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はじめに 

 

 広川町では平成１９年に「第２期広川町障害者基本計画」、平成２７年に

「広川町第４期障害福祉計画」を策定し、町民全体で障がい者問題に取り組

んでいくという気持ちを込めた「ともに創る共生社会の実現」を基本理念と

して、障がい者福祉に取り組んでまいりました。 

 一方、国では「第２期広川町障害者基本計画」の期間中、「障害者虐待防

止法」「障害者差別解消法」の制定や「障害者自立支援法」の改正など、障

がいのある人に関わる多くの制度の見直しや新設が行われています。これに

より、社会はより一層、障がいの有無にかかわらず人格と個性を尊重し支え

合う共生社会の実現に向け、障がい者の自立と社会参加の支援等の充実が図

られることとなります。 

 このような、国の動向やそれに歩調を合わせた福岡県の政策を踏まえ、広

川町におきましても、平成２９年度からを計画期間とする「第３期広川町障

害者基本計画」を策定しました。この計画の基本理念は「すべての人が、か

けがえのない個人として尊重される自立と共生のまち」とし、障がいのある

人もない人もお互いを尊重し合いながら暮らし続けられる広川町を目指し

ます。今後は、この計画に基づいて国や県、近隣市町村及び関係団体と連携

を図り、町民のみなさまのご協力を得ながら計画を推進してまいりたいと考

えています。 

 最後になりましたが、本計画の策定にあたり熱心にご審議いただきました

障害者基本計画策定委員のみなさまをはじめ関係各位のみなさまに心より

感謝申し上げます。 

 

平成２９年３月 

 

広川町長 渡 邉 元 喜 
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１．計画策定の背景と趣旨 

  広川町では、「ともに創る共生社会の実現」を基本理念とし、障がいのある人が

社会の一員として積極的な社会参加ができる環境づくりや地域社会における共生

社会の創造を目指して、平成１９年３月に「第２期広川町障害者基本計画」を策定

し、障がい者施策を進めてきました。 

  計画策定以降、わが国においては、障がい者施策の大きな転換点となった「障害

者自立支援法」の改正をはじめとして、障がい者関連法の施行や改正が行われ、障

がいのある人を取り巻く環境は、めまぐるしく変化しています。 

  また、国においては平成２５年３月に「障害者基本計画(第３次)」(計画期間：平

成２５年度～平成２９年度)が策定され、福岡県においても平成２７年３月に「福

岡県障害者長期計画」(計画期間：平成２７年度～平成３２年度)、「福岡県障害者

福祉計画」(計画期間：平成２７年度～平成２９年度)が策定され、障がい者施策の

推進が行われています。 

  このような状況を踏まえ、本町においても障がいのある人と地域と行政がそれぞ

れの役割を認識し、障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し合う

「共生社会」の実現に向けて平成２９年度以降の新たな「広川町障害者基本計画」

を策定します。 
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● 障がいのある人に関する法律の動向 

 障がいのある人に関する法律の制定や改正は、市町村の障がいのある人に関

する計画策定や方策に大きな影響を与えます。 

 

 

① 「障害者虐待防止法」の施行 

平成２４年１０月に「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」が施行されました。市町村における「障がい者虐待防止セン

ター」の設置や、養護者、障がい者福祉施設従事者及び使用者による虐待に

対する支援や対応策などの具体的な体系が定められました。 

 

 

② 「障害者総合支援法」の施行 

「障害者自立支援法」が改正され、平成２５年４月に「障害者総合支援法」

が施行されました。この改正により、障がい者の範囲の見直しや障がい者支

援区分の導入等が行なわれました。 

 

 

③ 「障害者優先調達推進法」の施行 

 平成２５年４月に、障がい者就労施設で就労する障がいのある人や在宅で

就業する障がいのある人の経済面の自立を進めるため、「国等による障害者就

労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が施行されました。こ

れにより、公的機関の物品やサービスの調達を障害者就労施設等から優先

的・積極的に購入することが推進されています。 
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④ 「障害者差別解消法」の施行 

 平成２８年４月に、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的

な事項や措置等を規定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」が施行されました。これにより、国や自治体などの行政機関は、障がい

のある人の要望等に応じて、日常生活や社会参加の障壁を取り除く配慮をす

ることが義務付けられました。 

 

 

⑤ 「障害者総合支援法」の改正 

 障害者総合支援法の附則の規定に、施行後３年を目途として障害福祉サー

ビスの在り方等について検討するとされています。この規定に基づき、国の

社会保障審議会において検討がなされ、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が平成 

２８年６月３日に公布され、平成３０年４月１日施行(一部平成２８年６月３

日施行)となりました。 

    この改正により、障がい者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、

「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や、介護保険サービスの見直

しが行われるとともに、障がい児支援の拡充等サービスの質の確保・向上を

図るための環境整備等が行うこととされました。改正内容は、施設等の退所

後地域生活を円滑に送るため相談・助言等を行う「自立生活援助」、就業に伴

う問題解決を図る「就労定着支援」及び障害福祉サービスの利用者が６５歳

になり介護保険サービスを利用する場合の利用者負担軽減制度の創設などで

す。また、障がい児支援についても、ニーズの多様化にきめ細やかに対応す

るための施策が行われます。 
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２．計画の位置づけ 

  本計画は、障害者基本法第１１条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」と

して、本町における障がいのある人に関わる全ての施策の基本的方向性を定める計

画です。 

  国や県が定めた関連計画を踏まえ、本町の最上位計画となる「広川町第４次総合

計画」や他の関連計画との整合性を図ったものとします。 

 

 

 

 

    

国 

障
害
者
基
本
計
画 

福
岡
県
障
害
者
長
期
計
画 

福
岡
県
障
害
者
福
祉
計
画 

広川町障害者基本計画 

広 川 町 障 害 福 祉 計 画 

 

 

 

広川町地域福祉計画 

広川町次世代育成支援行動計画及び 

子ども・子育て支援事業計画 

広川町高齢者保健福祉計画 

広川町地域福祉活動計画 

広 川 町 第 ４ 次 総 合 計 画 
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３．計画の対象となる人 

  この計画の対象となる人は、障害者基本法第２条の規定に基づき、身体障がい、

知的障がい、精神障がい(発達障がいを含みます。)、その他心身の機能に障害のあ

る人であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当

な制限を受ける状態にある人及び、日常生活又は社会生活の面で困難な状態にある

高次脳機能障害・難病などの人とします。 

 

 

４．計画の期間 

  本計画の期間は、平成２９年度から平成３５年度までの７年間とします。 

  ただし、社会情勢の変化や制度の改正に柔軟に対応できるよう、必要に応じて見

直しを行います。 

 

（年度） 

平成 19

（2007） 

平成 26

（2014） 

平成 27

（2015） 

平成 28

（2016） 

平成 29

（2017） 

平成 30

（2018） 

平成 31

（2019） 

平成 32

（2020） 

平成 33

（2021） 

平成 34

（2022） 

平成 35 

（2023） 

           

 

広川町第５期障害福祉計画 

（平成 30～32年度） 

 

ねｎ） 

広川町第４期障害福祉計画 

(平成 27～29年度) 

 

 

広川町障害者基本計画 

（第２期：平成 19～28年度） 

 

ねｎ） 

 

広川町障害者基本計画 
（第３期：平成 29～35 年度） 

 

 

 

広川町第６期障害福祉計画 

（平成 33～35年度） 

 

ねｎ） 

広川町第１～３

期障害福祉計画 
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１．人口と高齢化率 

 (１) 人口の推移 

   本町の総人口は、住民基本台帳によると平成 2３年度以降この６年間ほぼ横ば 

いで推移しています。 

   年齢別階層別人口では、0～14 歳、15～64 歳は減少しており、65 歳以上

の人口が増加しています。平成 26 年度には高齢者人口が 25.3％に達し、4 人

に１人が 65 歳以上の高齢者となっており、少子高齢化の進行が見られます。 

 

                総人口の推移  

          (単位：人) 

平成２３年度 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

19,846 19,792 19,851 19,785 19,936 19,883

(100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％)

年少人口 2,966 2,937 2,921 2,881 2,907 2,851

(0～14歳) (15.0％) (14.8％) (14.7％) (14.5％) (14.6％) (14.3％)

生産年齢人口 12,366 12,194 12,100 11,903 11,843 11,695

(15歳～64歳) (62.3％) (61.6％) (61.0％) (60.2％) (59.4％) (58.8％)

高齢者人口 4,514 4,661 4,830 5,001 5,186 5,337

(65歳以上) (22.7％) (23.6％) (24.3％) (25.3％) (26.0％) (26.9％)

総人口

※ 各年 10 月 1 日現在(住民基本台帳) 
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 ※ 各年 10 月 1 日現在(住民基本台帳) 

 

 (２) 高齢化率の推移 

   本町の高齢化率を福岡県と比較すると次のとおりです。 

   福岡県よりやや高い高齢化率ですが、その伸びは福岡県と同様の傾向を示して

います。平成２６年に４人に１人が６５歳以上となりましたが、福岡県介護保険

広域連合によると、平成２９年には高齢化率が２７％になると試算されています。 

 

 

※ 福岡県による６５歳以上人口一覧表 各年１０月１日現在

4,514  4,661  4,830  5,001  5,186  5,337  

12,366  12,194  12,100  11,903  11,843  11,695  

2,966  2,937  2,921  2,881  2,907  2,851  

0
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10,000

15,000
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25,000

平成23年度 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 

高齢者人口(65歳以上) 生産年齢人口(15歳～64歳) 年少人口(0歳～14歳) 

22.7  
23.6  24.3  

25.3  
26.0  26.9  

22.0  
22.7  

23.6  
24.5  25.2  

25.9  

15.0

20.0

25.0

30.0

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 

広川町 福岡県 
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２．障がい者の状況 

 (１) 身体障がい者の推移 

   身体障害者手帳の所持者は、年によって上下があるものの概ね横ばい傾向で推

移しています。 

身体障害者手帳の所持者数        (単位：人) 

平成23年度 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

937 929 982 913 930 901

(100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100％)

256 246 265 229 265 268

(27.3％) (26.5％) (27.0％) (25.1％) (28.5％) (29.7％)

180 169 171 142 147 144

(19.2％) (18.2％) (17.4％) (15.5％) (15.8％) (16.0％)

130 131 143 127 141 125

(13.9％) (14.1％) (14.6％) (13.9％) (15.2％) (13.9％)

237 243 260 261 240 239

(25.3％) (26.1％) (26.5％) (28.6％) (25.8％) (26.5％)

78 80 82 84 72 66

(8.3％) (8.6％) (8.3％) (9.2％) (7.7％) (7.3％)

56 60 61 70 65 59

(6.0％) (6.5％) (6.2％) (7.7％) (7.0％) (6.6％)
６　級

総　数

１　級

２　級

３　級

４　級

５　級

 

 

 
※ 平成２３年度から平成２７年度は各年度３月末日現在の人数。 

※ 平成 28 年度は、平成 28 年 12 月 31 日現在の人数。 
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身体障害者手帳所持者の障がい別の状況      

(単位：人) 

平成23年度 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

937 929 982 913 930 901

(100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100％)

96 87 89 71 56 52

(10.3％) (9.4％) (9.1％) (7.8％) (6.0％) (5.8％)

92 98 100 84 85 74

(9.8％) (10.6％) (10.2％) (9.2％) (9.2％) (8.2％)

17 16 17 8 9 10

(1.8％) (1.7％) (1.7％) (0.9％) (1.0％) (1.1％)

534 528 557 539 548 522

(57.0％) (56.8％) (56.7％) (59.0％) (58.9％) (57.9％)

198 200 219 211 232 243

(21.1％) (21.5％) (22.3％) (23.1％) (24.9％) (27.0％)
内部障害

総　数

視覚障害

聴覚障害

言語障害

肢体不自由

 

※ 平成２３年度から平成２７年度は各年度３月末日現在の人数。 

※ 平成 28 年度は、平成 28 年 12 月 31 日現在の人数。 
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 (２) 知的障がい者の推移 

   療育手帳所持者は、微増している他は、ほぼ横ばいで推移しています。重度、 

  中・軽度の割合も大きな変化はありません。 

 

(単位：人) 

平成２３年度 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

130 129 140 144 142 146

(100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％)

Ａ 51 52 54 57 53 54

(重　度) (39.2％) (40.3％) (38.6％) (39.6％) (37.3％) (37.0％)

Ｂ 79 77 86 87 89 92

(中・軽度) (60.8％) (59.7％) (61.4％) (60.4％) (62.7％) (63.0％)

総数

 
  

 

 

※ 平成２３年度から平成２７年度は各年度３月末日現在の人数。 

※ 平成 28 年度は、平成 28 年 12 月 31 日現在の人数。
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 (３) 精神障がい者数の推移 

    精神障害者保健福祉手帳の所持者の推移をみると、平成２４年度以降増加傾

向にあります。増加した理由としては、精神疾患の社会現象化が背景にあり、

初めて自分の病気に気づき、手帳を申請されるなど福祉サービスの利用を始め

た方の影響があることも考えられます。 

(単位：人) 

平成２３年度 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

103 92 117 137 156 135

(100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％)

17 16 17 17 19 11

(16.5％) (17.4％) (14.5％) (12.4％) (12.2％) (8.1％)

69 61 82 97 112 100

(67.0％) (66.3％) (70.1％) (70.8％) (71.8％) (74.1％)

17 15 18 23 25 24

(16.5％) (16.3％) (15.4％) (16.8％) (16.0％) (17.8％)

総数

1級

2級

3級

 

 

 

※ 平成２３年度から平成２７年度は各年度３月末日現在の人数。 

※ 平成 28 年度は、平成 28 年 12 月 31 日現在の数値。

17 15 18 23 25 24 

69 
61 

82 

97 
112 

100 

17 

16 

17 

17 

19 

11 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成23年度 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 

１級 ２級 ３級 



- 12 - 

 

３．調査結果から見る本町の状況 

(１) ◆ アンケート調査 

  本計画を策定するにあたり、障がいのある人の生活の状況や施策ニーズの把握の

ため、「広川町第４期障害福祉計画」(平成２７年３月)策定時に実施したニーズ調

査結果を引用しました。 

  

 調査概要 

項  目 内  容 

調査対象 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(全て手帳所持者を対象) 

配布数 １，１２０人(有効回収数 ５６５人、有効回収率 ５０．４％) 

調査時期 平成２６年８月 

 

  ◆ 団体ヒアリング調査 

  平成２７年度広川町社会福祉協議会が「広川町地域福祉活動計画」を策定した際

実施した団体ヒアリング調査で出た意見を引用しました。 

  

実施概要 

実施日 団体名 

平成２７年１０月１４日 広川町身体障害者福祉協会 

平成２７年１２月 １日 障害者支援施設 赤坂園 

平成２７年１２月１０日 広川町心身障害児(者)父母の会 
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 (２) 調査結果(抜粋) 

  計画を策定するに当たり、参考とした調査結果を抜粋しました。 

◆ 現在どのように暮らしているか 

あなたは現在どのように暮らしていますか。 

現在どのように暮らしているかについては、「家族と暮らしている」(71.5％)、「福祉施

設で暮らしている」(10.6％)、「一人で暮らしている」(9.6％)、「グループホームで暮らし

ている」(3.2％)、「病院に入院している」(2.7％)などの順となっています。 

 

現在どのように暮らしているか（全体、障がいの種類別） 

 

◆ 今後どのように暮らしたいか 

 あなたは将来、地域で生活したいと思いますか。 

今後どのように暮らしたいかについては、「今のまま生活したい」(49.3％)が最も多く、

次に「家族と一緒に生活したい」(25.3％)となっています。 

 

今後どのように暮らしたいか（全体、障がいの種類別） 
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◆ 今後どのような支援があればいいか 

地域で生活するためには、どのような支援があればよいと思いますか。 

どのような支援があればいいかについては、「経済的な負担の軽減」(49.3％)が最も多く、

次に「必要な在宅サービスが適切に利用できること」(45.3％)となっています。 

 

どのような支援があればいいか（全体／複数回答） 

 

 

◆ 今後収入を得る仕事をしたいか 

 あなたは今後、収入を得る仕事をしたいと思いますか。 

今後収入を得る仕事をしたいかについては、「仕事はしたくない､できない」が 46.0％、

「仕事をしたい」が 40.3％となっています。 

 

今後収入を得る仕事をしたいか（全体、障がいの種類別） 

 

 



- 15 - 

 

◆ 障がい者の就労支援として必要なこと 

あなたは、障がい者の就労支援として、どのようなことが必要だと思いますか。【複数回答】 

障がい者の就労支援として必要なことについては、「職場の障がい者理解」(27.1％)、「上

司や同僚に障がいへの理解があること」(25.8％)、「短時間勤務や勤務日数等の配慮」

(18.2％)、「通勤手段の確保」(15.9％)、「職場と支援機関の連携」(14.5％)などの順とな

っています。 

 

 障がい者の就労支援として必要なこと（全体／複数回答） 
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◆ サービスの利用意向 

  現在利用しているサービスは、次のとおりとなっています。 

 

現在利用しているサービス（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

9.0

7.8

6.5

4.8

3.9

3.9

3.7

3.4

3.0

2.7

2.7

2.1

2.1

1.9

1.9

1.8

1.6

1.6

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

0.9

0.7

0.7

0.7

0.4

0.2

0.2

0 10 20

生活介護

施設入所支援

相談支援

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

日常生活用具給付事業

相談支援事業

日中一時支援事業

共同生活援助

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

短期入所

療養介護

移動支援事業

放課後デイサービス

自動車改造助成事業

居宅介護

就労移行支援

行動援護

児童発達支援

成年後見人制度

重度訪問介護

コミュニケーション支援事業

奉仕員養成研修事業

同行援護

訪問入浴サービス事業

更生訓練費給付事業

医療型児童発達支援

医療型児童入所支援

自動車運転免許取得助成事業

重度障害者等包括支援

保育所等訪問支援

福祉型児童入所支援

（％）

n=565
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  今後利用したい障がい福祉サービスは、最も多いのが「相談支援」(２６．７％) 次に「生

活介護」(２３．４％)となっています。 

 

今後利用したいサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.7

23.4

21.1

19.6

18.2

16.8

16.3

15.4

14.5

14.3

14.3

14.2

14.0

13.8

13.6

13.3

13.1

12.6

12.2

11.3

11.0

10.8

8.5

6.7

5.5

5.3

4.8

4.2

3.7

3.5

3.0

0 10 20 30

相談支援

生活介護

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

短期入所

居宅介護

相談支援事業

施設入所支援

療養介護

訪問入浴サービス事業

共同生活援助

移動支援事業

日中一時支援事業

成年後見人制度

日常生活用具給付事業

重度訪問介護

就労移行支援

行動援護

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

自動車改造助成事業

重度障害者等包括支援

更生訓練費給付事業

同行援護

自動車運転免許取得助成事業

コミュニケーション支援事業

奉仕員養成研修事業

児童発達支援

放課後デイサービス

医療型児童発達支援

福祉型児童入所支援

医療型児童入所支援

保育所等訪問支援

（％）

n=565
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◆ 差別や嫌な思いをしたことはあるか 

あなたは、障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがありますか。 

障がいがあることで差別や嫌な思いをしたことがあるかどうかについては、「ない」

(54.7％)、「少しある」(16.8％)、「ある」(14.7％)の順となっています。 

 

 差別や嫌な思いをしたことはあるか（全体、障がいの種類別） 

 

 

 

◆ 差別や嫌な思いをした場所 

どのような場所で差別や嫌な思いをしましたか。【複数回答】 

差別や嫌な思いをした場所についてたずねたところ、「外出先」(43.3％)、「住んでいる

地域」(31.5％)、「学校・仕事場」(30.3％)、「仕事を探すとき」(18.0％)、「病院などの医

療機関」(16.3％)、「余暇を楽しむとき」(14.6％)などの順となっています。 

 

差別や嫌な思いをした場所（全体／複数回答） 
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◆ 災害時に一人で避難できるか 

 あなたは、火事や地震等の災害時に一人で避難できますか。 

災害時に一人で避難できるかについては、「できる」が 41.4％、「できない」が 27.6％

となっています。なお、「わからない」は 21.4％でした。 

 

災害時に一人で避難できるか（全体、障がいの種類別） 

 

 

 

◆ 近所に助けてくれる人はいるか 

 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はいますか。 

近所に助けてくれる人はいるかについては、「いる」が 31.9％、「いない」が 19.8％と

なっています。なお「わからない」は 35.9％でした。 

 

 近所に助けてくれる人はいるか（全体、障がいの種類別） 

 

 

 

31.9 19.8 35.9 12.4

33.9 17.3 36.2 12.6

27.8 28.9 32.2 11.1

23.0 29.5 37.7 9.8

いる いない わからない 無回答
ｎ

565

445

90

61

障
害
の
種
類

全体

身体障害

知的障害

精神障害

（％）

身体障がい 

知的障がい 

精神障がい 

障

が

い

の

種

類 
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◆ 災害時に困ること 

 火事や地震等の災害時に困ることは何ですか。【複数回答】 

災害時に困ることは、「避難場所の設備や生活環境が不安」(39.6％)、「安全なところま

で迅速に避難できない」(36.3％)、「投薬や治療が受けられない」(34.5％)、「周囲とコミ

ュニケーションがとれない」(16.1％)、「被害状況、避難場所等の情報が入手できない」

(15.0％)、「救助を求めることができない」(12.4％)、「補装具や日常生活用具の入手がで

きなくなる」(8.7％)、「補装具の使用が困難になる」(8.0％)などの順となっています。な

お「特にない」は 13.3％でした。 

 

 災害時に困ること（全体／複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.6

36.3

34.5

16.1

15.0

12.4

8.7

8.0

2.3

13.3

0 10 20 30 40 50

避難場所の設備や生活環境が不安

安全なところまで迅速に避難できない

投薬や治療が受けられない

周囲とコミュニケーションがとれない

被害状況、避難場所等の情報が入手できない

救助を求めることができない

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

補装具の使用が困難になる

その他

特にない

（％）
n=565
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★ 団体ヒアリングの意見(抜粋) 

広川町身体障害者福祉協会 

(福祉協会について) 

 ・若い人にも入会してほしい 

 ・入会して何かメリットがあるのかと聞かれる 

 ・元気な会員しか参加できないような活動が多い 

(全般) 

 ・福祉団体がスクラムを組んで何かやれないか 

 ・外出が困難な人に対して車や送迎の支援が必要 

 

広川町心身障害児(者)父母の会 

・どこに聞いたら何を教えてもらえるかわからなかった 

・親が高齢になると、長時間外出したりすることが難しくなる。本人たちが行き

たい場所に連れて行ってくれる行事や支援があるとありがたい 

・子どもが成長してからの居場所づくりに期待 

・家、施設以外に子どもたちが行ける場所があればと思う 

 

障害者支援施設 赤坂園 

・地域の人達やボランティアさんと定期的に関われる関係づくり 

・ボランティアと「共に何かを達成して楽しめる」場づくりができれば 

・就職先である事業所との関係づくりや、就労に繋げてからの相談支援も重要 

・障がいがあっても、心身が健康である限り働ける仕組みをつくっている 
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１．基本理念 

  本町では、第２期広川町障害者基本計画の理念に基づき、障がいのある人が住み

慣れた地域の中で自立し、社会の一員として積極的に社会参加ができる共生社会を

目指してまちづくりを推進してきました。 

  本計画では、これまでの基本理念を継承しつつ、障がいのある人と地域と行政が

それぞれの役割を認識し、障がいのある人もない人も、お互いに尊重し合いながら

暮らしやすいまちづくりを目指します。 

  本町では、障がい者団体、地域住民、行政及び関係機関など町全体での連携協力

を図り、障がいのある人もない人も住みやすいまちづくりを目指すために以下の基

本理念を掲げます。 

 

 

 

すべての人が、かけがえのない個人として 

          尊重される自立と共生のまち 
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２．基本目標 

基本理念「すべての人が かけがえのない個人として 尊重される自立と共生

のまち」の実現を目指して、次の基本目標を設定します。 

 

 

  基本目標１  共生社会実現のために 

    

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に向けて、障がいを理由とす

る差別の解消の推進や、障がい者の虐待防止、障がい者の権利擁護の

ための取り組みを行います。また、障がいのある人とない人、お互い

の理解を深め、すべての人が社会の一員として生活できる環境を目指

して、障がいに対する理解を促進するための広報・啓発活動を推進し

ます。 

 

 

 基本目標２  地域社会での自立のために 

 

   障がいのある人が、住み慣れた地域で、自立して暮らし続けてい

くためには、障がいを早期に発見し、適切な療育環境を整備し、社

会参加に必要な能力を養うことが重要です。また、継続して就労で

きる環境の確保や、地域で暮らす障がいのある人に対する支援体制

の整備を行うため、関係部局や関係機関と連携し、就労支援や教育

環境の整備等に取り組みます。 
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 基本目標３  地域での暮らしを支えるために 

   

   障がいのある人が、在宅での生活を継続するために、それぞれの

ニーズに合ったサービスについてきめ細やかに提供する体制の整備

や、不安や悩みをともに解決していける窓口の設置、保健や医療な

ど暮らしを支える環境整備など、地域での暮らしを安心して健やか

に過ごせるよう支援します。また、母子保健の充実により、乳幼児

期における病気や障がいの早期発見や、健康診査事業の促進により、

障がい発生の原因ともなる生活習慣病を予防し、障がい者への移行

防止に努めます。 

 

 

 基本目標４  安心・安全に暮らし続けるために 

 

   障がいのある人が、在宅での生活を安全に安心して過ごせるよう

に災害時の対応について関係部局と協議し、支援体制の強化を図り

ます。 

また、公共施設や民間施設のバリアフリー化を推進します。 
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３．施策の体系

1　防犯・防災対策の推進

基本目標４　安心・安全に暮らし続けるために

す
べ
て
の
人
が
　
か
け
が
え
の
な
い
個
人
と
し
て
　
尊
重
さ
れ
る
自
立
と
共
生
の
ま
ち 2　バリアフリー化の推進

1　教育環境の充実

３　保健・医療の充実

基本目標３　地域での暮らしを支えるために

１　障がい福祉サービスの充実

3　障がいのある人への支援

2　雇用・就労の促進

基本目標２　地域社会での自立のために

２　広報・啓発活動の推進

１　差別解消・権利擁護の推進

基本目標１　共生社会実現のために

２　相談支援の連携強化
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基本目標１  共生社会実現のために 

 

 

１ 差別解消・権利擁護の推進 

   平成２８年４月に障害者差別解消法が施行されました。この法律は、障がいの

ある人への差別をなくすことで障がいのある人もない人も共に生きる社会をつ

くることを目指しています。民間事業者及び行政機関に対し、不当な差別的取扱

いの禁止や合理的配慮を行うよう求めており、法律の周知が重要となってきます。 

第４期障害福祉計画策定時のアンケートでは、差別や嫌な思いをしたことがあ

るかの問いに対して、31.5％の人が「ある」又は「少しある」と答えています。

さらに、その差別や嫌な思いをした場所はとの問いに対して、一番多いのは「外

出先」、続いて「住んでいる地域」、「学校・仕事場」となっています。障がいの

ある人への差別解消のために、障害者差別解消法の趣旨や目的についての効果的

な広報・啓発が重要です。本町では、平成２８年度に障害者差別解消法に基づく

広川町障がい者差別解消支援地域協議会を設置し、差別事案が発生した場合の対

応についての協議を行うこととしています。 

   また、少子高齢化等により支援をする親族がいなくなる障がい者等が増加する

ことが懸念されますが、その際に利用できる成年後見制度や日常生活自立支援事

業はまだまだ認知度が低い状態です。第４期障害福祉計画策定時のアンケート調

査では、成年後見制度を知っているかの問いに対して、「名前も内容も知ってい

る」と答えた人は２０％未満でした。今後は利用者の増加も見込まれることから、

制度の周知が必要です。 

平成２４年に施行された障害者虐待防止法への対応も遅れており、相談を受け

付けるための体制整備が急がれます。 
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(１)  障がいを理由とする差別の解消の推進 

      障害者差別解消法の趣旨や目的の住民や民間企業等へ対する周知を積

極的に行い、障がいを理由とする差別の解消や合理的配慮の推進を行いま

す。また、広川町障がい者差別解消支援地域協議会では、差別事案への対

応についての協議や情報共有により、地域ぐるみで障がい者差別の解消に

向けた取り組みを行います。 

      広川町役場においても、この法律の趣旨や目的の周知を図り、平成２８

年度策定した「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要

領」に基づき、窓口等における差別の解消に努めます。 

 

(２)  障害者虐待防止法の推進 

      障がいのある人が虐待を受けることがないよう、地域住民、福祉サービ

ス事業者や関係機関等と連携して、障害者虐待防止法の周知徹底を図り 

     虐待防止に努めます。また、相談体制を整備し、問題解決に取り組みます。 

 

(３)  成年後見制度の利用促進 

      認知症や障がい等により判断能力が十分でない人の権利や財産を守り、 

生活を支援するための成年後見制度の利用を促進します。 

  また、身寄りがなく成年後見制度の利用が困難な人には、町長が代わっ  

 て申し立てを行ったり、後見人の報酬を助成する事業を推進します。 

 

(４)  日常生活自立支援事業の推進 

      認知症、知的障がい及び精神障がいなどで、判断能力が十分でない人が

地域で安心して生活できるよう、福祉サービスの利用援助や日常の金銭管

理を行う日常生活自立支援事業の利用を推進します。 
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２ 広報・啓発活動の推進 

   障がいのある人が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていくためには、 

  社会参加ができる環境づくりと、地域住民の障がいのある人に対する正しい理解

と協力が不可欠です。第４期障害福祉計画策定時のアンケートでの差別や嫌な

思いをした場所はという問いに対する回答で、１位の「外出先」(43.3％)に次

いで多かったのが「住んでいる地域」(31.5％)でした。住み慣れた地域で自立

した生活を続けていくためには、地域住民に対する障がいについての正しい広

報と啓発活動が重要です。 

 

(１)  広報・啓発活動の充実 

      広報ひろかわやホームページを活用して広報活動の充実に努め、町民に

対して障がいのある人やその抱える様々な問題についての正しい理解と

認識の促進を図ります。 

      また、障がい者週間等に合わせ、パンフレットの配布などを行い、啓発

活動に取り組みます。 

 

(２)  広報・啓発活動の連携強化 

      社会福祉協議会や各種障がい者団体と連携して、障がい者施策の広報や

啓発を行い、福祉の向上に努めます。また、障がい者団体や関係機関が主

催する研修や講演会などへの参加を推進し、障がいに対する認識の向上を

図ります。 
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基本目標２  地域社会での自立のために 

  

 

１ 教育環境の充実 

  乳幼児期の障がいに対しては、早期発見をすることが重要と言われています。 

そのため、乳幼児の障がいを早期に発見し、早い段階で適切な療育環境を整

え、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援する体制の構築が必要です。

また、定期健診時や窓口での相談受付時に、注視が必要な乳幼児の発見や、就

学前の児童に対しては教育委員会と連携し、支援が必要な児童を早期に発見し

対応することが重要です。 

学校教育においては、障がいのある児童生徒が、学校生活を過ごしやすくす

るため、小中学校における特別支援学級の充実や、学校施設内の段差解消やエ

レベーター設置などの施設整備が必要です。また、教育委員会では、障がいの

ある児童生徒がその障がいの状態に応じた教育を受けられるよう、就学指導委

員会を開催し、適切な教育環境への就学指導を行っています。 

  

(１) 早期療育への取組み 

○ 出生後４回(４か月児、１０か月児、１歳半児、３歳児)実施する乳幼児

健診において、発達状況に関するアンケート調査を通じて保護者からの聴

き取りを行います。また、健診会場での様子観察や診察医の所見を踏まえ、

療育が必要な乳幼児の早期発見に努めます。 

○ 療育が必要と思われる乳幼児に対しては、発達状況に応じて臨床心理士

や療育専門員等による発達相談につなぎ、早期に療育が始められるよう支

援します。 

   

(２) 就学前巡回相談 

      教育委員会と連携して、３歳～就学前までの児童を対象に、年２回町内

の各保育所等を巡回して集団生活に課題が見られる児童の、支援方法の検

討を行います。支援が必要な場合は、療育教室などにつなげ、適正な就学
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を目指します。 

     

(３) 教育内容の充実 

      各小中学校に設置している特別支援学級では、障がいや発達の状況に応

じた教育が行えるよう、個々の指導内容・方法の充実に努めています。特

別支援介助員の配置により、特別支援学級で学ぶ児童生徒の学校生活を支

えており、これからも支援の継続に努めます。 

      また、通常の学級に在籍するＬＤ(学習障がい)・ＡＤＨＤ(注意欠陥多動

性障がい)などの軽度発達障がいで特別の配慮が必要な児童生徒に対して

も、その日常生活や学習の支援に努めます。 

 

(４) 教育相談体制の整備 

      教育・医療・福祉等の関係機関が連携し、障がいや発達の状況に応じて、

適切な教育を受けられるよう、支援が必要な子どもへの就学前から卒業ま

での切れ目ない教育相談及び教育支援体制の充実に努めます。ＳＳＷ(ス

クール・ソーシャル・ワーカー)やＳＣ(スクール・カウンセラー)の利用を

促進し、一貫した対応により速やかできめ細やかな支援体制の構築を図り

ます。 

 

(５)  教育施設の整備 

      合理的配慮に基づき、心身障がい児を取り巻く教育環境の改善を図るた

め、バリアフリーを配慮した教育施設の整備に努めます。 

 

(６)  研修体制の整備 

      障がいのある児童生徒への理解をより深めるため、教職員等の特別支援

教育関係研修会等への参加を推進し、専門性のある指導体制の確保に努め

ます。 
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 ２ 雇用・就労の促進 

    就労状況について、第４期障害福祉計画策定時のアンケートの日中の過ごし

方についての問いに対して、「収入を得る仕事をしている」との回答は 16.6％

でした。そのなかでも正職員としての勤務者は 22.3％で、パートや自営業が

60.7％と多数を占めました。 

また、今後収入を得る仕事をしたいかという問いに対して 40.3％の人が「仕

事をしたい」と回答しています。しかし、障がい者の就労支援として必要なこ

とはというアンケート調査に対しては、職場の障がい者理解や勤務形態(勤務時

間や日数への配慮)、勤務先の施設・設備の問題などの要望が多く、障がいのあ

る人の就職に対する不安は大きいものと推察されます。障がい者に対する就労

訓練はもとより、障がい者を雇用する企業や事業所に対する働きかけも重要で

す。 

国においても「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の

分野における障がい者に対する差別の禁止や、合理的配慮の提供義務を設ける

などの対応を行った結果、障がい者の法定雇用率(※)も年々増加傾向にありま

す。 

しかし、一般就労を目指す障がい者の希望に即した就職先はまだまだ少数で

す。関係機関との連携による障がい者雇用の推進が必要です。 

 

 

※ 「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」によって、定められた割合。民  

間企業・国・地方公共団体に対し、それぞれの雇用割合が設けられており、それに相当する人

数の身体障がい者または知的障がい者(平成 30 年 4 月 1 日からは精神障がい者も加える)を

雇用しなければなりません。その雇用割合は、平成２５年４月１日に改正され、民間企業 2.0％、

国・地方公共団体 2.3％となっています。 
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(１) 障がい者雇用の推進 

○  障がい者の雇用・就業を促進するため、相談事業の推進を図ります。

また、八女地区障害者基幹相談支援センター「リーベル」の中で組織さ

れる就労支援分科会では障がい者の就労に関する情報連携を行っており、

今後も関連施設や関係機関と連携強化を図り、障がい者の雇用促進に努

めます。 

○  障害者優先調達推進法の趣旨に基づき、広川町役場では障害者就労施

設からの物品調達に努め、障がい者の経済面の自立を推進します。 

 

(２) 就労移行の取組み 

    一般就労が見込まれる障がい者へ、雇用に向けた支援を行う就労継続支   

   援の利用を推進し、一般企業への就労を目指します。 

      また、平成３０年に見直される障害者総合支援法では新たに「就労定着

支援」が創設されることとなっており、一般就労へ移行した障がい者の就

労継続のため、様々な課題対応への体制づくりが進められます。 

 

(３) 農福連携の取組 

      「ニッポン一億総活躍プラン」に示されている「障害者の身体面・精神  

     面にもプラス効果がある農福連携の推進」に基づき、福岡県等が実施主体

となって取り組む就農促進を支援し、障がい者の一般就労への取組を推進

します。 
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３ 障がいのある人への支援 

   広川町社会福祉協議会では、広川町保健・福祉センターに「ボランティア活

動センターよかよか」を設置しており、本町における様々なボランティア活動

の推進、ボランティア団体の支援に取り組んでいます。手話の団体や広報誌等

の音訳・録音をする朗読ボランティア団体の方も、「ボランティア活動センタ

ーよかよか」に登録されています。 

また、本町では、聴覚障がい者の方々の社会生活の支援の充実を目指し、手

話奉仕員登録者を増やすため、「手話奉仕員養成講座」を開催しています。 

これからも、住み慣れた地域で暮らし続けるため、情報提供の充実や支援体

制の整備が必要です。 

 

 

(１) ボランティアの育成 

○  広川町保健・福祉センター内にあるボランティア活動支援センター「よ

かよか」との連携により地域におけるボランティア人材の拡充を図ります。

また、広川町社会福祉協議会では福祉入門教室事業において地域ボランテ

ィア養成講座を開催し、福祉人材の発掘・育成を図っており、今後も事業

の充実に努めます。 

○  聴覚障がい者の意思疎通を支援するため、手話奉仕員養成講座を開催し、

聴覚障がい者をサポートする手話奉仕員への登録を促進します。 

 

(２) 情報提供の充実 

      福祉のまちづくりや福祉施策に関する情報を的確に必要とする方に届  

けられるよう効果的な情報提供の体制充実に努めます。 

また、障がいのある人に対するサービスをよりわかりやすくするため

に「しょうがい者福祉のしおり」を作成しており、身体障がい者手帳、療

育手帳、精神保健福祉手帳の交付時に窓口配布を行い情報提供に努めます。 

 

 

 



- 34 - 

 

 

(３) 地域活動拠点等の整備 

      障がいのある人たちの地域生活支援に必要な緊急対応ができる地域生

活支援拠点の整備が進められています。福岡県障害者福祉計画においては

地域生活支援拠点を、平成２９年度末までに各障害福祉圏域(※)に１か所

整備することとなっており、他構成市町と協議し、整備に向けて取り組み

ます。 

 

※  広川町は八女・筑後障害福祉圏域、 構成市町：八女市・筑後市・広川町 
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基本目標３  地域での暮らしを支えるために 

 

 

 １ 障がい福祉サービスの充実 

   障がいのある人が、住み慣れた地域で暮らし続けるためには、障がいのある人

やその家族に対し、きめ細やかな福祉サービスの提供が必要です。平成 23 年度

～平成 32 年度までの広川町第 4 次総合計画においても、障がい者福祉の推進

として「障がい者が地域社会の一員として自立した生活が出来るよう、自立支援

サービスの定着や充実を図るとともに、地域で関わり合える社会環境づくりを推

進します。」を目的として挙げています。 

   第４期障害福祉計画策定時のアンケート調査では、現在どのように暮らしてい

るかとの問いに対して、７１.5％の人が「家族と暮らしている」と答えており、

今後どのように暮らしたいかという問いに対しては、４９.3％の人が、「今のま

ま生活したい」と答えています。 

   また、同アンケートの、サービスの利用意向で現在利用しているサービスで多

いのは、「生活介護」(11.2％)、「施設入所支援」(9％)、「相談支援」(7.8％)の

順です。そして、今後利用したいサービスでは、「相談支援」(26.7％)、「生活

介護」(23.4％)、「自立訓練」(21.1％)の順になっています。 

   同アンケートの、今後どのような支援があればいいかとの問いに対しても、「必

要な在宅サービスが適切に利用できること」や「在宅で医療ケアが適切に得られ

ること」といった回答が多くみられ、このことからも、障がいと向き合いながら

在宅での生活を希望されていることが見て取れます。 

   在宅での生活を希望する障がい者等に対する適正な福祉サービスの利用計画

の策定と給付や、利用しやすい相談体制の整備など、多くの障がい者の様々なニ

ーズに対応できるようにすることが必要です。 

   障害者総合支援法が平成２５年４月に改正され、福祉サービスの見直しも行わ

れました。さらに、障害者総合支援法施行後３年を目途とした見直しにより、平

成３０年には福祉サービスの見直しやサービスの質の確保や向上も予定されて 
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います。障がいのある人が、住み慣れた地域で自立した生活を送るために的確な

サービス提供が行われるよう体制の充実が必要となります。 

 

 

(１) 福祉サービスの充実 

      最近の障がい者・児の福祉サービスの利用状況をみると、同行援護、就

労支援、児童発達支援の増加が特に目立っており、施設サービスよりも在

宅で利用できるサービスの利用者が多くなってきています。 

今後とも、障がいのある人の多様なニーズに対応できるよう、関係機関

や事業所と連携し、各種福祉サービスの充実を図ります。 

 

(２) 地域生活支援事業の推進 

      障がいのある人が、その有する能力と適性に応じて、自立した社会生活

を送ることができるよう支援する地域生活支援事業に取り組みます。 

      主な事業内容は、意思疎通支援事業(手話奉仕員派遣)、日常生活用具給

付等事業、手話奉仕員養成研修事業、移動支援事業、訪問入浴サービス、

日中一時支援事業等です。障がいのある人が利用しやすいよう必要に応じ

て、見直しを行い事業を推進します。 

 

(３) 介護保険サービスとの連携 

      障がい福祉サービスの利用を希望する障がい者が、介護保険の被保険者

である時は、介護保険法の規定による保険給付が優先されることとなり

ます。また、障がい福祉サービスを利用している人が６５歳に到達した

場合、介護保険によるサービスへ移行になることから、対象となる障が

い者にはサービス内容の違いや自己負担の発生など十分説明し、円滑な

サービスの利用や移行が図られるよう取り組みます。 

      平成３０年の障害者総合支援法改正の中には、長期間にわたる障がい者

福祉サービスの利用者に対する新たな利用負担の見直し等も含まれてお

り、介護保険担当部署とも連携を図りながら、障がい者福祉の向上に努

めます。  
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２ 相談支援の連携強化 

   障がいのある人の生活を支えるには、様々なニーズを把握し、適切な福祉サー

ビスの支援につないだり、日々の生活で抱える不安や悩みの解消を目指す相談事

業が重要です。前述した、今後利用したいサービスについてのアンケート結果で

も「相談支援」が最も多くなっており、障がいのあるたくさんの人が、何らかの

問題を抱えているのではないかと推察されます。 

   本町では、役場内各係の担当窓口で常時相談を受け付け、関係のある係が連携

して適切な支援につなげるよう努めています。しかし、高齢者、障がい者、乳幼

児・児童生徒、また医療、福祉、教育と担当部署が別々なため一つの世帯が抱え

る問題を相談するときに、連携不足による不都合が見られることもあります。解

決すべき問題を世帯全体としてとらえ支援する体制が必要です。 

また、障がいのある人の相談窓口としては、役場窓口のほかに八女市と共同

で、八女地区障害者基幹相談支援センター「リーベル」を設置し、障がいのあ

る人のあらゆる問題を解決につなげるよう支援を行っています。 

   今後も、支援が必要な方は増加し相談内容も複雑になることが予想されます。 

  総合窓口の設置や専門職の導入など利用しやすい相談体制の構築が必要です。 

 

 

(１) 相談窓口の充実 

○ 役場内の相談業務の充実を目指し、職員の知識向上や専門職の配置  

に取り組みます。また、様々な相談に対応できる利用しやすい相談窓口の

設置に取り組みます。 

○ 本町では、身体障がい者相談員と知的障がい者相談員の委託を行い、毎

月１回相談日を設け対応しています。今後とも相談員の知識向上や広報啓

発を図り、体制の充実を図ります。 
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(２) 計画相談支援事業の実施 

      障害者総合支援法の福祉サービスの利用を希望する障がいのある人の、

一人ひとりにあった利用計画を作成します。サービス利用希望者から聴き

取りを行い、目標に見合った支援計画を作成します。計画を作成する相談

支援専門員の知識向上や、障がいのある人が利用しやすい事業を目指して

取り組みます。 

 

(３)  八女地区障害者基幹相談支援センター「リーベル」 

      本町では、八女市と共同で八女地区障害者基幹相談支援センター「リー

ベル」を設置しています。基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠

点として総合的な相談業務(身体障がい・知的障がい・精神障がい)及び成

年後見制度利用支援事業を行っています。相談件数は年々増加し、相談内

容も複雑化しており、専門的な知識が必要なものが多くなってきているこ

とから、今後とも連携を強化して相談受付、問題解決に取り組みます。 

      しかし、設置場所が八女市であることや、周知が十分でないことも見ら

れることから広報啓発に取り組み、利用しやすい環境にするため協議を行

っていきます。 
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３ 保健・医療の充実 

   身体障がい者にならないためには、原因となる疾病の発生を予防することが大

切ですが、原因となる疾病の早期発見、早期治療により重症化を予防し、機能回

復を図ることも重要です。そのため、本町では、妊婦健診、乳幼児健診、住民健

診などを充実させ、病気の発生予防や障がいの原因となる疾病の早期発見に取り

組んでいます。 

   また、障がいのある人の高齢化や高齢者が障がい者となるケースが目立ってき

ましたが、高齢化に伴う疾病等への対応や、認知症や寝たきり予防には日常生活

における生活習慣病の予防や適度な運動が重要です。認知症の原因ともなる脳血

管障がいや大病の要因ともなる血圧管理など予防対策も必要です。 

   精神保健対策についても、法律の改正で制度の見直しが行われており、長期入

院患者の地域移行に向けた方向性も示されています。近年、社会全体の急激な変

化などの要因から、精神疾患を持つ人が増加しており、その罹患者は若年層から

高齢者までと幅広いものです。本町においても、自立支援医療(精神通院医療)の

利用者は過去５年間で１．５倍の増加がみられ、精神疾病の早期発見、早期対応

への取り組みが重要となっています。 

 

 

(１)  健康診査事業の推進 

○  妊婦健診、乳幼児健診を充実させ、妊娠期における疾病や乳幼児期にお

ける発達障がいや疾病等の早期発見に努めます。 

○  生活習慣病等による障がいの発生を未然に防ぐため、住民健診を推進し、

健診後、指導が必要な方へのフォローを充実させ、生活習慣病等の早期発

見、早期治療に努めます。 

 

(２)  公費医療制度への取り組み 

  自立支援医療や重度障害者医療費支給制度など障がいのある人が安心し

て治療を受けることができるよう公費医療制度の適正な運用に取り組みま

す。 
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(３)  高齢者対策 

 地域に暮らす高齢者施策として、地域住民の有志が地域サロン活動に取り

組まれ、自宅に閉じこもりがちの高齢者の外出を促し、高齢者の健康増進に

寄与しています。また、高齢者施策担当部署においても、認知症予防や体力

維持のための認知症予防教室や体操教室を実施し、高齢者の障がい者への移

行を予防するよう取り組んでおり、今後も多くの高齢者に参加してもらえる

事業を目指して取り組みを強化します。 

 

(４)  精神保健福祉施策の取り組み 

○ 精神障がいについての理解推進のため、啓発活動に取り組みます。 

○  自殺者の中には、精神障がいを有する者が多いというデータもあること

から、福岡県が取り組む自殺予防事業と連動し、自殺予防対策に取り組み

ます。 

○  精神疾病の早期発見、早期治療や、長期にわたる入院後の精神障がい者

の地域移行に向けた取り組みなどに、精神科を有する病院と連携して取り

組みます。 
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基本目標４ 安心・安全に暮らし続けるために 

 

 

 １ 防犯防災対策の推進 

   近年、国内では平成２３年に発生した東日本大震災をはじめ、平成２８年４月

に熊本地震、１０月に山陰地方でも鳥取中部地震が発生し、ほかにも豪雨による

災害の発生など自然災害が頻発しています。災害が発生するたびに、高齢者や障

がいのある人への対応の遅れが問題視され、避難行動要支援者の把握や避難場所

の整備など、取り組むべき課題が山積しています。 

   本町では、「広川町災害時要援護者避難支援計画」に基づき、町、民生委員・

児童委員、行政区が連携し、要援護者台帳を整備し、支援を必要とする人の把握、

避難経路や避難所の確認などに取り組んでいます。 

しかし、第４期障害福祉計画策定時のアンケート調査では、災害時に一人で避

難できるかとの問いに対して、「できない」「わからない」と答えた人が全体の

49％にのぼり、近所に助けてくれる人はいるかとの問いに対しても「いない」「わ

からない」と答えた人が 55.7％という結果で、災害が発生した場合への不安は

大きいものであると推察されます。このような不安解消のため緊急時に迅速な連

絡が取れるような情報連絡体制の整備が重要になってきます。 

また、同アンケート調査において、災害時に困ることはという問いに対して、

「避難場所の設備や生活環境が不安」「投薬や治療が受けられない」「周囲とコミ

ュニケーションがとれない」などの回答が見られ、避難したくても避難所の利用

に足踏みする障がいのある人がいるのが現状です。高齢者や障がいのある人が不

安を抱えずに利用できる福祉避難所の整備充実も必要です。 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 

 

(１) 災害避難行動要支援者支援制度 

      災害時、家族などの援助が困難で自力では避難することができない人や、

避難のための情報を得にくい人を地域全体で支援するため、「災害避難行

動要支援者支援制度」の取り組みを進めています。登録された要支援者の

情報を自主防災組織や区長・民生委員児童委員等で共有し、個別支援計画

を策定し、災害時の避難情報の伝達や避難誘導・安否確認などに取り組み

ます。 

      今後とも、支援が必要な方の実態把握に努め、制度の推進を図ります。 

 

(２) 緊急時の連絡体制の整備 

      本町では、避難行動要支援者に対し、防災行政無線、メール(エリア)配   

信や自主防災組織の連絡網などを利用し正確かつ迅速な情報提供の実施

に努めています。平成２７年度には、「広川町情報(防災)配信サービス」

を導入し、携帯端末機へのメール配信以外に、視聴覚障がいを持った方や

携帯電話を持たない方に対して、電話やＦＡＸで音声や文字により情報を

配信する取り組みも行っています。 

      今後とも、取り組みの周知を行い、利用者拡大に努めます。 

 

(３) 福祉避難所の整備 

      高齢者や障がいを持つ人が利用する福祉避難所について、関係部署や高

齢者、障がい者施設などと協議を行い、整備充実に努めます。 
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 ２ バリアフリー化の推進 

    障がいのある人のみならず、すべての人が住み慣れた地域で暮らすためには、

生活領域を拡大し、様々な社会参加が可能となるよう、安心して施設を利用し、 

   移動できる環境整備が必要です。 

    本町では、公共施設の改築時に、段差の解消、手すりの設置や多目的トイレ

の設置などを行ってきましたが、道路などの都市基盤の整備、公共施設や民間

施設のバリアフリー化はまだ十分とは言えません。 

    町内には、福祉関係施設をはじめ、教育、文化、スポーツ、コミュニティな

ど様々な分野の公共施設があります。今後一層、これらの施設を有効活用し、

自由な社会参加を活発化するために、多くの方が利用する公共施設や道路など

のバリアフリー化が必要となっています。 

 

(１) バリアフリー化の推進 

 公共施設や道路、交差点等の段差解消等に取り組みます。また、不特定多

数が利用する民間施設について、事業者への理解を求め、バリアフリー化を

推進します。 

 

(２) ユニバーサルデザインの推進 

 今後新たに設置する施設については、高齢者や障がいのある人のための特

別な仕様でつくるのではなく、すべての人が安全で快適に利用できるユニバ

ーサルデザイン(※)を取り入れたまちづくりを推進します。 

 

 

※ 「ユニバーサル＝普遍的な、全体の」という言葉が示しているように、「すべての人の

ためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無にかかわらず、最初からできるだけ多く

の人が利用可能であるデザインにすること 
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１．計画の推進体制の確立 

  この計画に基づく施策を推進していくためには、町民、ボランティア団体、行政

などが連携し、一体となって、基本目標に向かって取り組むことが重要です。その

ため、次のような推進体制の確立を目指します。 

 

(１)  地域の連携 

     障がいのある人が、地域で暮らし続けるためには、地域福祉を推進する社

会福祉協議会や行政区、民生委員・児童委員、ボランティア団体などの支援

や協力が不可欠です。これらの団体の地域福祉活動を推進し、連携を取りな

がら、障がいのある人の地域での生活を支えられるような体制の確立を目指

します。 

 

(２)  町における庁内及び関係機関との連携 

     本計画推進のためには、役場内各課・係の連携の強化とともに関係機関と

の調整も必要です。幅広い分野で障がい者施策を総合的かつ効果的に推進す

るために庁内各部署や関係機関と連携及び調整を図りながら推進体制の確

立を図ります。 

 

(３)  近隣自治体との連携 

     国や県が推進する事業には、障害福祉圏域ごとに取り組む事業や、広川町

単独では取り組みが困難な事業も含まれています。広域で取り組むことによ

り障がいのある人のためになる事業には積極的に参画し、近隣自治体との連

携を強化し、協議検討を行います。 
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２．計画の点検・評価の実施 

 本計画の実施状況の点検や評価は、広川町障害者基本計画及び障害福祉計画

策定委員会で行います。障害福祉計画の策定時期はもちろんのこと、適宜委員

会に置いて審議を行い評価や改善を行います。 
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付 属 資 料 

 

広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会規則 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第９条第３項並びに障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第８８条の規定

に基づき、広川町障害者基本計画及び障害福祉計画（以下「計画」という。）を策定するた

め、広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（掌握事項） 

第２条 委員会は、計画の審議及び計画に基づく施策について毎年審議する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、１５人以内の委員をもって組織し、委員には次に掲げるもののうちから

町長が委嘱する。 

1 町内医療機関の代表者 

2 町内障害者福祉施設の代表者 

3 広川町社会福祉協議会の代表者 

4 広川町議会議員の代表者 

5 広川町民生委員児童委員協議会の代表者 

6 広川町身体障害者相談員 

7 広川町知的障害者相談員 

8 広川町教育委員会の代表者 

9 町民の代表者 

10 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める者 

  

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任することができる。 
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（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（委員会の招集） 

第６条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。 

  

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 
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役職名
機関・団体名

(規則第3条に定める組織)
氏 名 備　　　考

会　長
広川町議会議員代表
(規則第3条第4号)

池 尻 浩 一 厚生文教常任委員長

副会長
広川町民生委員児童委員協議会代表
(規則第3条第5号)

田 中 仙 一 広川町民生・児童委員協議会会長

委　員
町内医療機関代表
(規則第3条第1号)

合 原 る み 医療法人　合原会　合原医院

〃
町内障害者福祉施設代表
(規則第3条第2号)

川 崎 和 子
社会福祉法人　新世会
サングリーン　施設長

〃 〃 梅 崎 伸 也
社会福祉法人　筑陽会
赤坂園　総務部長

〃 〃 姫 野 美 保
特定非営利活動法人　広川福祉会
夢と希望　施設長

〃
広川町社会福祉協議会代表
(規則第3条第3号)

陶 山 美 智 子
広川町社会福祉協議会
総務・地域福祉係

〃
広川町民生委員児童委員協議会代表
(規則第3条第5号)

塩 澄 文 子
広川町民生・児童委員協議会
主任児童委員

〃
広川町身体障害者相談員
(規則第3条第6号)

松 本 一 義 広川町障害者相談員(身体)

〃
広川町知的障害者相談員
(規則第3条第7号)

久 保 田 淳 妹 広川町障害者相談員(知的)

〃
広川町教育委員会代表
(規則第3条第8号)

中 島 孝
広川町教育委員会
学校教育係長

〃 町民代表(規則第3条第9号) 髙 橋 和 子 広川町障害者相談員(身体)

広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会委員名簿
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策 定 経 過 

年月日 主な内容 

平成２８年２月２９日 

広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会  

・広川町第４期障害福祉計画の進捗状況報告 

・広川町障害者基本計画(第３期)の策定について 

  基本計画の位置づけ、国県の動向及び策定スケジュー 

  ルについて説明 

平成２８年１１月２９日  

広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会  

・広川町障害者基本計画(第３期)の策定について 

   計画素案の内容の説明、計画策定までの日程等について説

明 

平成２９年２月１日 
広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会  

・広川町障害者基本計画(第３期)の策定について 

平成２９年２月８日 

～ ２月２８日 
パブリックコメント募集 

平成２９年３月 9 日 
広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会  

・広川町障害者基本計画(第３期)の策定について 
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