
第３期八女市障害者基本計画
【令和元年度～令和１０年度】

平成３１年３月

福岡県 八女市



目 次
第１章 計画の概要············································································································································· １

１ 計画策定の趣旨······································································································································· １

２ 計画の位置づけ······································································································································· ２

３ 計画の期間················································································································································· ３

４ 計画の策定・推進体制··························································································································· ３

第２章 障がい者を取り巻く現状··················································································································· ５

１ 障がい児・者の状況································································································································ ５

２ 障がい福祉サービス支給決定者数の状況··················································································· １０

３ アンケート・ヒアリング調査結果にみる現状及び課題······························································· １１

４ 障がい者を取り巻く現状課題·············································································································· １６

第３章 計画の基本的な考え方·················································································································· １９

１ 計画の基本理念······································································································································· １９

２ 施策の展開（施策体系）························································································································ ２０

第４章 具体的施策············································································································································ ２１

第１節 障がい者の自立支援···················································································································· ２１

１ 障がい者等への自立支援··············································································································· ２１

２ 障がいのある子どもへの支援········································································································ ２８

第２節 相談等の推進·································································································································· ３０

１ 八女地区障害者基幹相談支援センターリーベルの体制強化········································· ３０

２ 八女地区障害者地域生活支援拠点センターすいれんの体制強化······························· ３３

第３節 ふれあいのあるまちづくりの推進···························································································· ３６

１ 地域社会における共生····················································································································· ３６

２ 差別の解消············································································································································ ４１

参考資料

１ 八女市障害者基本計画策定委員会委員名簿············································································ ４２

２ 八女市障害者基本計画策定委員会開催経過············································································ ４３

３ 用語解説······················································································································································ ４５



1

第１章 計画の概要

１ 計画策定の趣旨

第３期八女市障害者基本計画は、障害者基本法第１１条第３項に規定された市町村障害者計

画として策定するものであり、本市における障がい者のための施策に関する基本的な事項を定

め、すべての障がい者が、安心して自立した生活を送るための総合的な計画として推進するも

のです。

※ 障害者基本計画（障害者基本法第１１条第３項）
市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障

害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなけ

ればならない。

※ 「障害」の表記について
「障害」の表記に対する考え方は多様であり、国においても「障害」のそれぞれの表記に関する議論を紹

介するとともに、幅広く様々な主体における議論を喚起していくとしています。八女市では長年、「障害」の
表記について「しょうがい」を用いてまいりました。このことは、県内でも平仮名を用いた表記としては早い取り
組みでした。
県内では徐々に「障がい」と表記する市町村や団体が増加する中、福岡県が平成２９年度から「障害」

を「障がい」と表記するようになりました。福岡県をはじめとする県内の多くの市町村や団体が「障がい」と表
記する動きがありますが、「しょうがい」と表記する市町村は八女市のみです。
先駆的に平仮名を用いた表記を用いてきましたが、第３期八女市障害者基本計画策定を機に八女

市障害者基本計画策定委員会で議論した結果、福岡県に準じ、「障害」の表記を「障がい」に見直すとと
もに、「引き続き国や県の動向を注視する」としました。なお、法律等の文中で「障害」と明記されているもの
につきましては、引き続き「障害」と表記します。
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２ 計画の位置づけ

「第３期八女市障害者基本計画」は、昨年度策定された障がい福祉サービスの確保に関する

計画である「第５期八女市しょうがい福祉計画」、「第１期八女市しょうがい児福祉計画」を包

括する総合的な計画として各計画と連動し取り組みます。

また、八女市の上位計画である「第４次八女市総合計画」ほか関連する諸計画との整合性を

図ります。

【第 3期八女市障害者基本計画の位置づけ】

第 4次八女市総合計画（H23 年度～H32 年度）
ふるさとの恵みを生かし安心して心ゆたかに暮らせる交流都市八女将来都市像

障がい者福祉施策 障がい者が地域で安心して暮らせるまちをつくる

１ 障がい者の自立支援 ２ 相談等事業の推進 ３ ふれあいのある街づくり事業の推進
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福祉関連の上位計画として、共通する課題に地域で取り組む計画
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３ 計画の期間

「第３期八女市障害者基本計画」は、平成31年度から平成 40年度までの10年間を計画

期間とします。

但し、制度改正等の社会環境の変化に対応していくため、5年後の中間年度において見直し

を行うものとします。

４ 計画の策定・推進体制

（１）計画の策定体制

本計画の策定にあたっては、障がい者団体、障がい福祉に関わる関係者等の参加を得た「八女市

障害者基本計画策定委員会」において、計画内容等について検討し、計画への意見の反映につとめ

ました。

また、平成29年度に市内の障がい者を対象としたアンケート調査や障がい福祉団体を対象とし

た団体ヒアリング調査、計画素案に対する市民の意見を収集するパブリックコメントを行い、広く

意見・要望等を把握し、計画への反映につとめました。

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

第7期八女市
しょうがい福祉計画
（H36～H38年度）

第３期八女市障害者基本計画
（H31～H40年度）

第２期八女市障害者基本計画
（H21～H30年度）

第6期八女市
しょうがい福祉計画
（H33～H35年度）

前期計画（H31～H35） 後期計画（H36～H40）

第5期八女市
しょうがい福祉計画
（H30～H32年度）

第4期八女市
しょうがい福祉計画
（H27～H29年度）

第3期八女市
しょうがい児福祉計画
（H36～H38年度）

第2期八女市
しょうがい児福祉計画
（H33～H35年度）

第1期八女市
しょうがい児福祉計画
（H30～H32年度）
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（２）計画の推進体制

① 庁内の総合的な計画推進体制

障がい福祉施策の総合的な推進のために、計画は全庁的な取り組みとしてとらえ、各部署におけ

る障がい福祉施策を推進するとともに、福祉・保健・教育・雇用・人権・防災など、関係部署の横

断的な連携による計画推進を強化します。

② 地域における連携・協力体制の活用

障がいのある方の地域生活への支援や就労支援、障がいへの理解の醸成のために、障がい者団体

やサービス事業者、ボランティア団体、地域の関係者・関係機関等と連携・協力し、障がい者を地

域で支え合うまちづくりを進めていきます。

③ 計画の進行管理

計画の着実な推進に向けて、毎年度、計画の進捗状況を協議する八女市障害者福祉推進委員会を

設置し、計画の進行管理体制を整えます。
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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

4,662 4,630 4,556 4,547 4,495
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
348 340 328 332 325
7.5% 7.3% 7.2% 7.3% 7.2%
404 410 414 409 409
8.7% 8.9% 9.1% 9.0% 9.1%
33 32 35 37 41
0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9%
2,755 2,731 2,668 2,628 2,582
59.1% 59.0% 58.6% 57.8% 57.4%
1,122 1,117 1,111 1,141 1,138
24.1% 24.1% 24.4% 25.1% 25.3%

音声・言語機能障害

肢体不自由

内部障害

総数

視覚障害

聴覚障害・平衡機能障害

4,662 4,630 4,556 4,547 4,495 

0

500
1,000

1,500
2,000

2,500
3,000

3,500
4,000

4,500
5,000

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

（人）

第２章 障がい者を取り巻く現状

１ 障がい児・者の状況

（１） 身体障害者手帳交付者数の推移

○ 本市の身体障がい者数（身体障害者手帳交付者数）は、直近の平成2９年度は4,495人

となっており、平成25年度以降減少傾向にあります。

○ 身体障がいの種類別にみると、いずれの年度も「肢体不自由」の方が過半数以上を占めて

います。

○ 身体障がいの等級別にみると、重度者である1級の割合が最も高く、次いで4級となって

います。

【身体障害者手帳交付者数の推移（障がいの種類別）】

【身体障害者手帳交付者数の推移】

（資料：八女市福祉課）※下段の％は各年度の構成比
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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

4,662 4,630 4,556 4,547 4,495
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
1,342 1,322 1,291 1,313 1,290
28.8% 28.6% 28.3% 28.9% 28.7%
747 728 690 689 686
16.0% 15.7% 15.1% 15.2% 15.3%
702 702 689 690 680
15.1% 15.2% 15.1% 15.2% 15.1%
1,234 1,239 1,221 1,196 1,182
26.5% 26.8% 26.8% 26.3% 26.3%
320 327 340 344 339
6.9% 7.1% 7.5% 7.6% 7.5%
317 312 325 315 318
6.8% 6.7% 7.1% 6.9% 7.1%

３級

総数

１級

２級

４級

５級

６級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 計

1,290 686 680 1,182 339 318 4,495
28.7% 15.3% 15.1% 26.3% 7.5% 7.1% 100.0%
113 107 18 22 35 30 325
34.8% 32.9% 5.5% 6.8% 10.8% 9.2% 100.0%
22 86 52 75 3 171 409
5.4% 21.0% 12.7% 18.3% 0.7% 41.8% 100.0%
1 3 24 13 41

2.4% 7.3% 58.5% 31.7% 100.0%
379 469 456 860 301 117 2,582
14.7% 18.2% 17.7% 33.3% 11.7% 4.5% 100.0%
775 21 130 212 1,138
68.1% 1.8% 11.4% 18.6% 100.0%

視覚障がい

聴覚障害・平衡機能障がい

音声・言語機能障がい

肢体不自由

内部障がい

総数

【身体障害者手帳交付者数の推移（障がいの等級別）】

【身体障害者手帳交付者数の推移（平成 29年度 障がいの種類・等級別）】

（資料：八女市福祉課）※下段の％は各年度の構成比

（資料：八女市福祉課）※下段の％は各年度の構成比
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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

693 715 735 768 789
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
300 303 309 314 321
43.3% 42.4% 42.0% 40.9% 40.7%
393 412 426 454 468
56.7% 57.6% 58.0% 59.1% 59.3%

総数

A（重度）

Ｂ（中・軽度）

693 715 735 768 789

0

100
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600
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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

（人）

（２） 療育手帳交付者数の推移

○ 本市の知的障がい者数（療育手帳交付者数）は、直近の平成29年度は789人となって

おり、平成25年度以降増加傾向となっています。

○ 知的障がいの程度別にみると、平成29年度でA（重度）が 40％程度、B（中・軽度）

が59％程度となっています。

【療育手帳交付者数の推移】

【療育手帳交付者数の推移（障がいの程度別）】

（資料：八女市福祉課）※下段の％は各年度の構成比
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357 
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0
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200
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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

（人）

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

357 392 402 429 471
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
36 40 42 42 45

10.1% 10.2% 10.4% 9.8% 9.6%
280 302 307 334 361
78.4% 77.0% 76.4% 77.9% 76.6%
41 50 53 53 65

11.5% 12.8% 13.2% 12.4% 13.8%

総数

１級

２級

３級

（３） 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移

○ 本市の精神障がい者数（精神障害者保健福祉手帳交付者数）は、平成29年度は471人

となっており、平成25年度以降増加傾向となっています。

○ 精神障がいの程度別にみると、各年度2級（中度）が76％程度と最も多くなっています。

【精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移】

【精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移（障がいの程度別）】

（資料：八女市福祉課）※下段の％は各年度の構成比
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単位：人

通級児童数

小学校 9

単位：人

設置校数 学級数 児童生徒数

小学校 15 24 70

中学校 10 16 33

合計 25 40 103

（４） 障がい児の就学状況

○ 平成29年での保育所における障がい児在籍数は29名、小中学校における障がい児学級

の児童生徒数は103名となっており、年々増加となっています。

○ 通級指導教室での指導を受ける児童数は9名となっています。

３歳未満 ３歳 ４歳以上 合計
在籍児数 688 324 651 1663
在籍障がい児数 4 5 20 29
加配保育士数 7 5 20 32

（資料：八女市福祉課）※下段の％は各年度の構成比

【保育所における障がい児在籍状況】
単位：人

【障がい児学級（特別支援学級）の状況】 【通級指導教室の状況】
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※各年度3月末時点 （単位：人）

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 67 74 99 103 121

重度訪問介護 3 4 5 5 7

行動援護 0 2 2 1 2

重度障害者等包括支援 0 0 0 0 0

同行援護 8 13 16 17 20

療養介護 13 13 15 15 16

生活介護 230 221 230 224 228

短期入所 78 80 84 80 84

施設入所支援 164 160 164 165 168

計画相談支援 164 509 641 654 697

地域移行支援 0 0 0 0 0

地域定着支援 1 1 2 2 0

共同生活援助 47 106 106 97 117

宿泊型自立訓練 4 2 4 2 3

自立訓練（機能訓練） 3 2 6 3 4

自立訓練（生活訓練） 7 6 6 1 1

就労移行支援 35 30 22 16 23

就労移行支援（養成施設） 2 1 0 1 0

就労継続支援（A型） 45 71 98 106 114

就労継続支援（B型） 142 159 189 219 228

移動支援 106 118 112 110 112

日中一時支援 74 86 81 101 116

障害児相談支援 9 48 89 130 144

児童発達支援 12 16 29 40 37

医療型児童発達支援 0 0 0 0 0

放課後等デイサービス 36 45 65 90 107

保育所等訪問支援 0 0 3 7 9

□　介護給付費

□　訓練等給付費

□　地域生活支援事業

□　児童

２ 障がい福祉サービス支給決定者数の状況
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３ アンケート・ヒアリング調査結果にみる現状及び課題

今回の計画策定にあたって市内の障がい者を対象としたアンケート調査及び障がい福

祉団体を対象とした団体アンケート調査を実施した。分析結果からみた障がい者の実態及

び課題・要望について以下にまとめました。

（１） 障がい者アンケート調査

① 調査概要

● 調査対象

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者から 2,700 人を無作為抽出

● 調査期間

平成 29年１１月２８日～１２月１５日

● 調査方法

郵送による配布・回収

● 回収結果

1,560 件（回収率 57.7％）

② 調査結果からみた現状及び課題

【障がい者の自立生活への支援について】

○日常生活において「日常的な事務手続き」「緊急時の避難・連絡」「食事の調理・後片付け」

「外出」については、自分でできず介助が必要な障がい者が（一部介助が必要をあわせ）30％

以上となっています。これらの日常生活を主に介助している人は、「配偶者」「父母・祖父母」

「子ども・孫」の家族関係のケースも多く、介助している家族の年齢は約60％が「60歳以

上」の高齢者となっています。今後、障がい者の高齢化に伴い、介助者の高齢化による老老

介護がさらに増えるものと予想され、介助者への支援を含めた身近な在宅福祉サービスの支

援体制の充実がさらに必要になってくることが予想されます。

○日常生活における外出で困ることは、「公共交通機関（バス・電車など）が少ない」「道路に

段差・階段が多い」「バスや電車の乗り降りが困難」の交通面での不便さをあげる回答が多く、

外出の際の移動支援や道路や公共施設をはじめとしたバリアフリー化の推進が障がい者の安

心できる生活基盤に必要な要因となっています。
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【相談支援について】

○現在、悩んでいることや相談したいことは、高齢者を中心に「自分の健康や治療のこと」が

34.6％と最も多く、悩みや困ったことの相談先も家族や友人などに次いで「かかりつけの医

師や看護師」「入所・通所している福祉施設の指導員」が多くなっています。障がい者にとっ

ての困り事の相談先になっている地域密着型の医療機関、福祉施設の役割は大きく、各団体

との連携体制による相談支援体制の充実が求められます。

○悩みや困り事の相談先の中で「行政機関の相談窓口」「相談支援事業所などの民間の相談窓口」

をあげる方は少ない結果となっています。相談を必要としている障がい者やその家族への事

業に対する理解促進と効果的な相談窓口の情報提供・発信が求められます。

○障がいのことや福祉サービスなどに関する情報収集方法は、「市役所の広報紙」が30.5％と

最も多く、主な情報源となっており、今後も障がい者の情報手段として読みやすい広報紙づ

くりが望まれます。

【障がい者の福祉サービスについて】

○障がい者の福祉サービスを「利用していない」と回答した方が58.3％と半数以上となって

います。そのうちの約60％が「利用しなくても問題ない」と回答していますが「利用方法

がわからない」と回答した方も16.1％おり、サービスが必要な人に届く情報提供が求めら

れます。

○病院に月1回以上通院していると回答した方は65.8％と半数以上となっており、「医療費の

負担」が医療を受ける上で最も困っていることとしてあがっています。

【就労について】

○現在、働いている方は30.5％となっており、その就労形態は、「就労継続支援A型／B型

事業所の利用」が25.7％と最も多い結果となっています。「就労継続支援A型／B型事業

所の利用」は旧八女市エリアや10～30代の若い年齢層の利用が多い傾向となっていますが、

中心地から離れた「黒木・星野・矢部エリア」や「70歳以上」の高齢者では利用が少なく

「自営業」での就労の傾向が高く、障がい者に適応した職場環境が整備されていない状況が

うかがわれます。

○障がい者の就労支援として必要なことは、「職場の障がい者への理解」が17.9％と最も多く、

次いで「通勤手段の確保」「短時間勤務や勤務日数等の配慮」となっており、職場環境のさら

なる改善が望まれます。
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【災害時の避難について】

○「火事や地震等の災害時に一人で避難できない」回答した方は34.5％となっており、災害

時に避難の介助が必要な障がい者が多くみられます。災害時、家族が不在の場合や一人暮ら

しの場合、「近所にあなたを助けてくれる人がいない」回答した方が19.8％とおり、「助け

てくれる人がわからない」回答者も35.5％といることから、障がい者の安心できる身近な

地域での災害時の避難体制の整備が必要となっています。

○火事や地震等の災害時に不安に感じることとして、「安全なところまで、迅速に避難すること

ができない」「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」の回答が多いことから、これ

らのニーズをふまえた災害時の避難対策、防災対策の充実が求められます。

【差別の解消について】

○日常生活において、差別や偏見、疎外感を「よく感じる」「ときどき感じる」回答した方が

23.9％おり、差別や偏見、疎外感を感じた時は、「人間関係」「街角での人の視線」、特定し

た活動においては「地域の行事や集まり」「店などでの対応や態度」の回答が多くあげられて

います。

○障がいのある人に対する市民の理解を深めるために必要なことは、「障がいに関する広報・啓

発の充実」が最も多く、障害者差別解消法で示された「合理的配慮」を含め市広報紙を中心

として情報発信・啓発が求められます。

【障がい福祉全般の重点事項】

○障がい福祉全般において、市に対して希望が多い施策は、「年金や手当等の充実」が39.4％

と最も多く、次いで「通院・治療のための医療費の助成」「障がい者にやさしいまちづくりの

推進」が上位となっており、障がい者のニーズの高い施策として、それらへの対応が求めら

れます。

【介助者への支援について】

○障がい者を介助する方からみた本人（障がい者）へのサポートは、「家族以外の人と出かけら

れるサポートがある」の回答が多く、家族等の介助者への支援でも、「介助にかかる費用の軽

減」に次いで「介助者のリフレッシュのためのサービス」「身近な場所での相談の場」となっ

ており、日常生活の中で身近にサポートできる場が求められます。

【障がい児施策について】

○学校や保育所・幼稚園などでの生活を送るうえで必要だと思っていることは、「障がいのある

子ども一人ひとりの特性に応じた配慮」「障がいに対する教職員の理解の徹底」「学習サポー

ト体制の充実」の3項目が上位となっており、今後の障がい児施策としての展開が求められ

ます。
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（２） 障がい福祉関連団体ヒアリング調査

① 調査概要

● 調査対象

障がい者(児)の福祉活動に関する各種団体

（当事者団体 7団体／障害者支援施設 13 団体／学校・行政関係 4団体／介護者団体 2団体

ボランティア団体 4団体／その他 2団体）

● 調査期間

平成 29年 12 月～平成 30 年 1 月

● 調査方法

アンケート調査及びヒアリング調査

② 調査結果からみた現状及び課題

【就労支援について】

○Ａ型やＢ型事業所の福祉サービスとしても目的・役割に見合った適切な運営の実施が必要。

○雇い入れする企業に対して行政からの表彰や助成を行うなど、受け入れ先の事業所への啓

発・雇用促進が必要。

○農福連携を始めとする、市のモデル事業となる活動へ助成してほしい。

【障がい者への相談支援・情報提供について】

○ひきこもりのサポート（相談）が増加しており、長期的、継続的なサポート体制が必要。

○障がい者が利用できる福祉サービスや相談できる場所になかなかつながらない。

【障がい者の移動支援について】

○施設入所者の休日外出等での移動支援に対する補助がほしい。

○障がい者がいろいろな場所へ自由に行けるような個別対応型の移動支援がほしい。

○交通手段がない山間部（八女東部）では利用機会も限られており、対応が必要。

【障がい児福祉・障がい児教育に対する支援について】

○幼稚園・保育園・小学校・中学校への移行期の発達障がいのある子どもの状況や、効果的な

かかわり方について引き継いでいくことのできる仕組みづくり、関係機関の情報の共有が必

要。

○学校教育の発達障がいの対処法への理解が不足している。

○特に就学前教育において、障がい児を地域でも指導できる環境づくりが必要。

○発達障がいの特性を持つ子ども達が安心して進学できる高等教育の整備が必要。

○家族への接し方教育（ペアレントトレーニング）を充実することが必要。

○発達障がいに対する学校と保護者の間に立った第三者機関による相談・サポート体制が必要。

○放課後地域デイサービスのような地域とふれあうような取組みを充実すべき。
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【居宅介護・グループホームについて】

○重度障がい者向けの居宅介護が供給できていないため環境整備が必要。

○精神障がい者向けグループホームの整備に対する支援が必要。

○空家を活用した障がい者の居場所をつくるための助成がほしい。

【福祉に従事する人材の育成・確保について】

○福祉・介護職員の人材確保に向けて処遇面や福祉に対するやりがいなどを意識啓発し、福祉

をやってみたいと思う人が学ぶ機会を提供するなど潜在的な需要の掘り起しが必要。

○相談支援専門員の人材育成・養成が必要。

○障がい者の就労定着に向けたマネジメントのできる専門人材の確保が求められている。

【障がいに対する市民理解の促進／地域（市民）のサポートについて】

○一般市民への発達障がいへの啓発による理解を促進し、自然にサポートできる環境づくりが

必要。

○地域の人権に関わる研修会、学習会に精神障がいを入れてほしい。

○活動団体の取組みを紹介する福祉授業を拡大してほしい。

○障がい（身体・知的・精神・重複等）を越えた相互理解のできる場面や機会がほしい。

○ボランティアグループの連携・交流機会を増やし、相互活動の活発化が必要。
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４ 障がい者を取り巻く現状課題

各種調査結果ならびに国、県の動向、現状における障がい福祉施策に関する取り組み状況をふ

まえ、八女市の障がい者施策の現状課題について以下にまとめました。

重点課題（１） 障がい者が安心して暮らせる生活支援の充実

○アンケート調査では、障がい者の8割以上が家族と暮らしていますが、介助している家族の多くが

60歳以上となっており、介助する家族の高齢化が進んでいます。今後もさらなる少子高齢化、核

家族化が進むことで、介助する家族の高齢化や家族の支えがない一人暮らしの障がい者が増えてく

ると予想され、介助者となる家族への支援を含めた在宅福祉サービスの支援、家族亡き後の障がい

者に対する地域生活支援の充実が求められます。

○地域移行への受け皿としての共同生活援助事業（グループホーム）の充実、サービスの担い手とな

る専門人材の確保のための対策が必要となっています。

重点課題（２） 必要な生活支援を提供できる相談支援体制の充実

○アンケート調査では、回答者の多くがほとんどの福祉サービスを「利用していない」と回答してお

り、利用方法がわからないという声も少なくないことから、福祉サービスが必要な人へ届く情報提

供や相談体制の充実が求められます。障がい者の困り事の相談先として、「行政機関の相談窓口」「相

談支援事業所などの民間の相談窓口」をあげる方は少ない結果となっており、地域において身近に

相談できる専門機関の充実を図るとともに、複合的な問題を抱えた相談者に的確に対応できるよう

関係機関による総合的な相談体制を構築していく必要があります。

○団体ヒアリング調査等から、ひきこもりや生活困窮世帯など、様々な要因を課題にもつ障がい者（家

族）が増えていることから、関係機関の情報共有、連携による課題に対して適切に対応できる支援

体制づくりが求められます。あわせて、福祉サービス利用者の高齢化・重度化が進む中、医療的ケ

アが必要な障がい者に対応していくため、医療との連携強化が求められます。
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重点課題（３） 就労の促進、経済的自立に向けた支援

○アンケート調査では、働いている方の就労形態は、「就労継続支援A型／B型事業所を利用して働

いている」方は25.7％と最も多い結果となっています。市の中心部から離れたエリアでは、自営

業で働く傾向が高く、障がい者に適応した職場環境が少ない状況がみられます。団体アンケート調

査では一般事業者への就労機会の促進が課題となっており、正規雇用を含めた雇用機会の向上や八

女市の強みを活かした農福連携による取組みの促進が求められます。

○アンケート調査では、地域で生活していくために市に希望することとしては「年金、手当等の充実」

に対する回答が最上位となっており、地域での自立した生活を進めるうえで、年金、手当等による

所得保障の推進が必要不可欠な条件となっていることがわかります。雇用、就労とあわせ年金、手

当等による支援を持続することで、経済的に自立した生活の実現に向けた総合的な支援が求められ

ます。

重点課題（４） 障がい者への合理的配慮による差別解消の推進

○障害者差別解消法により、障がいを理由とする差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が求められ

る一方、アンケート調査では、日常生活において、差別や偏見、疎外感を感じる方が 23.9％とな

り、生活の様々な場面で差別や偏見、疎外感を感じる人は少なくないことがわかりました。

○地域共生社会の実現を目指し、障がいや障がい者への市民の理解を一層深め、差別や偏見を解消し

ていくために、アンケート調査でもニーズの高かった「障がいに関する広報・啓発の充実」「障がい

のある人との交流とボランティア活動の推進」を中心とした施策の充実が求められます。

重点課題（５） 災害時の安全を確保できる体制の整備

○アンケート調査では、「火事や地震等の災害時に一人で避難できない」方は34.5％、災害時、家族

が不在の場合や一人暮らしの場合、「近所にあなたを助けてくれる人がいない」方は19.1％となり、

災害時に避難の介助が必要であるが、介助者がいない障がい者が多いことがわかりました。

○火事や地震等の災害時に不安に感じることとしては、「安全なところまで、迅速に避難することがで

きない」の回答が45.1％と多く、これらのニーズをふまえた災害時の避難対策、防災対策の充実

が求められます。
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重点課題（６） 障がい児に対する支援の充実

○団体ヒアリング調査では、発達障がい児が増加する中、幼稚園・保育園・小学校・中学校への移行

期の発達障がいのある子どもの状況や、効果的なかかわり方について引き継いでいくことのできる

仕組みづくりを求める意見が多くみられ、発達障がいに対する学校と保護者の間に立った第三者機

関による相談・サポート体制の構築、家族への接し方教育（ペアレントトレーニング）等の支援に

向けて取組の強化が求められます。

○アンケート調査では、学校や保育所・幼稚園などで生活を送るうえで必要だと思っていることは、

「障がいのある子ども一人ひとりの特性に応じた配慮」「障がいに対する教職員の理解の徹底」「学

習サポート体制の充実」が上位となっており、上記の対策とあわせて施策としての展開が求められ

ます。

重点課題（７） 障がい者の安心・安全な暮らしを支える生活環境の整備

○アンケート調査では、日常生活における外出で困ることは、「公共交通機関（バス・電車など）が少

ない」「道路に段差・階段が多い」「バスや電車の乗り降りが困難」など交通面での不便さをあげる

回答が多く、地域で生活していくために市に希望することでは「バリアフリー化など住まいに必要

な支援」に対する回答が多くあがっていました。障がい者の安心・安全な暮らしを支えるためには、

外出の際の移動支援や道路・公共施設をはじめとしたバリアフリー化の推進が必要となっています。
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第３章 計画の基本的な考え方

１ 計画の基本理念

我が国においては、政府が講ずる障がい者のための施策の最も基本的な計画として、平成３

０年度から平成３５年度までを期間とする「障害者基本計画（第４次）」を策定し、「全ての国

民が、障がい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」ことを理念に、「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」を掲げています。

また、福岡県においても、平成２７年度から平成３２年度までの「福岡県障害者長期計画」

を策定し、「障がいのある人もない人も等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として

尊重される」ことを理念に、「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」を目標とし、基本的視点として次の７点を掲げてい

ます。

①障がい者の自己決定の尊重及び意思決定の支援

②地域社会における共生等

③障がいを理由とする差別の解消

④当事者本位の総合的な支援

⑤障がい特性等に配慮した支援

⑥アクセシビリティの向上

⑦総合的かつ計画的な取組の推進

これらの基本目標及び基本的視点をはじめ、八女市における障がい者の現状と課題を踏まえ、

本市では「長い年月をかけて八女市で整備された社会資源を活用し、地域における新しいネッ

トワークの構築、人材づくり、情報啓発活動を充実」を基本視点とし、以下の基本理念を定め

ます。

障がいの有無に関係なく、すべての方が
安心して住み慣れた地域で生活できる地域
共生社会の実現
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２ 施策の展開（施策体系）

基本

理念
基本方針 基本方針を実現するための施策

障
が
い
の
有
無
に
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
方
が
安
心
し
て
住
み
慣
れ
た

地
域
で
生
活
で
き
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現

第1節

障がい者の自立支援

１ 障がい者への自立支援

（１） 訪問系・日中活動系等サービスの充実

（２） 地域にあった就労への支援

（３） 経済的自立支援の充実

（４） 権利擁護の推進

（５） 障がい者虐待の防止

（６） 自立支援協議会のさらなる推進

２ 障がいのある子どもへの支援

（１） 障がい児支援の充実

（２） 療育支援・教育環境の充実

第２節

相談等の推進

１ 八女地区障害者基幹相談支援センター「リーベル」の体

制強化

（１） 新しい相談支援体制の構築

（２） 専門的人材の育成・研修体制の整備

（３） 家族への支援

２ 八女地区障害者地域生活支援拠点センター「すいれん」

の体制強化

（１） 新たなネットワークの構築

（２） 地域移行の支援（入所・入院から地域へ）

第3節

ふれあいのあるまちづくり

の推進

１ 地域社会における共生

（１） 地域交流の推進

（２） 情報・意思疎通支援の充実

（３） ユニバーサルデザインのまちづくり

（４） 災害時の安全・安心策の強化

（５） 福祉教育の推進

２ 差別の解消

（１） 差別解消支援地域協議会の推進
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第４章 具体的施策

第１節 障がい者の自立支援

１ 障がい者等への自立支援

（１） 訪問系・日中活動系等サービスの充実

【現状及び課題】

○福祉サービスの提供については、平成25年 4月に導入された計画相談支援により、福祉サー

ビス利用者すべてに相談支援専門員が個別に対応する体制が整い、必要とする支援体制のコー

ディネートが行われています。一方、アンケート調査では、障がい者の福祉サービスを「利用

していない」と回答した方が58.3％と半数以上となっています。そのうち「利用しなくても問

題ない」と回答した方も多く見られますが「利用方法がわからない」と回答した方も16.1％お

り、サービスが必要な人に届く情報提供が求められます。

○地域移行に伴い、需要が高まるグループホームの受け皿として、多様なニーズに対応した多様

な形態・様式のグループホームの供給体制を検討していく必要があります。

○福祉サービス利用者の高齢化、重度化に伴い、医療的なケアが必要とされる障がい者への支援の

必要性が高まっており、専門知識を有する人材の育成と医療機関との連携強化が求められます。

○地域生活支援事業については当事者が身近に利用できるとともに、多様なニーズに対応した支

援が求められます。

【施策の方向】

『地域で一人の障がい児・者を支援する』仕組みをどのように構築するかが問われています。

生活の質を向上させるためにも、日中活動の場と生活の場を一人ひとりのニーズに合わせた組

み合わせとなるような計画相談支援となるようつとめます。

また、学校への通学が難しく、訪問教育を受けていた児童の卒業後の支援が課題となってい

ます。卒業後も対象者が必要な支援を受けることができる体制を整備します。
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＜施策一覧＞

（２） 地域にあった就労への支援

【現状及び課題】

○アンケート調査では、現在、就労していると回答した方は30.5％となっており、そのうち、就

労形態は「就労継続支援A型／B型事業所の利用」が25.7％と最も多くなっています。しか

し、収入を得る「仕事をしたい」と回答した方は32.3％と現在の就労状態を上回っており、就

労機会があれば新たに就労したいという障がい者のニーズがあることがわかります。

○障がい者の就労支援として地域における就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労移行支援事業者と連携

し、一人ひとりの特性に合わせた職業訓練に取り組んでいます。その一方で、一般事業者への

障がい者雇用の促進が十分な効果をあげていないため、関係機関との協議・連携により事業者

への啓発活動を通じた雇用促進が求められます。

○農業を通して障がい者の就労機会を生み出す福祉側のメリットと、福祉の力を通して高齢化、

施策名 施策内容

訪問系・日中活動系等サービス

の充実

・障がい者本人の希望を聴き取り、その実現に向けた様々

な公的なサービスや社会資源（インフォーマルなもの

を含む）が調整された総合的な計画＝サービス等利用

計画が作成できる環境整備に取り組みます。

・地域のニーズに対応できるよう訪問系福祉サービス事

業者の拡大に取り組みます。

多様なグループホームの設置

・親元を離れ、地域で自立した生活を希望する障がい者

の生活の場でもあるグループホームの拡充に取り組み

ます。また、多様なニーズに対応できるグループホー

ムを推進します。

医療的なケアを必要とする方

への支援体制づくり

・福祉的なケアに加えて医療的なケアを必要とする障が

い者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにする

ため、これまでにない福祉・医療・保健等が連携する

新しい支援体制の仕組みづくりに取り組みます。

ニーズにあわせた地域生活支

援事業の推進

・地域生活支援事業の必須事業である日中一時支援事業

や移動支援事業などについてニーズに応じた事業に取

り組みます。

・施設入所者への支援のあり方について、国や県の動向

を注視し研究します。

・日常生活用具に関する情報提供を行うことでニーズに

応じた事業に取り組みます。
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後継者不足、耕作放棄地等の課題が前進できる農業側のメリットを具体化させる「農福連携」が

注目されており、農業が基幹産業である当市において、農業関係団体、福祉事業所、行政が連携

し、地域が求める農福連携への取組みが望まれます。

○障がい者の長期的な就労の定着に向けた支援体制が求められます。

【施策の方向】

平成３０年４月に施行された改正障害者雇用促進法により、今後益々、民間企業等による障が

い者を雇用する動きは活発になることが予想されます。障がい者本人の一般就労に向けた準備

や訓練による支援、障害者就業・生活支援センターデュナミスとの連携、平成３０年４月に創設さ

れた就労定着支援事業所による定着支援も含めた効果的・複層的な就労支援に取り組みます。

また、福祉的な就労として就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型に対するニーズは高い状況

が続き、工賃のアップなどの課題があります。近年、支援の一環として農業に取り組む「農福連

携」は農業分野の課題である担い手不足や耕作放棄地問題、福祉分野では障がい者の就労の

機会の確保や工賃（給与）水準の向上などの、それぞれの課題について効果が見込まれていま

す。生産のみならず、加工や流通・販売など当市の地域性にあった「農福連携」の仕組みづくりに

取り組みます。また、効果的に工賃（給与）水準が向上できるよう取り組みます。

＜施策一覧＞ 【重点】は重点施策

施策名 施策内容

【重点】農福連携の推進

・八女市農福連携推進協議会（仮称）を設置し、本市の

地域性に応じた「農福連携」の仕組みについて協議し、

農業サイド、福祉サイドそれぞれの課題に対応できる

よう、地域全体で取り組みます。

障がい者雇用の促進

・公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターデュ

ナミス、特別支援学校等の関係機関と連携し、障がい

者雇用の推進に取り組みます。

【重点】就労定着のための体

制つくり

・一般就労に向けた準備・訓練の場である就労移行支援

と就労後に障がい者が職場に定着できるよう障害者就

業・生活支援センターデュナミスや就労定着支援事業

所等の連携に取り組みます。
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（３） 経済的自立支援の充実

【現状及び課題】

○生活困窮者の自立支援に向けて、生活困窮の課題・要因が多様化しており、様々な課題に対応

できる関係機関との連携が求められます。

○障害年金、手当の周知や相談体制の充実、正しい理解の促進による申請支援が求められます。

【施策の方向】

平成２７年４月に施行された生活困窮者自立支援法では、生活困窮者に対する自立相談支援

事業や就労準備支援事業など、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、消費生活センター等

の専門機関と連携して、解決に向けた支援をおこなっています。障がい者が生活に困窮した場合

の連携体制の構築に取り組みます。

また、障がい者やその家族から年金請求や手当申請の相談があった場合の対応力向上は欠

かせません。必要とされる内容を分かりやすく説明できるよう、相談支援専門員等が年金や各種

手当の制度について理解を深め、資質向上につとめます。

＜施策一覧＞

施策名 施策内容

生活困窮者自立支援事業との

連携強化

・生活困窮状態にある障がい者に対して、生活困窮者自

立支援制度にある各支援策と連携し、効果的な支援に

取り組みます。

・経済的な自立に欠かせない就労に必要となる支援体制

の確立に取り組みます。

・生活困窮者自立支援事業や社会福祉協議会が行う事業

と連携し、効果的な支援に取り組みます。

情報提供の強化

・相談窓口や相談支援専門員等が障害年金や各種手当の

制度理解を深め、相談者が必要とする手続きにつなが

るよう取り組みます。
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（４） 権利擁護の推進

【現状及び課題】

○アンケート調査では、成年後見制度について、「名前も内容も知っている」回答した方は当事者

で21.9％、介助者で33.1％と低く、制度に対する理解が浸透していないことがわかります。

○権利擁護の推進については、市と社会福祉協議会を通じて成年後見制度や日常生活自立支援事

業の周知を図っていますが、より効果的な情報発信と制度の円滑利用を目指し、関係機関との

協議・連携、権利擁護の専門的な相談体制の構築が求められます。

【施策の方向】

平成１２年４月に改正民法が施行され、これまでの禁治産・準禁治産制度にかわり、成年後見

制度がスタートし、本人の自己決定権の尊重や身上配慮など、本人の基本的人権が重視される

内容となりました。しかし、禁治産・準禁治産制度のイメージがいまだ根強くあります。成年後見

制度に対する正しい理解を得るための周知活動に取り組みます。

成年後見制度や日常生活自立支援事業について相談や利用しやすい環境を整えるために、

専門の相談窓口の設置の検討や専門の相談員などの人材育成に取り組みます。

＜施策一覧＞

施策名 施策内容

成年後見制度の推進

・利用しやすい成年後見制度とするために、相談に対応

する支援者の研修等に取り組みます。

・市民に対して、成年後見制度の内容を正しく理解いた

だく周知活動に取り組みます。

・成年後見制度について相談や利用のための支援ができ

る専門機関の設置や人材の育成について関連部署等と

協議します。
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（５） 障がい者虐待の防止

【現状及び課題】

○障がい者虐待を防止するため、障害者虐待防止法の正しい理解を促す周知・啓発と適切なケアの

できる相談支援体制が求められます。

【施策の方向】

障がい者虐待は、養護者、障がい者福祉施設従事者等、使用者からの不適切な行為をいいま

す。虐待をしている人、虐待を受けている人に自覚があるとは限らず、虐待者が、「指導・しつけ・

教育」の名の下に不適切な行為を続けていることや、被虐待者が、自身の障がいの特性から自

分のされていることが虐待だと認識していないこともあります。障がい者の権利を護るためにも虐

待の防止に取り組みます。

＜施策一覧＞ 【重点】は重点施策

【成果指標】

施策名 施策内容

障がい者虐待の防止の推進

【重点】・八女地区障害者等自立支援協議会と連携し、障

がい者福祉施設従事者等を対象とする研修会に取り組み

ます。

・公共職業安定所と連携し、使用者に対する啓発活動に

取り組みます。

・養護者からの虐待が生じた場合、リーベルと連携し、

虐待を受けた障がい者及びその養護者への支援に取り

組みます。

・障がい者を対象とする研修会等に取り組みます。

成果目標
現状 中間年度 最終年度

出典
平成30年度 平成35年度 平成40年度

（２）障がい者虐待の防止

障がい者福祉施設従事

者等を対象とする研修

会を開催

０回／年 １回／年 ２回／年
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（６） 自立支援協議会のさらなる推進

【現状及び課題】

○自立支援協議会を中心に、障がい者の自立支援に向けて、地域にある課題を掘り起し・把握するこ

とで地域ニーズに対応した社会資源を活用した解決方策の検討・取組みの強化が求められます。

【施策の方向】

平成１９年６月に設置した八女地区障害者等自立支援協議会の取り組みは、相談支援事業を

核とする取り組みを継続させ、地域における関係機関のネットワークを構築し、支援者同士の顔

が見える関係づくりを可能とするなど一定の成果を上げました。同時に、相談事業における個別

ケースへ対応する過程で、新たな地域課題が見えてきました。

現在、八女地区障害者等自立支援協議会には４つの分科会を設置し、それぞれの課題に応じ

た取り組みをおこなっています。多様化する障がい者とその家族のニーズに対して分科会で取り

組む内容は年々変化しており、分科会活動のさらなる活性化につとめます。

＜施策一覧＞

【成果指標】

施策名 施策内容

地域課題に応じた取り組みの

強化

・個別ケースを通して得られる地域課題について、八女

地区障害者等自立支援協議会で議論する仕組みづくり

に取り組みます。

・地域に求められる社会資源について、新たに開発できる

環境を整備し、ニーズの受け皿づくりに取り組みます。

専門部会の活性化

・多様化する地域のニーズを共有し、必要となる議論が

活発におこなわれる分科会を推進します。

また必要に応じて専門部会を設置するなど問題解決

につとめます。

成果目標
現状 中間年度 最終年度

出典
平成30年度 平成35年度 平成40年度

（２） 地域にあった就労への支援

八女市農福連携推進部

会（仮称）の開催
０回／年 ２回／年 ３回／年

就労定着ネットワーク

による事例検討部会等

の開催

０件 １回／年 ２回／年



28

２ 障がいのある子どもへの支援

【現状及び課題】

○平成25年 4月に開始された障害児通所支援により、支援を必要とする児童が個別や集団で療

育を受けることが可能となりました。

○障がい児のニーズに対応した障害児通所支援の支援内容の充実が求められます。

○療育が必要な障がい児に対応した療育機関等の専門機関の充実・連携が求められます。

○平成30年 1月に障がい児を対象とする専門的な療育支援を目的とする児童発達支援センター

が開設されており、今後、地域の関係機関との連携体制を強化し、療育体制の充実が期待され

ます。

○障がいがある方の家族への適切な支援のできる支援者・体制づくり、未就学児から18歳まで

対応できる療育体制の構築が求められます。

【施策の方向】

（１） 障がい児支援の充実

平成２４年４月に創設された障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）は

年々その利用者が増加しています。特に放課後等デイサービスは利用児童の低年齢化もありそ

のニーズは高いと言えます。しかし、「個別ニーズに応じた対応ができていない」「単に見守りにな

っている」といった指摘もあります。こうした課題に対応するため、個々のニーズに対応したサー

ビス提供につとめます。

児童発達支援センターは、施設の持つ専門的な機能を活かし、地域の障がい児やその家族か

らの相談対応や、障がい児を対象とした各施設に対しての援助や助言をおこなうなど、療育に取

り組むための中核的な施設です。地域における児童発達支援センターの機能を活かした仕組み

づくりが求められており、福岡県筑後地域発達障がい者支援センターあおぞらや医療機関、障害

児通所支援事業所等との連携体制の構築に取り組みます。

＜施策一覧＞ 【重点】は重点施策

施策名 施策内容

障害児通所支援の充実

・各施設が多様なニーズに対応できるよう、特色ある

取り組みの研究や、支援員の資質向上のための研修

等の環境整備に取り組みます。

・保護者や関係機関が各施設の取り組み内容などを共

有できるよう取り組みます。

【重点】児童発達支援セ

ンターを核とする地

域の連携体制の構築

・児童発達支援センターを核とする地域の連携体制の構築

に取り組みます。
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（２） 療育支援・教育環境の充実

障がい児に対する接し方は、家庭・学校・施設で共有し、実践することがより効果的と言われて

います。施設だけの取り組みではなく、障がい児の家族や学校に対して接し方を共有できる支援

体制づくりに取り組みます。

また、就学前～小・中学校～高校それぞれのライフステージにおいて切れ目のない支援体制

の確立につとめます。

＜施策一覧＞ 【重点】は重点施策

【成果指標】

施策名 施策内容

家族の接し方（ペアレントトレ

ーニング）等の充実

・施設、家庭、学校が連携し、情報の共有をはじめとす

る適切な支援体制の構築に取り組みます。

・障害児相談支援を充実させ、必要に応じて施設・学校・

家庭におけるペアレントトレーニングが導入できるよ

う取り組みます。

切れ目のない支援体制の構築
・切れ目のない支援を実現させるために、進学に伴う学

校間の連携の更なる強化に取り組みます。

成果目標
現状 中間年度 最終年度

出典
平成30年度 平成35年度 平成40年度

（１） 障がい児支援の充実

児童発達支援センター

を核とする連絡会議の

開催

０回／年 １回／年 ２回／年
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第２節 相談等の推進

１ 八女地区障害者基幹相談支援センターリーベルの体制強化

（１） 新しい相談支援体制の構築

【現状及び課題】

○平成26年度に八女地区障害者基幹相談支援センターとしてリーベルが開設されました、これ

まで活動実績や広報活動により関係機関や地域の方への周知は広がりを見せており、それらと

の連携による相談機能の体制強化が進んでいます。

○一方、アンケート調査では、悩みや困ったことの相談先は、「家族や親せき」が68.1％を占め

ており、次いで、「かかりつけの医師や看護師」となっています。相談支援事業所や行政の相談

窓口と回答する方は少ない結果となっており、相談先としての周知とコミュニケーションの充

実がさらに求められます。

○福祉サービス利用者の高齢化、重度化が課題となっており、これまで、医療ソーシャルワーカー

とリーベルの相談支援専門員が連携を図り、入院時や退院に向けた調整をし、スムーズな在宅への

移行につとめてきましたが、地域包括ケアシステムの構築とあわせた医療ソーシャルワーカーを含

む医療機関とのネットワークのさらなる強化が求められます。

○八女市介護人材バンク事業（社会福祉協議会）により介護人材の育成を行っていますが、今後

の地域生活支援事業の充実を図る上で、様々なケースに対応できる人材の育成が求められます。

【施策の方向】

八女市では、これまで相談支援事業を核とする八女地区障害者等自立支援協議会の取り組

みを進めてきました。その結果、相談支援事業の推進役である八女地区障害者基幹相談支援セ

ンターリーベル（以下リーベルという。）が個別ケースへの支援や分科会活動、地域の関係機関

を対象とした研修会の開催などにより福祉分野における有機的なネットワークが構築され、障が

い者やその家族に対する支援を充実させてきました。

近年、難病等患者をはじめとする福祉的なケアだけではなく、合わせて医療的なケアを必要と

する方の地域移行が進んでいます。これまでの福祉分野を中心とする支援体制だけでは限界が

あり、医療機関との連携は欠かせません。今後、医療機関との連携体制を構築し、ネットワーク

の更なる充実につとめます。

また、自ら意思を決定することに困難を抱える障がい者が日常生活や社会生活に関して，自ら

の意思が反映された生活を送ることができるように可能な限り本人が自ら意思決定できるように

支援する環境を整備します。
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＜施策一覧＞ 【重点】は重点施策

（２） 専門的人材の育成・研修体制の整備

【現状及び課題】

○八女市介護人材バンク事業（社会福祉協議会）により介護人材の育成を行っていますが、今後

の地域生活支援事業の充実を図る上で、様々なケースに対応できる人材の育成が求められます。

【施策の方向】

相談支援における相談者のニーズは多様化・複雑化している現状があります。相談支援専門

員が有している専門的な知識やスキルはより高度なものを求められることは避けられません。地

域におけるニーズを踏まえた専門的な人材の育成及び確保につとめます。

近年、いわゆる大人のひきこもりに象徴される現行の支援施策では対応できない、しかし、支

援を必要とする方々が地域の中には確実に存在しています。フォーマル・インフォーマルを問わ

ず、相談を受ける側は支援を必要とする方に「気づく」ことが重要であり、相談業務に携わる人材

に対して知識や技術の平準化につとめます。

＜施策一覧＞ 【重点】は重点施策

施策名 施策内容

関係機関との連携による相談

支援の更なる強化

・地域におけるあらゆる相談支援機関を見える化させるこ

とで、相談業務の担い手への支援強化に取り組みます。

・自発的に事例検討会等を行う環境整備に取り組みます。

医療機関との連携強化

【重点】・これまでに築いてきたネットワークをさらに発

展させるため、各医療機関の医療ソーシャルワーカー

との顔の見える関係の構築を目指し、八女市独自のネ

ットワーク構築に取り組みます。

・研修会（事例検討など）を通して医療・介護・福祉の連

携のあり方を検討し、有機的な連携体制を構築します。

施策名 施策内容

必要とされるニーズの調査と

研修体制の整備

・医療的なケアや行動障害への対応など地域に存在する

ニーズを把握し、より専門性の高い人材育成に取り組

みます。

【重点】・多様化・複雑化する相談者のニーズに対応するた

め、相談援助のスキル向上に関する研修会を開催します。

人材の確保
・地域における相談役である民生委員・児童委員、福祉委

員など、相談員に対する支援体制の強化に取り組みます。
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（３） 家族への支援

【現状及び課題】

○当事者だけでなく、介助する家族等の支援が必要となっており、これまでの精神障害者家族会

の取り組みを含め、新たな支援のあり方が求められます。

○アンケートでは、介助者に対する支援については「介助にかかる費用の軽減」の回答が多く、

次いで「介助者のリフレッシュのためのサービス」「身近な場所での相談の場」となっており、

これらの介助者のニーズに対応した支援方策の検討が求められます。

【施策の方向】

当市では、親の会や家族会の活動を支援する仕組みはまだまだ十分とは言えません。同じ悩

みを有する家族の受け皿づくりにつとめます。また、組織化されたグループにこだわらず、同じ悩

みを有する方をつないでいくマッチング機能について研究します。

主たる介助者である家族に対するレスパイトの充実は、障がい者が住み慣れた地域で生活を

継続させるために必要なことだと言えます。保護者だけでなく兄弟姉妹が抱えるニーズを拾い上

げ、地域に求められる資源の把握につとめます。

＜施策一覧＞

【成果指標】

施策名 施策内容

家族や兄弟姉妹への支援強化

・兄弟姉妹を含めた家族に対する支援やニーズについて

調査・研究に取り組みます。

・主たる介助者のニーズを調査し、求められるレスパイ

トケアについて取り組みます。

成果目標 現状 中間年度 最終年度 出典

平成30年度 平成35年度 平成40年度

（１）新しい相談支援体制の構築

新しいネットワークを

活かした事例検討会等

の開催

０回／年 １回／年 ２回／年

（２）専門的人材の育成・研修体制の整備

専門別研修会の開催 ０回／年 １回／年 ２回／年
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２ 八女地区障害者地域生活支援拠点センターすいれんの体制強化

【現状及び課題】

○障がい者やその家族が安心して住み慣れた地域での生活が継続できるよう、八女地区障害者地

域生活支援拠点センターすいれん（以下すいれんという。）が平成30年4月に開設されました。

今後、すいれんの周知を図り、これまでカバーできなかった障がい者への支援ができるよう、

すいれんの有するアウトリーチ機能と社会福祉協議会が持っている地域福祉のネットワーク、

さらに民生委員・児童委員などのインフォーマルな社会資源を有機的な結びつきによる支援体

制の構築が望まれます。

○地域移行への支援が進む中、リーベルをはじめとする関係機関との新たなネットワーク構築が

求められます。

【施策の方向】

（１） 新たなネットワークの構築

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、相談、緊急時の受け入れ・対応等の必要

な機能を備えたすいれんが平成３０年４月に開所しました。すいれんの支援対象者は、障害者手

帳取得の有無は問わず、日常生活や社会生活に生活のしづらさを有する方（障がいが疑われる

方）を含めます。これまでの相談支援事業（リーベルが構築してきたネットワーク）にない民生委

員・児童委員をはじめとする地域の相談役、保健所などの精神保健福祉に関する身近な相談機

能を含めた新たなネットワークの構築に取り組み、活動を充実させます。あわせて、地域福祉の

けん引役でもある社会福祉協議会との連携も強化していきます。

福祉生活支援室「ほっと館やめ」が有する各種機能はこれまでの地域にはなかった社会資源

といえます。すいれんは、こうした新しい社会資源との連携だけでなく、地域にあるニーズに対応

できる新しい社会資源の開発につとめます。

＜施策一覧＞

施策名 施策内容

新しい地域の体制づくり

・すいれんに求められる機能を充実させるため、関係機

関との意見交換に取り組み、地域に求められるネット

ワークの構築につとめます。

・地域性とも言える広大な面積に対応するため、社会福

祉協議会との連携を強化します。

精神障がい者に対応した地域

包括ケアシステムの構築

・精神障がい者が住み慣れた地域で生活を継続できるよ

う、保健所（保健師）や精神科病院（精神保健福祉士

など）などの精神保健分野と福祉分野及び地域福祉分

野との連携・支援体制強化に取り組みます。
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（２） 地域移行の支援（入所・入院から地域へ）

精神科病院や障害者支援施設からの地域移行の仕組みづくりは地域における大きな課題と

いえます。送り出す側（精神科病院や障害者支援施設）と受け入れる側（住み慣れた地域）双方

がその支援のあり方について共有できる環境整備につとめます。

グループホームは、地域移行の受け皿として期待されています。しかし、居室の多くがすでに

利用者と契約が締結されており、体験を目的とした利用の調整も困難な状況です。グループホー

ムに対するニーズは高く、更なる整備を推進します。

＜施策一覧＞

【成果指標】

制度を横断する相談支援体制

の構築

・フォーマル・インフォーマルを問わない子育て、障が

い者、高齢者などの分野を越えた連携体制の構築に取

り組みます。

施策名 施策内容

地域移行を可能とする体制づ

くり

・地域移行に向けた幅広い課題を乗り越えるために、必

要となる送り出す側と受け止める側の連携強化と支援

体制強化に取り組みます。

グループホーム整備の推進

・地域における生活の場であるグループホームのニーズ

に応じた設置の推進に取り組みます。

・一人暮らしを希望する障がい者が自立に向けた体験（訓

練）ができるサテライト型グループホームの整備を推

進します。

成果目標
現状 中間年度 最終年度

出典
平成30年度 平成35年度 平成40年度

（１）新たなネットワークの構築

医療機関（精神保健福祉

士など）を加えたネット

ワーク体制による事例

検討会等の開催

０回／年 １回／年 ２回／年

（２）地域移行の支援（入所・入院から地域へ）

サテライト型グループ

ホームの設置
０事業所 １事業所 ２事業所
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※すいれんの機能

障がい者（児）の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、

緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）

を、地域の実情に応じた創意工夫により整備することが求められます。障がい者（児）の生

活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目的にすいれんは整備されています。

具体的な機能については次のように、リーベルと機能を分担します。

居住支援のための

５つの機能
具体的内容 実施機関

相談

２４時間、３６５日の相談窓口を整備す

ることで、地域で生活する障がい者への

支援を強化します。

【平日の日中の時間帯】

リーベル
相
互
に
連
携

【上記以外の時間帯】

すいれん

緊急時の受け入れ・対

応

地域で生活している障がい者が安心し

て過ごすことができるよう、夜間も含めた

緊急時に支援できる体制を構築します。

すいれん

体験の機会・場

「親亡き後を見据えた生活の体験」を

支援するとともに、サテライト型グループ

ホームの整備を推進します。

すいれん

専門的人材の確保・養

成

障がい者（児）が住み慣れた地域で生

活が継続できるよう専門的な技術を身に

つけた人材の育成・確保に取り組みま

す。

リーベル

地域の体制づくり

これまでのネットワークに民生委員、

医療機関、社会福祉協議会等を加え、よ

り地域に埋もれている「要リスク者・要リ

スク家庭の把握と支援」ができる体制を

構築します。

また、複合的な課題を抱える相談者を

支援するために、制度ごとの相談支援機

関を総合的にコーディネートする、包括

的な相談体制を構築する事業（包括化推

進員の配置）を実施している社会福祉協

議会との連携強化に取り組ます。

すいれん
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第３節 ふれあいのあるまちづくりの推進

１ 地域社会における共生

（１） 地域交流の推進

【現状及び課題】

○障がい者の地域とのふれあいの場として、地域活動支援センターや日中活動の場となる事業所

を通じて、障がい者の日常的な交流が行われています。

○障がい者の地域交流への参加を促進するためには、参加できる地域イベント等の情報発信を充

実させることが必要となっています。

○地域のボランティア人材の育成にあたって、ボランティアセンターとの連携によるボランティア

グループの支援、養成したボランティアを活かす場へつなぐ仕組みづくりが求められます。

【施策の方向】

市内では様々なイベントや研修会などが開催されています。しかし、その内容について情報が

十分に提供されていないことがあり、障がい者の参加につながらないことが考えられます。イベン

ト等の効果的な情報発信につとめます。また、入所施設や通所施設で地域交流を目的とするイベ

ントが開催されています。地域に開かれたイベントとなるよう、積極的に情報発信をします。

各種ボランティア活動の充実が求められます。ボランティア養成講座を修了した後の活動へつ

なげていく体制の充実につとめます。

パラリンピックなど国際的なパラスポーツ大会で選手が活躍し、パラスポーツへの関心が高ま

っています。パラスポーツを一般の方にも体験してもらえる機会をつくっていきます。また、文化芸

術活動を通じて障がい者の社会参加が促進できるよう取り組みます。

＜施策一覧＞ 【重点】は重点施策

施策名 施策内容

希望する誰もが参加できるよう

イベント等の情報発信の強化

・イベント等はわかりやすい内容で情報発信し、誰でも

参加できるようつとめます。

・各施設が取り組んでいる地域交流を目的とするイベン

トの情報発信を充実させます。

ボランティアコーディネーター

との連携によるボランティアグ

ループの支援

・養成したボランティアが活躍できる環境整備に取り組

みます。

・ボランティアグループの支援を充実させるため、ボラ

ンティアコーディネーターとの連携強化に取り組みま

す。

【重点】文化・スポーツ

体験を通した交流の促進

・誰もが参加できる文化活動や障がい者スポーツ等の体

験の機会を創り、交流促進に取り組みます。
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（２） 情報・意思疎通支援の充実

【現状及び課題】

○障がい者向けの情報・意思疎通支援として、手話奉仕員養成講座を毎年開催し、聴覚障がい者

へのコミュニケーション支援ができる人材育成を行っているほか、広報紙や議会だよりなどの

点字化が行われているが、当事者のニーズにあわせ、音声コード等新たなツールの導入が求め

られます。

【施策の方向】

八女市では、手話奉仕員養成講座を開催し、手話奉仕員の養成を行なっています。養成講座

を修了した方が継続的にボランティア活動のできる体制の充実につとめます。

近年、印刷物に印字されたバーコードをスマートフォンで読み込み、音声で読み上げる音声コ

ードの普及が進んでいます。視覚障がい者等が手軽に情報を入手できる手段であり、周知や普

及に向けて取り組みます。

＜施策一覧＞ 【重点】は重点施策

施策名 施策内容

ボランティア養成講座の推進

【重点】・手話奉仕員養成講座を定例開催するとともに、

各種ボランティア養成講座の開催について検討します。

・養成したボランティアが活躍できる環境整備に取り組

みます。

音声コードの普及啓発

・音声コードを積極的に導入し、誰もが必要な情報を得

られる環境整備につとめます。また、普及啓発に取り

組みます。
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（３） ユニバーサルデザインのまちづくり

【現状及び課題】

○公共施設のバリアフリー化は進んでいますが、平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、

合理的配慮が求められるようになったことにより、これまで以上にバリアフリー化が求められ

ます。

【施策の方向】

「できるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインにすること」が基本的な考え方であるユ

ニバーサルデザインは障がいの有無に関係なく、誰もが利用しやすいデザインの導入が求めら

れます。新庁舎建設におけるユニバーサルデザインの導入を推進するとともに、既存の公共施

設や民間施設のバリアフリー化に向けた啓発活動に取り組みます。

＜施策一覧＞

施策名 施策内容

誰もが使いやすい公共施設の

推進

・既存の公共施設を改修する際、バリアフリー化を推進

します。

・新庁舎建設時には、すべての人が利用しやすいものと

なるようユニバーサルデザインの導入を推進します。

民間事業者への啓発
・民間事業者に対してバリアフリー化の啓発活動に取り

組みます。
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（４） 災害時の安全・安心策の強化

【現状及び課題】

○アンケート調査では、火事や地震等の災害時に一人で避難できない回答した方が34.5％となっ

ており、災害時に不安に感じることは、「安全な場所への迅速な避難」が最も多くなっています。

災害時の避難所までの移動に不安がある障がい者が多く、災害時に避難支援が必要な要支援者

に対する支援体制づくりが課題となっています。

【施策の方向】

平成２４年７月に九州北部豪雨が発生しました。この大災害から復旧復興を果たすことができ

ましたが、日ごろより災害に備えた取り組みは重要です。平時にできることや、災害発生時の避

難支援のあり方について検討します。

＜施策一覧＞ 【重点】は重点施策

施策名 施策内容

【重点】福祉避難所の充実

・既存の指定福祉避難所の機能を充実させるとともに、

障害者支援施設などに福祉避難所の機能を持たせるた

めの取り組みを行います。

災害時の避難支援体制の確立

・災害時の避難支援体制を確立できるよう、関係機関と

の連携強化に取り組みます。また、地域における日頃

の声かけを通して、対応力強化につとめます。

・災害時における地域に必要な支援体制について研究し

ます。



40

（５） 福祉教育の推進

【現状及び課題】

○福祉教育による啓発活動として、市内の小学校を対象に当事者との交流や車いす体験などに関

する授業を継続実施しているほか、障害者差別解消法施行後、行政職員を対象とする研修が行

われています。その一方で、学校職員の障がいに対する理解不足が課題となっており、各学校

に配置されている特別支援コーディネーターによる相談・指導体制を充実し、障がい児等に対

する理解と適切な対応のできる環境づくりが求められます。

【施策の方向】

障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶインクルーシブ教育の実現が求められます。学

校教育における障がい者福祉に関する理解を促進させるための取り組みが必要であり、各学校

に委ねるだけでなく、行政をはじめとする関係機関を含めた仕組みづくりに取り組みます。

障害者差別解消法の施行により、行政は障がい者に対して合理的配慮を提供することが義務

付けられています。障がいの特性や求められる配慮についてすべての職員が理解し、合理的配

慮を提供できる環境整備につとめます。

＜施策一覧＞

【成果指標】

施策名 施策内容

学校等における福祉教育の推進
・市内すべての学校で福祉教育に取り組めるよう環境を

整備します。

行政職員に対する福祉教育の

推進

・すべての市役所職員が「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する職員対応要領」を理解し、合理的配慮

を提供できるよう、必要となる研修等に取り組みます。

成果目標
現状 中間年度 最終年度

出典
平成30年度 平成35年度 平成40年度

（１）地域交流の推進

文化活動・スポーツイベントの開催 ０回／年 １回／年 １回／年

（２）情報・意思疎通支援の充実

新しいボランティア養成講座の開

催
０講座 １講座 ２講座

（４）災害時の安全・安心策の強化

障害者支援施設を福祉避
難所としての機能を整備

０か所 ３か所 ５か所
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２ 差別の解消

【現状及び課題】

○アンケート調査では、日常生活において、差別や偏見、疎外感を「（よく、ときどき）感じる」

回答者は23.9％となっており、差別や偏見、疎外感を感じた時は、「人間関係」「街角での人の

視線」「地域の行事や集まり」との回答が多くなっています。

○平成28年 4月に障害者差別解消法の施行に伴い、障害者差別解消支援地域協議会を核とした

地域啓発等、差別の解消に向けた具体的な展開が求められます。

〇八女市人権施策基本指針及び八女市人権施策実施計画との連携、また人権施策の基本指針であ

る「かけがえのない命が輝くまちづくり」に基づき、障がいの有無に関係なく、すべての方が

安心して住み慣れた地域で生活できる地域共生社会を実現が求められます。

【施策の方向】

（１） 八女市障害者差別解消支援地域協議会の推進

「障がい」は個人の心身機能の障がいと社会的障壁の相互作用によって創り出されているもの

です。「社会的障壁を取り除くのは社会の責務」という「障がいの社会モデル」をすべての人が理

解し、それを自らの意識に反映させ、具体的な行動を変えていくことで、社会全体の人々の心の

あり方を変えていくこと＝心のバリアフリーが重要です。平成２８年に設置した「八女市障害者差

別解消支援地域協議会」の取り組み強化が必要であり、地域に向けた啓発事業を充実させ、地

域における障がい者に対する差別解消に取り組みます。

＜施策一覧＞

施策名 施策内容

障がいを理由とする差別の解

消の推進

・市民を対象とする研修会や講演会の開催、街頭啓発活

動に取り組みます。

合理的配慮の推進

・公共職業安定所や障害者就業・生活支援センターデュ

ナミス等と連携し、民間事業者への周知活動に取り組み

ます。


