい者のニーズに応じた個別支援を行ってほしい。

教
育

○ 小学 5～6年生ぐらいから認知症サポーター養成講座をしたらどうか。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

○ 重症心身障がい児に対する支援環境及び移送面の整備を充実させてほしい。

○ 代筆・代読等の支援体制の充実と、情報伝達ツールの整備を行ってほしい。

○ 通院や緊急時に対応できる移送サービスの整備を行ってほしい。

○ 利用できるサービスの情報漏れを防ぐためにも、周知徹底を行ってほしい。

○ ガイドヘルパーなど外出支援の充実を図ってほしい。

○ 精神障がい者の方に対する支援として、早期対応や、幼少期からの関わりを

取れるよう支援を行ってほしい。
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分野 内容

社
会
参
加

○ 当事者や家族会等の自助組織における人材確保の為、市報等を利用した広報

を検討してほしい。(高齢化や新規加入者の減少に伴う人員不足)

○ 障がい者が自由に利用できる居場所を確保してほしい。(運動施設、会議室、

無料スペース、談話室等)

○ 医療機関や公共施設等、障がい者の特性にあった情報伝達手段を検討してほ

しい。

○ 障がい者団体や当事者、家族が交流出来る機会を増やし、市、社会福祉協議

会を含めた形で活動を展開したい。

人
材
育
成

○ ボランティアの参加者が減少しており、支援者を確保するための研修会の開

催や市の関わりをお願いしたい。

○ 各障がいの特性に応じた専門的ボランティアの育成を行ってほしい。

○ 専門職種の知識向上のための研修会を市町村で実施してほしい。

ま
ち
づ
く
り

○ バリアフリー化の推進をしてほしい。

○ 空き家を活用した住宅支援を検討してほしい。(障がい者が一人暮らしを出

来る住宅の確保・サテライト型のグループホームの検討・交流場の確保)

○ 公共施設や福祉避難所等に障がいの特性に応じた施設整備（オストメイト用

トイレ・車椅子用のトイレの設備）を行ってほしい。

○ 点字ブロックの破損修理や段差の解消、音声案内誘導装置の設置等、障がい

者が安心して外出できる環境を整えてほしい。

○ 災害時要配慮者支援対策について、避難時の支援方法及び福祉避難所におけ

る対応など支援体制の充実(他市との連携、新たな避難場の確保)を図ってほ

しい。

○ 事故や災害に遭った時などの緊急時の連絡通報手段を考えてほしい。
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７ 用語解説

あ 行

うつ病

感情・思考・意欲の障がいを伴う精神障がい。最近までは躁うつ病といわれ、

現在では気分障がいや感情障がいといわれる。躁状態あるいはうつ状態が現れる

が、うつ状態だけのものをうつ病、躁・うつ両方が現れるものを双極性障がい（狭

義の躁うつ病）という。特に、うつ病はストレスにあふれた現代社会のなかで増

加してきている。

オストメイト対応トイレ

オストメイト【直腸がんや膀胱がんなどが原因で臓器に機能障がい（内部障が

いのひとつ）を負い、手術によって、人工的に腹部へ人工肛門や人工膀胱の「排

泄口」を造設した人】が排泄物の処理、ストーマ（排泄口）装具の交換・装着、

ストーマ周辺皮膚の清拭・洗浄、衣服・使用済み装具の洗濯・廃棄などができる

設備を備えたトイレ。

か 行

介護保険法

加齢に伴って生じる心身の変化により、介護を必要とする状態になった人につ

いて、保健・医療・福祉サービスを提供することを定めた法律。平成 12 年施行。

介護予防事業

高齢者が在宅において自立した生活を送ることができるようにするため、要支

援状態や要介護状態になることをできるだけ防ぐこと、また、要支援状態や要介

護状態になっても、それ以上状態が悪化しないよう防ぐことを目的として実施さ

れる事業。

ガイドヘルパー

視覚障がい者や全身性障がい者、知的障がい者等の外出に付き添い、移動時の

介護等を行うヘルパー。

家庭児童相談員

18 歳未満の児童の養育など、家庭内の様々な問題についての相談を受け、支援

をする人。
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基幹相談支援センター

地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援事

業等を実施する機関。地域の相談支援の中核的な役割を担う。

健康日本 21

健康寿命の延伸等を実現するために、国が策定した「21 世紀における国民健康

づくり運動」の通称。2010 年度を目途とした具体的な目標等を提示すること等に

より、健康に関連する全ての関係機関・団体等を始めとして、国民が一体となっ

た健康づくり運動を総合的かつ効果的に推進し、国民各層の自由な意思決定に基

づく健康づくりに関する意識の向上及び取り組みを促そうとするもの。

公営住宅法

国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整

備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸

することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として

いる。

高次脳機能障がい

交通事故等により頭部に強いショックが加わる脳外傷等により、記憶力、注意

力、知能、情報処理能力などの低下が生じる脳機能の障がい。

さ 行

サービス等利用計画

市が障害福祉サービスの内容を決定するに当たり、個々の障がい者のニーズや

解決すべき課題等を踏まえ、適切なサービスを提供することを目的に、相談支援

事業所が作成するもの。

災害時避難行動要支援者

災害時に援護を必要とする障がい者等のうち、自力で避難することができない

など、避難するにあたり介助等の支援を必要とし、家族等の支援が得られない者

及び得られないおそれのある者。

災害時要援護者避難支援プラン

要援護者に関する情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容等）を平常時か

ら収集し、管理・共有するとともに、一人ひとりの要援護者に対して複数の避難

支援者を定める等、災害時要援護者の具体的な避難支援について定めた計画。
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在宅介護支援センター

地域の高齢者やその家族からの相談に応じ、必要な保健・福祉サービスが受けられ

るように行政機関・サービス提供機関・居宅介護支援事業所等との連絡調整を行う機

関。社会福祉士・看護師などの専門職員が在宅介護などに関する総合的な相談に応じ

る。平成 18 年の介護保険法改正により、在宅介護支援センターの相談機能を強化し

た地域包括支援センターが新設され、在宅介護支援センターの統廃合が進んでいる。

作業療法士

心身に障がいがある人に対し、主に手先を使う作業療法（手芸、工作、治療的ゲー

ム等）を用いて、応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図る訓練等を行う人。

市営住宅ストック総合計画

市営住宅の状況や今後の役割などについて検討し、建替、改善、及び維持保全など

の適切な整備の手法を選択することにより、より有効に活用するための計画。

視覚障がい者誘導ブロック（点字ブロック）

視覚障がい者が通常の歩行状態において、主に足の裏や杖の触感覚でその形状を確

認できるような線状または点状の突起を表面につけたブロック。対象物等の方向を誘

導したり、注意すべき位置や対象施設等の位置を示す。

自殺対策基本法

自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対す

る支援の充実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現

に寄与することを目的とする法律。

社会福祉協議会

社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。社会福祉を目的とする事業の企画及び実

施、調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成、社会福祉に関する活動への住民の参加の

ための支援等を行う。民間組織としての「自主性」と広く住民の人達や社会福祉関係

者に支えられた「公共性」という 2つの側面を合わせもっている。

社会福祉士

「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる専門職。

専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障がいがある者や環境上の理

由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を

行ったり、サービス提供等に関わる関係者との連携及び調整その他の援助を行う。

http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E6%97%8F
http://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E8%AB%87
http://kotobank.jp/word/%E5%BF%85%E8%A6%81
http://kotobank.jp/word/%E4%BF%9D%E5%81%A5
http://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E7%A5%89
http://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://kotobank.jp/word/%E6%A9%9F%E9%96%A2
http://kotobank.jp/word/%E6%8F%90%E4%BE%9B
http://kotobank.jp/word/%E5%B1%85%E5%AE%85
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7
http://kotobank.jp/word/%E6%94%AF%E6%8F%B4
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E6%A5%AD
http://kotobank.jp/word/%E9%80%A3%E7%B5%A1
http://kotobank.jp/word/%E8%AA%BF%E6%95%B4
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E5%B0%82%E9%96%80
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%93%A1
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E6%88%90
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E6%A9%9F%E8%83%BD
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8C%85%E6%8B%AC%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E8%A8%AD
http://kotobank.jp/word/%E7%B5%B1%E5%BB%83%E5%90%88
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障害者基本法

障がい者のあらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とした法律。障

がい者のための施策に関して基本的な理念や地方自治体等の責務を明らかにし、

施策の基本となる事項を定めている。「心身障害者対策基本法」を改正したもので、

平成 5年施行。同 16 年、23 年に一部改正が行われている。

障害者虐待防止法

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の通称。

平成 23 年 6 月成立、平成 24 年 10 月施行。障がい者の虐待の予防と早期発見、及

び養護者への支援を講じるための法律。

障害者雇用支援月間

昭和 23 年 8 月のヘレン・ケラー女史の日本訪問を契機に、労働省が 9月 1日か

ら 7日までの１週間を身体障害者職業更生週間として定め、雇用促進運動を実施。

その後、昭和 38 年から 9月を「障害者雇用促進月間」、平成 16 年からは「障害者

雇用支援月間」と定めている。

障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律）

障がい者の職業生活における自立促進のための措置を総合的に講じ、障がい者

の職業の安定を図ることを目的とした法律。障がい者の法定雇用率などを規定し

ている。

障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）

全ての国民が、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、障がいを理由とする差別の

解消を推進することを目的として、平成 25 年 6 月に制定。

障害者週間

12 月 3 日から 9 日。障害者基本法において、国民の間に広く障がい者の福祉に

ついての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あら

ゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるために定めている。

障害者総合支援法（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）

障がいの有無に関わらず、国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らせる地

域社会の実現に寄与することを目的とし、障がい者・障がい児が基本的人権を享有

する個人として尊厳ある生活を営めるよう、必要な障害福祉サービスの給付や地域

生活支援事業等の支援を総合的に行うことを定めた法律、平成 17年、障害者自立

支援法として制定。平成 24年に改正・改題。

http://kotobank.jp/word/%E9%98%B2%E6%AD%A2
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%88%E9%98%B2
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A9%E6%9C%9F
http://kotobank.jp/word/%E7%99%BA%E8%A6%8B
http://kotobank.jp/word/%E9%A4%8A%E8%AD%B7
http://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E5%BE%8B
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障害者の日

12 月 9 日。国民の障がい者福祉についての関心と理解を深めるため、また障がい者

があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、国連で「障害者の権利

宣言」が採択された 12 月 9 日を「障害者の日」と定めている。

ジョブコーチ（職場適応援助者）

障がい者が職場の習慣や人間関係に適応し働いていくため、作業工程の工夫、作業

指導の方法などを助言するとともに、通勤時、就労時などのサポートをする。

自立支援医療

「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の 3つの制度を一本化し、障がいに係る

公費負担医療制度が各種法律により別々の制度であったものを手続きや負担の仕組

み等を共通化したもの。

スクールソーシャルワーカー

学校を拠点に、不登校や家庭内暴力など子どもが抱える問題に対し、主に福祉的な

視点から解決を図る者。学校と家庭、地域の橋渡しをし、行政や病院など外部機関同

士のつなぎ役を果たすこともある。国家資格ではないが、教員免許や社会福祉士の資

格を持つ人がなる場合が多い。

生活習慣病

成人期後半から老年期にかけて罹患率、死亡率が高くなるがん、脳卒中、心臓病等

の総称。従来は成人病といわれていたが、がん、脳卒中、心臓病などに生活習慣が深

くかかわっていることが明らかになったため、一次予防を重視する観点から、生活習

慣病という新たな概念を導入した。

生活福祉資金制度

低所得世帯等に対し資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その世帯の

経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活

を送ることができるようにすることを目的とした制度。

精神保健福祉士

「精神保健福祉士法」で位置づけられた、精神障がい者等の保健及び福祉に関する

業務に携わる専門職。専門的知識及び技術をもって、医療施設において医療を受けて

いる精神障がい者や社会復帰施設等を利用している精神障がい者の社会復帰等に関

する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を

行う。

http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://kotobank.jp/word/%E6%8B%A0%E7%82%B9
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E5%BA%AD
http://kotobank.jp/word/%E5%95%8F%E9%A1%8C
http://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E7%A5%89
http://kotobank.jp/word/%E8%A6%96%E7%82%B9
http://kotobank.jp/word/%E8%A7%A3%E6%B1%BA
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F
http://kotobank.jp/word/%E6%A9%8B%E6%B8%A1%E3%81%97
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E9%83%A8
http://kotobank.jp/word/%E6%A9%9F%E9%96%A2
http://kotobank.jp/word/%E5%90%8C%E5%A3%AB
http://kotobank.jp/word/%E5%90%8C%E5%A3%AB
http://kotobank.jp/word/%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%8E
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%87%E6%A0%BC
http://kotobank.jp/word/%E5%A0%B4%E5%90%88
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成年後見制度

判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等）

が不利な契約等を結ばないよう、選任された後見人、保佐人等が本人の判断能力

を補い保護する制度。

た 行

第５次直方市総合計画

今後の直方市の将来の姿を示し、新しいまちづくりを進めるための基本となる

計画（計画期間：平成 23 年～32 年度）。直方市が策定する全ての計画の上位計画

として、行政運営全般の総合的な指針となるもの。

多目的トイレ

障がい者だけでなく、高齢者、妊婦、小さな子どもを連れた人、大きな荷物を

持っている人などが利用しやすいよう配慮してつくられたトイレ。

地域子育て支援センター

地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的として設置される地域の

総合的拠点。地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の

支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育

児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育需要に応

じた特別保育事業等の積極的な実施・普及促進及びベビーシッターなどの地域の

保育資源の情報提供等、並びに家庭的保育を行う者への支援などを実施。

地域包括支援センター

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介

護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。各区市町村に設置され、地域住民

の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域

住民の保健医療の向上及び福祉の推進を包括的に支援することを目的として、包

括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う。

地域防災計画

「災害対策基本法」第 42 条の規定に基づき、直方市防災会議が地域の災害対策

に関し定めるもので、災害予防や災害応急対策、及び災害復旧について、地域の

総合的かつ計画的な防災行政の整備推進を図り、地域の防災及び市民の生命、身

体、財産を保護するための計画。
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通級

障がいのある児童生徒が、特別支援学校や特別支援学級、あるいは通常学級に

学籍を置き、その学級で通常の教育を受けつつ、定期的に特定の学級に通って、

障がいに対する特別の専門的指導を受けるしくみ。

特別支援学級

平成 19 年 4 月より、障がいのある児童生徒等の教育について、従来の「特殊学

級」から一人ひとりのニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う「特別支

援学級」に転換された。

特別支援学校

平成 19 年 4 月より、盲学校、ろう学校、養護学校は、すべて障がいの種類を越

えて、「特別支援学校」という呼称に統一された。

特別支援教育

これまでの特殊教育の対象の障がいだけでなく、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥

/多動性障がい（ＡＤ／ＨＤ）、高機能自閉症等も含めた障がいのある児童生徒等

の一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困

難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うもの。

特別支援教育コーディネーター

学校内、または福祉・医療等の関係機関との間の連絡調整役として、あるいは、

保護者に対する学校の窓口の役割を担う者として学校に配置する教育的支援を行

う人。

都市計画マスタープラン

都市づくりの理念や都市計画の目標、将来都市像、整備方針や整備方策を示し

た都市計画の基本方針となる計画。

トライアル雇用

有給の有期契約による試行雇用。この期間に企業は適性を見極めるとともに、

障がい者も仕事や職場について知ることができるため、双方にとってメリットが

あり、障がい者の雇用を促進することができる。

な 行

内部障がい

身体障害者福祉法で規定する身体障がいの一種。心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、

ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい。
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ニュースポーツ

年齢や性別、体力、ハンディキャップの有無に関わらず、誰もが手軽に楽しむ

ことができるスポーツの総称。

直方市子ども・子育て支援事業計画

「子ども・子育て支援法」第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画

であり、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等につい

てまとめた計画。

直方市人権教育・啓発基本計画

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第 5条の規定に基づき、地方公

共団体の責務として、本市の実情に即した人権教育・啓発に関する施策を推進す

るための計画。

直方市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

「老人福祉法」第 20 条の 8 に基づく「市町村老人福祉計画」、及び「介護保険

法」第 117 条の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体化して策定した

計画。「地域包括ケアシステム」の構築を目指し、介護保険事業及びその他の高齢

者保健福祉施策の方針を示す計画。

ノーマライゼーション

障がい者や高齢者等の社会的に弱い立場にある人たちを特別視するのではなく、

誰もが個人の尊厳を重んじられ、地域の中で同じように生活を営める社会こそ通

常（ノーマル）の社会であるという考え方。

は 行

発達障がい

平成 17 年 4 月施行の発達障害者支援法では自閉症、アスペルガー症候群、その

他の広汎性発達障がい、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥／多動性障がい（ＡＤ／Ｈ

Ｄ）、その他これに類する脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢におい

て発現するものとしている。

パブリックコメント

国、都道府県、市町村等が基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の趣旨、

目的、内容等を公表し、広く市民等から意見等を求め、提出された意見等を考慮

して意思決定を行うとともに、意見等に対する考え方等を公表する一連の手続の

こと。本市では「直方市パブリック・コメント手続要綱」に基づき実施している。



■資料編■

バリアフリー

「障がい者等が社会生活をしていくうえで妨げとなる障壁（バリア）となるも

のを除去（フリー）する」という意味で、建物や道路などの段差等生活環境上の

物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く、「社会参加を困難にしている社

会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去」という意味でも用いる。

バリアフリー新法

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の通称。建築物や

公共交通機関等のバリアフリー化、駅等を中心とした一定の区域内における一体

的・連続的なバリアフリー化を促進し、バリアフリー施策を総合的に展開するた

め「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」を統合して拡充させたもの。

ハローワーク（公共職業安定所）

国（厚生労働省）によって設置された、職業安定法に基づく国民に安定した雇

用機会を確保する事を目的とした施設。

福岡県央障害者就業・生活支援センター

「障害者就業・生活支援センター」とは、障がい者の身近な地域で、雇用、保

健、福祉、教育等の関係機関とのネットワークを形成し、障がい者の就業面の支

援及び就業に伴う生活面の支援を一体的に行う施設。福岡県央障害者就業・生活

支援センターは直方市内に設置され、直鞍２市２町（直方市・宮若市・鞍手町・

小竹町）を管轄している。

福岡県福祉のまちづくり条例

障がい者や高齢者をはじめ、すべての県民が安全で快適に生活できる社会環境

を目指して平成 10 年 3 月に制定。障がい者や高齢者等が円滑に生活できる生活関

連施設の整備促進のため県、市町村等の責務、整備基準の遵守等を定めている。

福祉的就労

一般企業などでの就労が困難な障がい者が、各種授産施設等で職業訓練等を受

けながら作業を行うこと。
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法定雇用率

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づ

き、割合に相当する数以上の身体障がい者又は知的障がい者を雇用しなければな

らないこととされている。また、平成 18 年 4 月 1 日から、精神障がい者について

も、雇用率の算定対象となっている。

◎民間企業

・一般民間企業･･･2.0％

・特殊法人等･･･2.3％

◎国・地方公共団体･･･2.3％

ただし、都道府県等の教育委員会･･･2.2％

母子保健推進員

母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）の理念に基づき、市の行う母子保健事業

の円滑なる推進を図る者。地域の助産師、保健師、看護師、母子保健活動に相当

の経験がある者又は母子保健の推進に熱意を有する者のうち適任者に市長が依頼

する。地域や家庭で起こっている母性や乳幼児の保健に関する様々な問題の把握

や母子保健に関する各種の手続をしていない人に対するサポート等を行う。

や 行

ユニバーサルデザイン

年齢、性別、能力、言語など、人々が持つ様々な特性や違いを認め合い、はじ

めから、できるだけすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した、環境、

建築、施設、製品等のデザインをしていこうとする考え方。

ら 行

リハビリテーション

障がい者等に対し、その障がいを可能な限り回復治療させて、残された能力を

最大限に高め、身体的、精神的、社会的にできる限り自立した生活を送るために

行われる専門的技術。

療育

障がいのある児童生徒に対し、その発達に即して、一定の医療的な行為を行い、

かつ保育を実施すること。「療」は医療を、「育」は養育・保育・教育を意味する。
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臨床心理士

臨床心理学の知識や技術を用いて心理的な問題を取り扱う「心の専門家」のこ

とで、財団法人日本臨床心理士資格認定協会が資格認定を行っている。教育、医

療・保健、福祉、労働・産業など幅広い分野で活躍している。

レスパイト、レスパイトケア

レスパイトとは「小休止」という意味であり、福祉分野においては障がい者や

高齢者等を在宅で介護・介助している家族を癒すため、一時的に介護・介助を代

替し、リフレッシュを図ってもらうための家族支援のことを指す。主なものとし

て、施設等への短期入所や一時預かり等がある。

労働基準監督署

厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関で、都道府県

労働局では厚生労働省の内局である労働基準局の指揮監督を主に受けつつ管内の

労働基準監督署を指揮監督する。労働基準法に定められた監督行政機関として、

労働条件及び労働者の保護に関する監督を行う。福岡県内には 12 カ所の労働基準

監督署がある。


