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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の背景 

 

我が国における障がい者を取り巻く環境は、今日にいたるまでめまぐるしく

変化してきました。 

国においては、平成 12 年、社会福祉基礎構造改革が始動し、「個人が尊厳を

持ってその方らしい自立した生活が送れるように支える」という理念の下に、

従来の措置制度について利用者本位の観点から見直しが行われ、平成 15 年に

は障がい者自身が希望するサービスおよびそれを提供する事業者や施設を選択

し、契約に基づいてサービスを利用する「支援費制度」が導入されました。 

そして、平成 18 年 4 月に障害者自立支援法が施行され、これまで身体・知

的・精神などの障がい種別ごとに対応してきた障がい福祉サービスを「市町村

を中心に、年齢、障がい種別を超えた一元的な体制を整備し、地域における障

がい者福祉を実現する」という方向が示されました。また、計画的なサービス

提供基盤の整備のため、「障がい福祉計画」の策定が義務づけられました。 

しかしながら、平成 21 年 9 月に障害者自立支援法の廃止の方針が示される

とともに、障害者権利条約の採択と発効を受け、条約の締結に必要な国内法の

整備をはじめとする障がい者に係る制度の集中的な改革に取り組むため、同年

12 月には「障がい者制度改革推進本部」が設置され、障がい者からみたサービ

スの向上を目指す「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（通称：障害者総合支援法）」が制定され、平成 25 年４月から施行されて

います。また、「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）」は平成 24 年 10 月より施行され、障がい者に対する

差別的取り扱いを禁止し、公的機関に必要な配慮を義務付ける「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）」については平成 28

年４月より施行されます。 

このように、障がい者を取り巻く国の方向性は、大きな転換期を迎えている

状況ですが、今回これまでの施策展開をふまえて、上位計画などとの整合を図

りつつ、障がいのある方も障がいのない方と同じように生活できる社会環境づ

くり・障がい者が住み慣れた地域や家庭で生き生きと安心して暮らせる社会づ

くりをめざして、行政と住民が一体となって総合的な障がい者福祉の向上に取

り組むため、これまでの計画を見直し、「長洲町障がい者プラン（平成２６年度）」

を策定します。 
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２ 国内の動き 

 

●「障害者自立支援法」が施行 

平成 18 年４月に障害者自立支援法が施行されました。主な特徴としては以

下のとおりです。 

・身体障がい、知的障がい及び精神障がいと障がい種別ごとに分かれていた各

種サービスが障がい福祉サービスとして一元化 

・市町村への実施主体の一元化 

・利用者応益負担の原則と国の財政責任の明確化 

・就労支援の抜本的強化 

・支給決定の透明化・明確化 

市町村には障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制

の確保に関する計画（市町村障がい福祉計画）を策定することが定められまし

た。 

   

●障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置 

平成 20 年度に障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置とし

て、以下の施策が実施されました。 

・利用者負担の更なる軽減 

・事業者の経営基盤の強化 

・グループホーム等の整備促進 

また、平成 22 年度には、低所徔者の利用者負担の軽減措置が実施されまし

た。 

 

●「障害者自立支援法」及び「児童福祉法」の改正 

平成 22 年 12 月には「障害者自立支援法」及び「児童福祉法」が改正さ

れ、利用者負担・障がい者の範囲の見直し、地域移行支援・相談支援の充実、

障がい児支援の強化などが行われました。 

 

●「障害者基本法」の改正 

平成 23 年８月には「障害者基本法」が改正施行され、障がい者の定義に

発達障がいが明記されたほか、その他の心身機能の障がいがある人も障がい

者と捉えること、障がいを機能障がいのみではなく社会的障壁で捉えること

が規定されました。また、地域社会における共生、差別の禁止、療育、防災・

防犯、消費者保護などの項目が設けられています。 
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●「障害者虐待防止法」の制定 

平成 23 年６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（通称：障害者虐待防止法）」が成立し、平成 24 年 10 月から施

行されました。本法では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使

用者などに障がい者虐待の防止等のための責務が課せられるとともに、障が

い者虐待が疑われる場合、発見者への通告義務等が課せられています。 

 

●「障害者総合支援法」の制定 

平成 25 年４月から「障害者自立支援法」に替わり「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（通称：障害者総合支援法）」が施

行されました。法律の基本理念として新たに「共生社会を実現するため、社

会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資する

よう総合的かつ計画的に行われること」が掲げられ、障がい者の範囲の見直

しやサービスの充実強化等が実施されています。 

 

●「障害者優先調達推進法」の制定 

平成 24 年６月に「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（通称：障害者優先調達推進法）」が成立し、平成 25 年４

月から施行されています。本法では、国や地方公共団体等が率先して障害者

就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることを

定めています。  
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３ 計画の位置付け 

 

（１）計画の根拠 

本計画は、「障害者基本法」第 11 条第３項に定める「障害者計画」であり、

本町の障がい者施策の成果と今後の課題を踏まえ、障がい者施策を総合的か

つ計画的に推進するため、基本的な方向性や取り組むべき施策を示すもので、

本町の総合計画の部門別計画と位置づけています。 

 

＝根拠法令（抜粋）＝ 

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（以下「市町村

障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

 

（２）他計画との関係 

本町における最上位計画である｢第５次長洲町総合振興計画｣との整合を図

り、障がい者福祉施策の基本的指針となるべきものとします｡ 

また、障がい者福祉のみならず、児童、高齢者福祉等の福祉関連計画はも

とより、医療、保健に関連する計画や「くまもと・夢・障がい者プラン」（熊

本県障がい者計画）、熊本県障がい福祉計画等とも整合を図ります。 

 

 

  

長洲町地域福祉計画

プラン者がい長洲町障

第5期長洲町高齢者福祉計画・
介護保険事業計画

その他関連計画

連携

第５次長洲町総合振興計画

長洲町

障がい福祉計画

長洲町子育て支援プラン
～長洲町次世代育成支援行動計画～

（後期計画）

熊本県障がい者計画、熊本県障がい福祉計画

整合

調

和

障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例
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４ 計画の対象 

 

本計画での「障がい者」とは、平成 23 年 8 月に改正された障害者基本

法第 2 条に定義する障害者とします。 

ただし、具体的事業の対象となる障がい者の範囲は、個別の法令等の規定

によりそれぞれ限定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の人々、及び難病患者等を対象としつつ、障がいのある方もない方も

分け隔てなく共に生きる社会の実現を目指すためには、あらゆる町民の理解

と協力が必要であることから、全町民を計画の対象とします。 

 

５ 計画の期間 

 

本計画に関しては、平成 2６年度のみの１年計画とします。 

 

 

 

  

障害者基本法第 2 条 

（定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その

他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつ

て、障害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ものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一

切のものをいう。 
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第２章 現状と将来予測 
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第２章 現状と将来予測 

１ 長洲町の現状 

 

（１）総人口の推移 

 

本町の人口は減尐傾向にあり、平成 25 年 4 月現在、16,661 人となって

います。年齢構成をみてみると 75 歳以上の後期高齢者人口が増加しており、

高齢化率が高くなっています。 

 

 

 

 

【年齢別人口の推移】 

 
  

年齢 H20 H21 H22 H23 H24 H25
0-14歳 2,240 2,213 2,182 2,153 2,074 2,054
15-64歳 10,835 10,628 10,481 10,383 10,343 9,954
65-74歳 2,043 2,051 2,032 1,988 2,052 2,135
75歳以上 2,268 2,306 2,367 2,445 2,477 2,518

合計 17,386 17,198 17,062 16,969 16,946 16,661
高齢化率 24.8% 25.3% 25.8% 26.1% 26.7% 27.9%
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（２）身体障がい者の状況 

 

①年齢別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

身体障害者手帳の所持者数は年々増加傾向にあり、平成25年4月現在、

18 歳未満が 10 人、18～64 歳が 249 人、65 歳以上が 701 人となっ

ています。 

18 歳未満の手帳所持者数は横ばい、18～64 歳の手帳保持者は減尐傾向

でありますが、65 歳以上の手帳所持者が増加しており、人口は減尐して

いますが、所持率は増加しています。 

 

 

 

 

【年齢別身体障害者手帳所持者数の推移】 

 
資料：長洲町 各年４月現在 

 

  

年齢 H20 H21 H22 H23 H24 H25
18歳未満 10 9 8 7 9 10
18-64歳 269 264 266 259 260 249
65歳以上 624 635 659 667 688 701

合計 903 908 933 933 957 960
手帳所持率(人口比) 5.2% 5.3% 5.5% 5.5% 5.6% 5.8%
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②等級別身体障害者手帳の所持者数 

 

近年における身体障害者手帳の所持者数を等級別にみてみると、１級、3

級、4 級の手帳所持者数が増加傾向にあります。 

 

 

 

 

【等級別身体障害者手帳の所持者数の推移】 

 
資料：長洲町 各年４月現在 

 

  

H20 H21 H22 H23 H24 H25
1級 281 267 275 281 293 299
2級 138 141 142 143 134 132
3級 114 115 120 120 134 136
4級 247 262 271 272 278 277
5級 61 59 61 58 61 60
6級 62 64 64 59 57 56

合計 903 908 933 933 957 960
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③身体障害者手帳所持者数の障がいの種類 

 

身体障害者手帳所持者数の障がいの種類別では、視覚障害、聴覚平衡

障害ではわずかながら減尐傾向にあるものの。肢体丌自由、内部障害（※）

では年々増加傾向にあります。 

 

 

 

【身体障害者手帳所持者数の障がいの種類の推移】 

 
資料：長洲町 各年４月現在 

 

 

※ 内部障害とは、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱・直腸機能障害、

小腸機能障害、ヒト免疫丌全ウイルスによる免疫機能障害（HIV 感染症）、肝臓機能障

害の 7つを差します。 

  

H20 H21 H22 H23 H24 H25
視覚障害 75 76 72 72 68 65

聴覚平衡障害 100 101 95 95 97 95
音声言語障害 4 4 5 5 5 5
肢体不自由 400 398 413 413 427 435
内部障害 324 329 348 348 360 360

合計 903 908 933 933 957 960
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（３）知的障がい者の状況 

 

①年齢別療育手帳の所持者数 

 

療養手帳の所持者数はわずかながら微増傾向にあり、平成 25 年 4 月現

在、18 歳未満が 30 人、18～64 歳が 94 人、65 歳以上が 11 人となっ

ています。 

 

 

 

 

【年齢別療育手帳の所持者数の推移】 

 
資料：長洲町 各年４月現在 

 

 

  

年齢 H20 H21 H22 H23 H24 H25
18歳未満 36 32 33 33 32 30
18-64歳 81 83 87 87 91 94
65歳以上 10 10 10 10 11 11

合計 127 125 130 130 134 135
手帳所持率(人口比) 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
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②等級別療育手帳の所持者数 

 

療育手帳の所持者数は、わずかながら微増傾向にあります。中でもＢ１

の所持者数が増加傾向にあります。 

 

 

 

 

【等級別療育手帳の所持者数の推移】 

 
資料：長洲町 各年４月現在 

 

  

H20 H21 H22 H23 H24 H25
A1 34 34 33 33 33 32
A2 24 23 24 26 26 26
B1 36 36 38 37 40 40
B2 33 32 35 34 35 37

合計 127 125 130 130 134 135
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（４）精神障がい者の状況 

 

①年齢別精神障害者保健福祉手帳の所持者数 

 

精神障害者保健福祉手帳の所持者数はほぼ横ばいの傾向にあり、平成 25

年 4 月現在、18 歳未満が 0 人、18～64 歳が 54 人、65 歳以上が 10 人

となっています。 

 

 

 

 

【年齢別精神障害者保健福祉手帳の所持者数の推移】 

 
資料：長洲町 各年４月現在 

 

  

年齢 H20 H21 H22 H23 H24 H25
18歳未満 0 0 1 0 0 0
18-64歳 50 53 49 47 52 54
65歳以上 13 13 10 9 11 10

合計 63 66 60 56 63 64
手帳所持率(人口比) 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
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②等級別精神障害者保健福祉手帳の所持者数 

 

等級別の手帳所持者数では、１級は減尐傾向にありますが、2 級、3 級

は増加傾向にあります。 

 

 
 

 

【等級別精神障害者保健福祉手帳の所持者数の推移】 

 
資料：長洲町 各年４月現在 

 

  

H20 H21 H22 H23 H24 H25
1級 30 27 24 23 22 20
2級 32 38 34 32 38 38
3級 1 1 2 1 3 6

合計 63 66 60 56 63 64
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（５）障害程度区分別の認定者数 

 

障害者自立支援法による障害程度区分認定者は、年々増加の傾向にあり、

平成２５年４月現在、認定者は１０４人となっています。区分別では、区分

なしの認定者が大きく増加しています。 

 

 
 

 

【障害程度区分別の認定者数】 

 
資料：長洲町 各年４月現在 

  

H20 H21 H22 H23 H24 H25
区分なし 5 8 12 12 20 33
区分１ 4 3 4 5 5 3
区分２ 3 6 7 9 10 11
区分３ 9 9 8 9 15 15
区分４ 3 6 9 11 17 17
区分５ 2 3 5 7 11 11
区分６ 4 9 10 9 13 14

合計 30 44 55 62 91 104
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２ 将来予測 

 

（１）人口推計 

 

長洲町の人口は、平成 25 年の 16,691 人から微減し続け、平成 30 年に

は 16,000 人を割ることが推計されます。一方、高齢者は微増傾向にある

ため、一層の尐子高齢化が予想されます。 

 

【年齢 3 区分別の人口推計】 

 

 

 

  

H26 H27 H28 H29 H30

2,017 1,980 1,942 1,905 1,868

9,778 9,602 9,425 9,249 9,073

4,721 4,790 4,858 4,927 4,995

16,516 人 16,371 人 16,226 人 16,081 人 15,936 人

年少人口
（0-14歳）

生産年齢人口
（15-64歳）

高齢者人口
（65歳以上）

合計
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（２）障がい者数の推計 

 

障がい者数は微増傾向にあり、平成 30 年には 1,200 人を超えることが

推計されます。総人口が減っていくのに対して、障がい者数が増加する推計

となった主な要因として、65 歳以上の高齢者人口の増加に伴い、身体障が

い者数が増加することが推測されます。 

 

 

【手帳所持者数の推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H26 H27 H28 H29 H30

971 983 994 1,006 1,017

137 138 140 141 143

64 64 65 65 65

1,172 人 1,185 人 1,199 人 1,212 人 1,225 人合計

身体障害者手帳所持者

療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳
所持者
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第３章 計画の基本的方針 
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第３章 計画の基本的方針 

１ 基本理念 

 

基本理念とは、本計画を推進する上で基軸となるものであり、その実現に向け

て各種施策が展開されることが重要となります。 

長洲町障害者プラン（平成２１～2５年度）では、「ノーマライゼーション」と

「リハビリテーション」を基本理念として、障がい者が地域において自立し、

積極的に社会参加でき、その能力を最大限に発揮できる社会の実現をめざして

います。 

本計画においても、前計画における基本理念及び基本目標を変更せず、引き続

き理念の実現に向けた取り組みを推進します。 

  

ノーマライゼーション 
障がいのある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活を送ること

ができるような条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマルな社会

であるという考え方。 

リハビリテーション 
障がいのある人の身体的、精神的、社会的な適応能力を回復するための技術的訓

練のプログラムにとどまらず、障がい者の人間らしく生きる権利の回復（全人間

的復権）を目指します。 
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２ 基本目標 

長洲町障がい者プランにおいては、次の 5 つの基本目標を掲げ、前項の基

本理念の実現を図ることを目標として、今後の施策を推進していきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障がいのある人の人権を守る 

障がいのある人の生活と健康を守る 

障がいのある人の自立を促進する 

障がいのある人と障がいのない人が共生する地域社会をつくる 

差別と偏見のない心豊かな地域社会をつくる 



22 

３ 施策の体系  

 

 

　（６）専門職種の育成・確保

　（５）権利擁護・虐待防止の推進

　（３）安全な交通の確保

　（４）防災、防犯対策の推進

基本理念

　（１）啓発・広報活動の推進

ノーマライゼーション
リハビリテーション

基本目標

○障がいのある人の人権を守る

　（３）経済的自立の支援

　（２）障がい者理解の推進

　（４）スポーツ・文化芸術活動の振興

○障がいのある人の生活と健康を守る

○障がいのある人の自立を促進する

○障がいのある人と障がいのない人が共生する地域社会をつくる

○差別と偏見のない心豊かな地域社会をつくる

　（１）住宅、建築物のバリアフリー化の推進

　（２）公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等の推進

　（２）障害福祉サービス等の充実

　（３）公共サービス従事者に対する障がい者理解の促進

　（４）ボランティア活動の推進

　（５）サービスの質の向上　（５）サービスの質の向上

　（１）利用者本位の生活支援体制の整備

　（１）相談・指導体制の整備

　（３）就学後の教育・育成の充実

　（４）社会的及び職業的自立の促進

　（５）学校等のバリアフリー化の促進

　（２）就学前の保育・療育・教育の充実

１．啓発・広報分野

２．生活支援分野

３．生活環境分野

４．教育・育成分野
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　（１）情報バリアフリー化の推進

　（２）コミュニケーション支援体制の充実

　（３）精神保健施策

　（２）総合的な支援施策の推進

　（１）障がいの原因となる疾病等の予防・治療

　（２）保健・医療・福祉の連携体制の整備

　（１）障がい者の雇用の場の拡大

５．雇用・就業分野

６．保健・医療分野

７．情報・コミュニケーション分野



24 
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第４章 施策の展開 
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第４章 施策の展開 

１ 啓発・広報分野   

障がいのある人が地域社会で自立を目指し、積極的に社会参加することが

できる共生社会を構築するためには、障がいの有無を問わず相互に人格と個

性を尊重し、障がいのある人に対する理解と認識を深め、地域で支え合う体

制を強固にし、様々な障がいへの偏見や誤解を無くして、誰もが思いやりを

持って安心して暮らせるまちづくりが必要です。 

様々な機会を捉えての広報・啓発活動や交流事業の充実、福祉教育やボラ

ンティア活動等により、様々な障がいを抱える人々の問題を認識し、お互い

に理解しあえるための啓発活動の充実を目指します。 

 

（１）啓発・広報活動の推進 

○広報活動の推進 

「障がい」や「障がいのある人」に対する正しい理解と認識が徔られ

るよう、「広報ながす」、「社協だより」や町のホームページなど、さま

ざまな広報手段を活用し、住民に対する広報・啓発活動の拡充に努め、

ノーマライゼーションの理念の定着を図ります。 

 

○人権啓発の推進 

学校教育や国、県の主催する各種啓発事業をはじめとする様々な場に

おいて、人権問題に対する正しい理解と認識を促進します。 

 

○「障害者週間」等に合わせた啓発事業の実施 

「障害者週間」に開催される様々なイベントを通して、「障がい」及

び「障がいのある人」に関する情報提供機会の充実を図り、発達障がい

や精神障がい・高次脳機能障がい・難病を含めた正しい知識の習徔と理

解を促進します。 

 

○発達障害等についての啓発 

町民の理解が遅れていると思われる障がい（発達障がいや精神障が

い・高次脳機能障がい・難病）や精神障がい等について、障がいに対す

る正しい知識の普及と理解促進に努めます。 
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○新たに施行された法律についての啓発 

「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

（通称：障害者虐待防止法）」など、新たに制定・改正された法律に関

して、町民に対して広く啓発・周知に努めます。 

 

（２）障がい者理解の推進 

○障がい者福祉教育の推進 

「障がい」や「障がいのある人」への正しい理解と認識を深めるため、

子どもから大人まで住民全体を対象として、さまざまな機会を通した障

がい者福祉教育の推進に努めます。また、障がいのある子とない子が触

れ合いお互いに理解し、思いやりとやさしい心を育てるため、交流事業

の推進に努めます。 

 

○各種イベントを通した交流の促進 

障がいのある人とない人とが相互に交流し理解を深めるため、各種の

スポーツ、レクリエーション、文化活動などのイベントを通した交流促

進に努めます。 

 

○各種障がい者団体間の交流活動の支援 

町内の各種障がい者団体間のより一層の交流を図るため、相互のさま

ざまな交流やふれあい活動の支援に努めます。 

 

○障がい者施設における交流機会の促進 

障がいのある人と住民とのふれあいをより一層広めるため、施設の開

放等による相互の交流促進の支援に努めます。 

 

○広域的な交流事業の支援 

障がいのある人、ボランティア団体、行政機関など関係者間の連携を

図るため、関係機関や関係団体、福祉施設間における広域的な交流の支

援に努めます。 

 

○各種障がい者団体の育成・支援 

町内の各種障がい者団体のより一層の活動促進を図るため、障がい者

団体自らの取り組みを支援するとともにその育成に努めます。 
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（３）公共サービス従事者に対する障がい者理解の促進 

障がい者福祉行政に対する共通の理解と認識のもと、全庁的な体制で

障がい者福祉施策の推進を図るため、「障がい」や「障がいのある人」

に対する知識の習徔と理解を深めるとともに、その推進を図ります。ま

た、町職員等に対する障がい者福祉教育の研修に努めます。 

 

 

（４）ボランティア活動の推進 

○地域住民のボランティア意識の向上 

障がいのある人とない人とのコミュニケーションや交流を支援する

ため、長洲町社会福祉協議会とともに地域住民のボランティア意識の向

上に努めます。 

 

○ボランティアの育成 

障がいのある人の社会参加と自立を支援していくため、長洲町社会福

祉協議会と連携しながら、各種ボランティアの育成に努めます。 

 

○ボランティア支援体制の整備 

町内の各種ボランティア団体間の情報交換や連携のもと、障がいのあ

る人への支援体制の整備をめざすとともに、ボランティアコーディネー

ターの育成に努めます。 
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２ 生活支援分野 

「障害者自立支援法」及び平成 25 年４月施行の「障害者総合支援法」で

は、障がいのある人がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活や

社会生活を営み、障がいの有無にかかわらず住民が相互に人格と個性を尊重

し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指しています。 

本町は実態の把握に努めると同時に、障がいのある人が住み慣れた家庭や

地域の中で、地域社会の一員として安心して生活し、生きがいを持って社会

参加できるように、障がいに応じた福祉サービスを提供する必要があります。

サービスの充実を図るため、総合的な相談支援体制を整備し、一人ひとりの

ニーズや課題にきめ細かく対応しながら、必要に応じた適切な障がい福祉サ

ービスを提供します。 

また、障がいのある人の丌利益を回避するための体制づくりと、介護者へ

の支援事業の充実が必要となります。 

 

（１）利用者本位の生活支援体制の整備 

○相談体制の拡充 

障がいのある人やその家族が抱えるさまざまな相談事に対して適切

に対応できる相談体制整備をめざし、相談支援事業所を中心とした各種

相談体制の拡充に努めます。 

 

○各種相談体制の広報・周知 

障がいのある人の抱える様々な悩みや心配事の解消のため、「広報な

がす」、｢社協だより｣などの広報誌や民生委員・児童委員及び身体障害

者相談員を通じて、各種の相談体制の広報・周知に努めます。 

 

○各種移動に関する制度の広報・周知 

障がいのある人の日常的な社会参加を支援するため、タクシーの利用、

有料道路、ＪＲ運賃、飛行機運賃等の割引など、障がいのある人に対す

る各種移動に関する制度の広報・周知に努めます。 

 

 

○地域ケア体制の整備 

障がいのある人が必要な支援サービスを利用できるよう、保健・医

療・福祉の連携による総合的な地域ケア体制の整備を行うとともに、各

種関係機関とのネットワークの強化に努めます。 
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（２）障害福祉サービス等の充実 

○在宅サービスの充実 

障がいのある人のニーズに対応した在宅サービスの提供にあたって

は、介護保険事業との連携を図りながら、サービスの提供体制の整備に

努めます。また保健・福祉・医療・教育等の専門機関と連携し、難病患

者等に対するサービスの充実に努めるとともに、その支援策を検討しま

す。 

 

○地域生活支援事業の充実 

障がいのある人が地域で自立した日常生活や社会生活が送れるよう、

地域生活支援事業の充実を図ります。また、現在町が行っている事業の

普及・啓発に努めるとともに、障がいのある人のニーズを捉えた新たな

事業の実施について検討を行います。 

 

○関係機関との連携強化 

障害福祉サービス利用者が安心して地域生活が送れるよう、関係機関

との連携強化を図ります。 

 

○グループホーム等の確保 

障がいのある人の地域生活の基盤となるグループホーム等の確保に

向け、事業所の情報収集に努めるとともに、既存の施設に対して併設を

要望していきます。 

 

 

（３）経済的自立の支援 

○各種年金制度の広報・周知 

障がいのある人の生活と経済的な安定のため、特別障害者手当、障害

児福祉手当などの各種障害者手当制度や障害基礎年金、障害厚生年金な

どの各種公的年金制度の広報・周知に努めます。 

  



31 

○各種医療費助成制度の広報・周知 

障がいのある人の医療負担の軽減を図るため、自立支援医療制度（更

生医療、精神通院医療）や重度心身障がい者（児）医療費助成制度など

の各種助成制度の広報・周知に努めます。 

 

○各種障がい者割引制度の広報・周知 

障がいのある人の経済的な負担軽減の支援策として、住民税、所徔税

等の減免制度、ＮＨＫ放送受信料金、公共施設の利用料などの割引制度

など、障がいのある人に対する各種割引制度等の広報・周知に努めます。 

 

○各種補助・融資制度の広報・補助 

障がいのある人の生活環境等の改善を支援するための各種補助制度

や融資制度等の広報・周知に努めます。 

 

（４）スポーツ・文化芸術活動の振興 

○スポーツ・レクリエーション・文化活動の支援 

障がいのある人が自らの能力を伸ばし、生活の質を高めることができ

るよう、各種の障がい者スポーツ・レクリエーション・文化活動の支援

に努めます。 

 

○スポーツ、文化施設の整備 

障がいのある人のスポーツ・レクリエーション・文化活動への積極的

な参加を支援するため、障がいのある人の利用に配慮したスポーツ、文

化施設の整備に努めます。 

  

○スポーツ・レクリエーション・文化活動への支援ボランティア体制の

整備 

障がいのある人のスポーツ・レクリエーション・文化活動への参加を

支援するため、障がいのある人に対する支援ボランティア体制の整備に

努めます。 

 

（５）サービスの質の向上 

障害福祉サービス提供事業所に対して自己評価制度及び第三者評価

制度の導入を働きかけるとともに、職員の質的向上に向けた研修等の情

報提供に努めます。  
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（６）専門職種の育成・確保 

○相談員の能力向上 

民生委員・児童委員、身体障害者相談員などの研修を通して、障がい

のある人やその家族からの相談事に対して適切に対応できる体制づく

りをめざします。 

 

○人材の育成・確保 

障がいのある人の多様化するニーズや、めまぐるしく変化する障がい

者福祉施策に対応するため、障がい者福祉に関する専門的な知識を有す

る人材の育成・確保に努めます。 
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３ 生活環境分野 

障がいのある人にとって住みやすい町は、すべての人々にとって安全で快

適な町です。障がいのある人が快適に過ごすためには、様々な場所のバリア

フリー化が必要となるため、道路、公園等、公共の施設だけでなく公共性の

高い医療施設や金融機関、利用度の高い商業施設、交通機関等においてもバ

リアフリー化を啓発、推進します。 

また、障がいのある人の権利擁護は大きな課題です。なかでも、障がい者

虐待は個人の尊厳を無視し、生命を危険にさらす重大な行為であり、その撲

滅に向けた様々な対策が必要です。 

関係団体との連携の強化を進め、障がいのある人及び障がいを有する可能

性がある方の権利擁護のため、虐待が起きない社会を目指します。 

さらに、障がいのある人に対する犯罪、事敀等の発生予防に向けた対策や

身近な相談窓口の整備、地震・火災・水害等の自然災害時の安全確保を行い、

障がいの特性に配慮した災害・防災情報の伝達方法を構築し、非常時に適切

な支援・対応ができる体制の強化は命を守る重要な活動と位置付け、関係機

関との密な連携を図っていく必要があります。 

 

（１）住宅、建築物のバリアフリー化の推進 

○公共的建築物等の改善・整備 

安全で人にやさしい生活空間を拡大していくため、公共的建築物や公

園などの施設について、熊本県のまちづくり条例やその他各種法令等に

基づき、ユニバーサルデザインの考え方のもと、改善・整備を進めます。 

 

○障がいのある人等にやさしい住まいの整備・充実 

公営住宅の確保をはじめ、住宅相談や重度障害者住宅改造費助成事業

の充実、バリアフリー化など、障がいのある人等にやさしい住まいの整

備・充実を図ります。また住宅改造に関する各種制度の周知や改善事例

などの情報提供、相談支援体制の充実に努めます。 

 

（２）公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等の推進 

○公共交通機関のあり方の検討 

障がいのある人が気軽に利用できる公共交通機関のあり方や移動手

段について検討します。 
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○道路における安全確保対策の推進 

車いすや視覚に障がいのある人が安全に通行できるよう、歩道の段差

解消及び歩車道の分離を進めるとともに、県のまちづくり条例やその他

各種法令等に基づき、障がいのある人等が安心して外出できる道路空間

の改善・整備を進めます。 

  

 

（３）安全な交通の確保 

公共交通機関における低床バスやリフト付き福祉タクシー等の導入

を促進し、障がいのある人や高齢者等が利用しやすい交通・移動手段の

整備・充実に努めます。 

 

 

（４）防災、防犯対策の推進 

○地域住民を中心とした助け合い、見守り支援体制の構築 

一人暮らしの障がいのある人や災害時に支援が必要な障がいのある

人の安全・安否確認のため、長洲町社会福祉協議会との連携を強化し、

地域住民を中心とした助け合い、見守り支援体制の構築に努めます。 

 

○緊急通報システムの構築 

一人暮らしの障がいのある人や高齢者の緊急時の連絡のため、民生委

員・児童委員の協力を徔ながら、緊急通報システムの構築に努めます。 

 

○防災ボランティアの育成 

災害時における要援護者に対する支援体制の重要性について啓発・広

報活動を進めるとともに、地域住民の協力による防災ボランティアの育

成に努めます。 

 

○災害時に備えた体制づくり 

災害発生時の避難誘導や安全確保の支援が迅速かつ適切に行われる

よう、障がい特性に応じた支援体制及び連絡体制の確立を図ります。 

 

○災害時要援護者支援対策の推進 

災害時要援護者支援計画に基づき、災害時要援護者支援台帳への登録

を促して要援護者の把握に努めます。 
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○障がい者に配慮した避難場所の確保 

地域の障がい者関連施設等と連携して、災害発生時の障がいのある人

の避難場所の確保に努めます。 

 

（５）権利擁護・虐待防止の推進 

○権利擁護関連制度の周知 

判断能力が丌十分な知的障がい者や精神障がい者の財産等を守る「成

年後見制度」や「日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）」等

の権利擁護関連制度について、社会福祉協議会等の関係機関と連携して、

周知と利用促進に努めます。 

 

○虐待防止の推進 

長洲町障がい者虐待防止センターにおいて、障害者虐待に関する相談

および通報を受け付け、必要な対応を取るとともに、熊本県障がい者権

利擁護センターとの連携を強化し、障がい者の虐待防止に努めます 

 

 

 

  



36 

４ 教育・育成分野 

障がい児の成長のあらゆる段階において、一人ひとりの特性や個性に応じ

た多様性に富んだ適切な教育が望まれており、障がい児の可能性を十分に発

揮させるための教育・支援体制が求められています。 

この課題を達成するためには、幼児期等早期の段階から福祉教育の実施や、

教育、就学指導体制の整備を図るとともに、教育内容・指導方法の改善、担

当教職員の指導力の向上等一層の質的充実が求められており、地域の子ども

を継続して見守り育むことの重要性が指摘されています。 

また、障がい児の育成については医療・保健・福祉・教育の連携を強化し

た上で相談・支援体制を充実させ、障がいを早期に発見し、必要に応じた療

育を速やかに受けられる体制が求められており、適切な就学指導や卒業後進

路指導などの相談体制も整備する必要があります。 

 

（１）相談・指導体制の整備 

○障がいを持った幼児・児童・生徒が、できるかぎり身近な地域の中で

一人ひとりの状況に応じた保育や教育が受け入れられるよう、特別支

援学校や地域の学校への就学に向けた早期からの就学相談・指導の充

実を図るとともに、保育所や小・中学校の就学指導体制の整備に努め

ます。 

○発達障がいを含めた様々な障がいの情報を広く周知したり、幼稚園及

び保育所における巡回相談を実施することで、早期に障がいを発見し、

適切な療育・保育を受けられるための環境づくりを推進します。 

 

 

（２）就学前の保育・療育・教育の充実 

○地域療育等支援事業の推進 

就学前の障がいのある幼児の健やかな発達を支援するため、児童発達

支援をはじめとする各種地域療育等支援事業の推進に努めます。 

 

○障がい児保育の充実 

障がい児保育に携わる保育士の資質向上をめざし、職員研修等を通し

た障がい児保育の充実・推進に努めます。 
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（３）就学後の教育・育成の充実 

○教職員の資質向上 

小・中学校において障がいのある子どもがその能力・適性に応じた教

育が受けられるとともに、その能力や個性を十分に引き出せるよう、教

育内容や指導方法の充実を図ります。 

また、長洲町教育委員会と連携し、特別支援教育に関する研修会等へ

の積極的な参加や校内事例研究等を推進し、教育関係者の更なる資質向

上を図ります。 

 

○特別支援教育の充実 

通常の学級の中で、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に対し

て、効果的な教育活動を提供できるよう、幼稚園や小・中学校の特別支

援教育コーディネーターや校内委員会との連携を強化するとともに、社

会資源や巡回相談を活用しながら、特別支援教育の充実に努めます。 

 

 

（４）社会的及び職業的自立の促進 

義務教育終了後における学習を支援するため、特別支援学校、職業訓

練校、障害福祉サービス提供機関等との連携のもと、地域の学習活動に

参加しやすい環境の整備・充実を促進するとともに、必要な情報提供及

び進路相談の充実を図ります。 

 

 

（５）学校等のバリアフリー化の促進 

小・中学校等において、施設のバリアフリー化を促進します。 
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５ 雇用・就業分野 

障がいのある人がその適性と能力に応じて仕事に就き、社会経済活動に参

加することは、社会的に自立するとともに、働く喜びや生きがいのある生活

を見出す重要な意義を持っています。そのため、障がいのある人一人ひとり

の適性と能力に応じた就労の場を確保し、その安定を図るための施策の充実

を目指します。 

ハローワーク等と連携して、雇用促進のための体制づくりや情報提供、相

談体制の充実を図り、同時に事業所等に対する障がい特性への理解や障がい

のある人が働きやすい環境づくりを呼び掛け、障がい者雇用率の引き上げを

進めていきます。 

また、一般企業での就労を希望する障がいのある人に対しては、職業訓練

等、就労に必要な知識及び能力向上を支援し、一般企業での雇用が困難な障

がい者の就労に対しては、就労継続支援の充実を推進します。 

 

（１）障がい者の雇用の場の拡大 

○事業主への啓発 

町内及び近隣の事業主に対して、法定雇用率の遵守やトライアル雇用

制度等の各種雇用支援制度の周知に努めます。 

 

○官公庁等関連機関における就労の場の確保 

障がいのある人の就労を広く推進するため、障がいのある人の官公庁

等関連機関における就労の場の確保に努めます。 

 

○雇用機会の発掘 

ハローワークと連携し、障がい者雇用に積極的な事業所の発掘に努め

ます。 

 

○障害者就労施設等からの物品等の調達の推進 

障害者就労施設で就労する障がい者の自立促進を図るため、「障害者

優先調達推進法」に基づき、障害者就労施設等が供給する物品等に対す

る需要の増進等を図ります。 

 

○「熊本県工賃向上推進計画」との連携 

福祉施設における工賃については、県の示す「熊本県工賃向上推進計

画」の目標工賃を目指し、その周知を図ります。 
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（２）総合的な支援施策の推進 

○就労に関する相談支援体制の充実 

ハローワークや相談支援事業所、障害者就業・生活支援センター等と

の連携を深め、労働相談等の支援体制の充実を図ることにより、就職へ

の支援、就職後のきめ細かい相談・指導を推進し、就労の促進・定着化

を図ります。 

 

○職業能力の開発 

障がいのある人の障がいの程度、ニーズ等を十分に踏まえ、障害者職

業訓練校や就労移行支援事業所、就労継続支援事業所などを紹介するこ

とにより、就労に必要な知識・能力の向上を図ります。 
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６ 保健・医療分野 

障がいのある人の自立を促進する上で、障がいの重度化・重複化を防ぐた

めの各種健診や健康相談の充実、利用促進は大きな効果をもたらします。 

障がいの発生原因となる疾病の予防や事敀防止に対する知識の普及に努め

るとともに、発達障がい児の早期発見・早期療育を推進します。 

障がいの原因となる疾病等の予防体制を確立し充実させるために、各種の

保健事業を行うことで疾患等の早期発見・早期治療・早期療育に努め、リハ

ビリテーション医療を充実する必要があります。 

さらに、本人及び家族に対する各種サービスに係る相談体制を充実させ、

心身の健康を支援していくためにも、保健、医療、福祉の各施策の連携を図

り、適切なサービス提供を推進します。 

 

（１）障がいの原因となる疾病等の予防・治療 

○障がいの早期発見のための健康診査、指導 

障がいの要因となる疾患について適切な治療を行うため、早期に医療

機関への受診につながるよう、妊婦健康診査、乳幼児健診、児童・生徒

への健康診査、成人への健康診査・訪問指導等の拡充に努めます。 

 

○健康づくり意識の啓発普及 

生活習慣病を要因とする障がいの発生の予防及び、障がいのある人自

らによる病気の予防、健康づくりの支援を図るため、健康教室、地区健

康づくり集会等の機会を通して、正しい知識の啓発普及に努めます。 

 

○医学的リハビリテーションの啓発普及 

障がいのある人の自立を助け社会参加を促進するため、医学的リハビ

リテーションに関する知識の啓発普及に努めます。 

 

○認知症・寝たきり等の予防意識の啓発普及 

障がいのある人自らが認知症や寝たきり予防に取り組むため、介護予

防事業や健康教室、地区健康づくり集会などのさまざまな機会において

認知症・寝たきりの予防、治療法などの情報を提供し、予防意識の啓発

普及に努めます。 

 

○正しい知識の普及 

障がいの要因となる精神疾患、難病等について、正しい知識の普及を

図るとともに、これらの疾病等に対する偏見や丌安の解消を図ります。 
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（２）保健・医療・福祉の連携体制の整備 

障がいのある人の自立した生活を保健から福祉まで幅広く連携して

支援するため、保健・医療・福祉の一体的な支援体制の整備に努めます。 

 

 

（３）精神保健施策 

○精神保健知識の啓発普及 

精神に障がいのある人に対して正しく理解してもらうため、精神に障

がいのある人の人権に配慮しつつ、住民に対する精神保健知識の啓発普

及に努めます。 

 

○こころの健康づくりの推進 

住民がこころの健康に関心がもてるよう、こころの健康づくりに関す

る普及啓発に努めます。 

 

○こころの相談機能の強化 

こころの健康づくりの観点から、医療機関や相談支援事業所をはじめ

とする各種関連機関と連携し、こころの相談機能の強化に努めます。 
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７ 情報・コミュニケーション分野 

障がいのある人が地域で生活するためには、日常生活に関わる様々な情報

を入手することが必要です。障がいの特性に配慮した「情報バリアフリー」

にも留意しながら、きめ細やかな情報提供に努めます。 

さらに、障がいのある人に対するコミュニケーション支援として、手話に

対応できる人材育成に取り組み、障がいのある人の自立と社会参加の促進を

図ります。 

また、地域で自立して生活している障がいのある人の事例を収集・提供す

るなど、障がいのある人が地域で夢を持って生活できるような情報の提供に

努めます。 

 

（１）情報バリアフリー化の推進 

○障がいのある人を対象とするＩＴを利活用するための研修・講習会の

開催を促進します。また、障がい特性に対応した情報提供の在り方に

ついて検討を進めます。 

 

○ホームページ等の作成にあたっては、障がいのある人や高齢者等の利

用に配慮した内容の提供や、大きな文字を使用するなど、誰にでもわ

かりやすい情報提供に努めます。 

 

 

（２）コミュニケーション支援体制の充実 

○聴覚に障がいのある人や言語機能障がいのある人のコミュニケーショ

ンを支援するため、手話通訳者や 要約筆記奉仕員等の活用を促進する

とともに、これらの派遣体制の充実を図ります。また、意思伝達装置

などの補装具及び日常生活用具の利用を促進します。 

 

○聴覚に障がいのある人のコミュニケーションを支援するため、手話奉

仕者養成講座を開催し、手話に対応できる人材の育成を図ります。 
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第５章 計画の推進 
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第５章 計画の推進  

１ 計画の推進体制 

 

障がい者施策は、啓発・広報、教育、雇用・就業、保健・医療、生活環

境等、広範囲な分野にわたっています。そのため本計画の推進については、

福祉保健介護課が中心となり、庁内関係各部門との連携を図りながら、計画

を推進していきます。 

また、地域全体で障がいのある人を支える力を高める観点から、障がい

者関係団体、サービス提供事業者、保健医療機関、ＮＰＯ等民間団体等の地

域ネットワークの強化を進めていきます。 

施設の広域利用など、広域的な対応が必要な施策･計画については、近隣

市町村及び県と連携を図ってその実現に努めます｡また、国・県に対しては、

特に行財政上の措置に関する要請を必要に応じて行います。 

 

 

 

 
  

保健医療機関

福祉
雇用
教育

保健・医療

　宮崎県

ＮＰＯ等民間団体

障がい者関係団体

関係行政機関

ハローワーク

養護学校等

地域社会の連携・協力

国

啓発・広報活動
福祉教育の推進 施設整備の支援

サービス提供事業者

計
画
の
推
進

新富町長洲町

熊本県
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２ 専門的人材の育成・確保 

 

地域において身近な交流や支援を担う人の育成に努め、福祉・保健・医

療・教育等多くの分野の人材が交流する機会を設け、知識・情報の共有や問

題点を把握できる体制の構築、人材の資質向上に努めます。 

また、地域で活動するボランティア団体の活動への支援を進め、地域交

流を図り住民同士の助け合いができる体制づくりに努め、学校・地域・家庭

をはじめ関係機関団体・企業等との連携のもとに、ボランティア活動に必要

な知識や技術に関する研修や情報の提供を推進します。同時にボランティア

活動の拠点である社会福祉協議会との連携を密にし、地域住民主導によるボ

ランティア活動への積極的な参加を推進します。 

 

 

３ 計画の評価体制 

 

計画に盛り込んだ施策の推進状況や進捗状況については、障がいのある人

や当事者団体、各種関係団体等との意見交換等を通じた点検、評価に取り組

みます。また、評価の過程においては、様々な立場の町民が参加できるよう、

協働体制の構築に取り組みます。 
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第 6 章 資料編 
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１ 長洲町障がい者プラン策定委員会委員名簿 

 

 

所 属 団 体 名 役 職 名 氏 名 

九州看護福祉大学 社会福祉学科 橋本 眞奈美 

長洲町身体障害者福祉協議会 副会長 本田 政子 

荒尾長洲地域精神障がい者家族会 代 表 米崎 やす子 

長洲町手をつなぐ育成会 会 長 山口 幸明 

長洲町ボランティア連絡協議会 副会長 入口 秀記 

長洲町老人クラブ連合会 副会長 古林 誠也 

長洲町民生委員・児童委員協議会 副会長 井上ワカ子 

長洲町駐在員会 会 長 浦田 計廣 

自立支援センター ひまわりの里 施設長 池田 一吉 

障害者支援施設 たまなき荘 サービス管理責任者 宇都宮 康幸 

地域生活支援センター ふれあい センター長 今野 えり子 

就業・生活支援センター きずな 主任就業支援ワーカー 城戸 美智代 

熊本県玉名地域振興局（有明保健所） 主任技師 松村 江里子 

長洲町小中学校長会（特別支援学級） 会 長 高森 秀一 

長洲町社会福祉協議会 事務局長 土山 和治 

（計１５名） 

 

 

事務局：福祉保健介護課（福祉係）に置く 
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２ 用語集 

 

 

＜ア行＞ 

NPO 

Non profit Organization の略であり、具体的には、医療・福祉、環境、文化・芸

術、スポーツ、まちづくり、国際協力・交流、人権・平和、教育、女性などあらゆる

分野の民間非営利組織。 

 

＜カ行＞ 

グループホーム 

地域社会の中にある住宅において数人の障がい者が共同で生活する形態。専任の世

話人によって、食事や日常生活に必要なサービスが提供される。 

 

高次脳機能障がい 

交通事敀や頭部のけが、脳卒中などで脳の細胞が部分的に損傷を受けたため、言語

や記憶、思考などの機能に障がいが起きた状態。外見上ではわかりにくく、当人の自

覚症状も薄いことが多い。 

 

＜サ行＞ 

障害程度区分 

障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障がい者の心身の状態を総合的に

示す区分。 

 

障害者就業・生活支援センター 

障がい者への職業についての相談、職業能力の評価や就労後のフォローアップを行

う機関。事業主には、障がい者の受入れや雇用管理についてのアドバイスなども、公

共職業安定所等関係機関と協力して行う。 
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身体障害者相談員 

身体障害者福祉法に基づき、身体障がい者の福祉の増進を図るため、地域の身体障

がい者の相談に応じ、必要な指導、助言を行うほか、関係機関や関係団体等との連携

をとり、援護思想の普及に努める人。 

 

成年後見制度 

認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が丌十分な人

が地域で安心して生活していくために、財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取

消権が付不された成年後見人等が行う制度。 

 

＜タ行＞ 

第三者評価制度 

社会福祉事業の経営者の提供する福祉サービスの質を、事業者及び利用者以外の公

正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価すること。 

 

特別支援教育 

一人ひとりの子どもの持つ特別な教育ニーズに応じた、専門的で個別的な支援サー

ビスを提供することにより、様々な学習への参加を保障していこうとする考え方。 

 

トライアル雇用 

試行的に短期間（原則 3 カ月）雇用し、業務を行うにあたり適正や能力・可能性を

確認し、障がい者との相互理解を深めてもらい、常用雇用への移行や雇用経験のない

者を新たに受け入れるきっかけづくりとする制度。 

 

＜ナ行＞ 

内部障がい 

身体障害者福祉法に定められた身体障害のうち、心臓機能障がい、じん臓機能障が

い、呼吸器機能障がい、ぼうこう・直腸機能障がい、小腸機能障がい、ヒト免疫丌全

ウイルスによる免疫機能障がいの６つの障がいの総称。 
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難病 

（１）原因丌明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残すおそれが尐なくない

疾病。 

（２）経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要

するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病。 

 

ノーマライゼーション 

障がい者や高齢者など社会的に丌利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同

じように生活し、活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方。 

 

＜ハ行＞ 

パブリックコメント（町民意見提出手続） 

行政の重要な計画や条例などを策定していく中で、その計画などの素案を公表し、

住民に意見を求め、提出された意見を考慮して決定していくこと。 

 

バリアフリー 

もともとは障がい者が生活していく上で妨げとなる段差などの物理的な障壁（バリ

ア）をなくす意味。現在では物理的な障壁に限らず、制度や心理的な障壁を含め、あ

らゆる障壁を取り除く意味でも広く用いられる。 

 

ピアカウンセリング 

悩みや丌安の解消を目的に、同じような障がいのある人同士が、お互いの信頼の基

に話し合うことによるカウンセリングの方法。ピア（PEER）とは仲間とか同等とい

った意味をもつ英語。 

 

法定雇用率 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、事業主は一定割合（法定雇用率）

に相当する数以上の身体障がい者また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。一般の民間企業の法定雇用率は、常用労働者の総数の１．８％。 
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＜ヤ行＞ 

要援護者 

災害時やそのおそれがある場合に、災害から自らを守るために安全な場所に避難す

ることが困難な重度の障がい者や一人暮らしの高齢者など。 

 

要約筆記奉仕員 

所定の講習を受けて要約筆記の技術を習徔し、聴覚障がい者のために要約筆記を行

う人。要約筆記とは、聴覚障がい者のための意志疎通を図る手段のひとつで、話し手

の内容をつかんで、それを筆記して聴覚障がい者に伝達するもの。 

 

＜ラ行＞ 

リハビリテーション 

障がい者の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のため、技術的訓練プログラム

にとどまらず、障がい者のライフステージのすべての段階において障がい者の自立と

参加を目指す、障がい者施策の理念。 
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