
平成２９年度 飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク 

第２回全体会議次第 

 

日 時 平成２９年１１月１３日（月曜） 

午後３時 

場 所 飯塚市役所穂波庁舎４階 

市民会議室１－１・１－２ 

 

１ 開会のあいさつ 

 

２ 事務局からの連絡 

 

３ 協議等 

（１）相談支援部会 

 

 

（２）専門部会（在宅医療ケア部会）の設置 

 

 

（３）就労支援分野活動報告・意見交換会 

 

 

（４）第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画（原案） 

 

 

（５）委員の任期満了に伴う改選及び再編 

 

 

（６）意見交換 

 

４ 閉会 
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資料 1 

 

 

 

１：相談支援部会について（部会の運営について） 

 ①相談支援部会 

  ◎開催頻度…１回／２ヶ月（今年度は４・６・８・１０・１２月、平成３０年２月での開催） 

 ◎場所…サン・アビリティーズいいづか（内容によっては別の会場を設定） 

  ◎参加者…飯塚圏域内の指定特定相談支援事業所／障がい児特定相談支援事業所 

        飯塚圏域障がい者自立支援ネットワーク全体会委員／行政／ 

基幹相談支援センター／その他（必要な関係機関） 

 ◎内容…以下参照（２：部会活動について） 

 ②相談支援部会企画会議 

  ◎開催頻度…１回／２ヶ月（今年度は５・７・９・１１月、平成３０年１月・３月での開催） 

 ◎場所…基幹相談支援センター 

◎参加者…飯塚圏域内の指定相談支援事業所より代表３事業所 

基幹相談支援センター相談支援部会担当者 

◎内容…翌月の部会において、どのような形で実施するか検討 

 

２：部会活動について 

 ■６月  第２回 相談支援部会  

飯塚圏域相談支援専門部会活動報告 
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 ＊日時：６月１３日（火）１８：００～  

～飯塚病院小児在宅医療推進事業・相談支援専門部会との合同研修会～ 

 ＊テーマ：「事例を通じて重症児の地域生活支援を考える」 

 ＊場所：のがみプレジデントホテル 

＊参加者：１０２名…筑豊地区（直鞍・田川・飯塚圏域）の相談支援専門員／医療従事者／行政機関 

 ＊内容：別紙①参照 

 ■８月  第３回 相談支援部会 

 ＊日時：８月２５日（金）１５：００～ 

 ＊テーマ：「発達障がい児・者の障がい特性の理解と支援について」 

    講師：重森裕樹氏 

（「障害者発達支援センターゆう・もあ」地域支援コーディネーター／臨床心理士） 

 ＊場所：サン・アビリティーズいいづか 

 ＊参加者：相談支援専門員２３名（基幹含む）／福祉事業所関係者２３名 

全体会委員１名／行政 

 ＊内容： ①説明「発達障害者支援センターゆう・もあ」について 

   ②講義「発達障がいの理解と支援について」 

   ③質疑応答 

 ■１０月  第４回 相談支援部会 

 ＊日時：１０月２０日（金）１５：００～ 
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 ＊テーマ：「意見交換」 

 ＊場所：サン・アビリティーズいいづか 

 ＊参加者：相談支援専門員２４名（基幹含む）／全体会委員１名／行政 

＊内容： ①４グループにわかれての意見交換（別紙②参照） 

  ②グループ発表 

  ③アナウンス  

３：今後の活動について(予定) 

 ■１２月  第５回 相談支援部会 

 ＊日時：１２月２２日（金）１５：００～ 

 ＊テーマ：「介護保険への移行について」 

 ＊場所：サン・アビリティーズいいづか 

 ＊参加者：相談支援専門員／介護保険関係者／全体会委員／行政 

 ＊内容：１１月の基幹センター会議、企画会議にて検討 

 ■２月 第６回 相談支援部会 

 ＊日時：２月１６日（金）１５：００～ 

 ＊テーマ：「来年度の活動について」 

 ＊場所：サン・アビリティーズいいづか 

 ＊参加者：相談支援専門員／全体会委員／行政 

 ＊内容：１月の企画会議にて検討 





















時間 プログラム 内容

17：30～18：00
（３０分）

受付

はじめの挨拶 飯塚病院小児科医師　大矢崇志氏

本日の目標 障がい者生活支援センターさん・あび　彦田

18：15～18：25
（１０分）

医療用語説明
飯塚病院小児科看護師

スライドによる説明や医療器具を回覧

18：25～18：55
（３０分）

事例検討（前半）
事例紹介１０分　ＧＷ２０分

18：55～19：25
（３０分）

事例検討（後半）
事例紹介１０分　ＧＷ２０分

19：25～19：55
（３０分）

発表 各職種からのコメント（グループ発表を兼ねる）

19：55～20：00
（５分）

終わりの挨拶 飯塚市社会障がい者福祉課　

架空事例をもとに、課題の整理、活用できる社会資源について検
討

18：00～18：15
（１５分）

飯塚病院小児在宅医療推進事業・飯塚圏域相談支援部会
合同研修会

平成29年6月13日

資料１ 別紙①
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第４回 相談支援部会 意見交換内容 

① 相談支援業務について 

□ケースを通して共有 

・生活訓練事業における暫定支給のアセスメント提出の必要性において、事業所と行政の

間で調整に苦労した事がある 

□モニタリングについて 

・児童の計画において、母親と会う事が困難な場合が多い（時間が合わない、電話に出て

もらえない、訪問しても不在、サービス利用日に事業所へ出向いてもキャンセルされて会

えない等） 

 ・母親自身に支援が必要な場合もあり、やり取りが難しい事もある 

・本来は、自宅にてモニタリングを実施しなければならないが、上記の理由等でやむを得

ず自宅以外の場所で行う事もある。その際には、本来の在り方を説明したうえで、書類に

サインを頂く時に自宅訪問させて頂く事を提案する事もある 

□その他の相談支援業務について 

・母子家庭、父子家庭がある中で、男性相談員、女性相談員が対応する事の難しさ（単独

での訪問、時間帯など） 

・本来の流れに沿って業務を行うには正直時間が足りない。状況にもよるが、担当者会議

の場に本計画を持参し、その場で確認してサインをもらう事もある 

・事業所として一人で動いているので、自分のやっている事がこれでよいのかどうかわか

資料１ 別紙② 
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らない。確かめ合いたい 

・相談支援専門員として、どこまで対応すればよいのかわからない（言われた事に全て応

えないといけないのか） 

 

② 介護保険について 

□総合支援法→介護保険への移行ケースについて共有 

・認定結果から要支援となり、支給量が減少・費用負担が生じた 

・事前の説明を行う事ができていなかったケースについては、制度外の有料サービスで不

足分を補った経緯あり 

・移行前からの丁寧な情報提供と詳細な制度説明も必要になってくるため、ケアマネージ

ャーとの連携が必要。その中で、改めてサービス内容の見直しを本人さんと一緒に行って

いく必要あり。 

□GH に入居しており生活介護事業を利用しているケースについて共有 

・生活介護事業を利用している関係で、介護保険におけるデイサービスを利用するよう担

当課より指示あり 

・本人さんの状態等も含めながらの検討が必要なため、次回更新時に合わせて調整する予

定 

□共生型サービスについて（情報提供として資料配布） 
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③ 家族支援について 

□ケースを通して共有 

・母親自身に支援が必要だと思われるが手帳不所持のためサービス使えず本人も必要性を

感じていない どのように介入したらよいのだろうか 

・経済面や住居の面で困窮している事もあるが、計画相談の中でどこまで踏み込んでよい

のかわからない 

 ・親と子の想いの違いがある中での支援の難しさ 

・家族の中でお互いにプレッシャーをかけてしまい、他に頼る事ができずストレスを抱え

てしまう、本人さんだけでなく家族への支援はとても必要 

 ・親亡き後の心配など 

□対応について 

 ・信頼関係を築きながらコミュニケーションをとっていく重要さ 

 ・家族会について 

 

④ 医療ケアについて 

□ケースを通して共有 

・知的に問題はなく医療的ケアが必要な場合に、本人や家族が普通学校を希望していても

サポートが不十分で特別支援学校を勧められる事も多い 

 →準備段階で家族に対するサポートが必要 
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・中途障がいの場合、家族の悲しみは深いが共感しながら話を聞き、相談員として生活上

の課題を整理していかなくてはならない  

・保健師の関わりが乏しいケースもあり、特に就学前の準備が遅れてしまう事もあるので

サービスに繋がっている方だけでも障がい福祉課の方から保健師へ呼びかける事が可能で

はないだろうか 

・安定はしているが重度の方について日々の配慮や留意しておく事は必要 小さな変化に

ついても家族の気持ちにどう寄り添えるか 

□モニタリングについて 

 ・頻度や必要性について行政に相談することで給付として対応してもらう事も可能 

 ・急変時に後から対応してもらう事も可能？ 

□緊急時・災害時の対応について 

・普段から外出の練習をしておくことで（外出の準備をしておくことで）、緊急時の対応に

結びつけるイメージができる 

 ・障がいの種別を問わず特性に応じた備えが必要 

・訪問看護や発電機設置のポイントを把握しておく事が必要（マップがあった方がよい？） 

 ・福祉避難所（要配慮者）の必要性 

□その他 

 ・通学バス…使い勝手が悪いものが多く、看護師がバスに同乗できない課題がある 

  介護タクシーは片道９０００円近くかかり、補助も少ない 

 ・修学旅行への参加など…就学全般におけるサポート体制があれば… 



資料 2 

飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワークにおける専門部会の設置について（提案） 

 

部会名 在宅医療ケア部会（課題解決型） 

 

目的 医療ケアを必要としている障がい児者とそのご家族が地域で安心して暮らしていくため

に、医療・福祉・教育・行政等が各支援分野の垣根を越えた取り組みを行うことで、社会

資源の有効活用や開発（特に宿泊を伴うレスパイトの場の充実）を図る。 

構成員領域 医療機関（医師・ＳＷ）／訪問看護ステーション／児童発達支援事業所／保健師（県・市

町）／障がい者福祉担当職員／障がい者基幹相談支援センター職員 

※検討課題に応じて、新たな支援機関に参加を呼びかける 

取組内容 アンケート調査にて得られた当事者ご家族、支援機関からの意見を集約した地域課題につ

いて、①関係機関の連携による支援の円滑化、②既存の機関の活性化及び機能分化、③新

たな支援体制の構築、などの視点をもとに、官民協働・多職種連携により課題解決に向け

た取り組みを行う。 

また、課題への取り組み状況の地域への報告や、地域側の意見の取り込みを目的に意見交

換会を行っていく。 

取組内容 

1 レスパイトとしての受け入れ先の拡充 

⇒行政による数の把握および数に応じた社会資源の必要量の見極め 

⇒福祉が安心して受け入れられる様な、医療機関との連携 

（協力医療機関の整備／医療連携体制加算の活用／職員のスキルアップ等） 

2 医療機関・福祉事業所の中での機能分け（状況に応じて対応できる場所を明確にす

る） 

3 コーディネーターとしての機能（人・機関）の整備 

4 緊急時・災害時対策 

設置期間 上記課題の解決を以て終了とする（その後はネットワーク型として設置を検討） 

 

開催頻度 １回／２ヶ月（必要に応じて臨時開催有り） 

 

平成 2９年度： 

年間スケジュー

ル（案） 

10 月６日 準備会開催 

第１回 

（11 月末） 

部会発足 

部会運営について（部会長・副部会長の選任等） 

課題の再確認と年間スケジュール（短期・中期・長期目標を意識） 

次回までの取り組みの検討 

第２回 

（H30.1月） 

 

 

第３回 

（H30.3月） 

 

 

 



 

 

 

 

在宅医療ケア部会構成員名簿               １０機関（順不同 敬称略） 

機関・団体名 職種 氏名 

飯塚病院 小児科 

（小児等在宅医療推進事業委員） 

医師 

医師 

ソーシャルワーカー 

大矢崇志 

田中祥一朗 

後藤裕美 

頴田病院  

（家庭医療センター長） 

（小児診療部長） 

（小児等在宅医療推進事業委員） 

医師 一ノ瀬英史 

 

嘉穂鞍手保健福祉環境事務所 

健康増進課 

保健師 秋好美奈子 

飯塚市健幸スポーツ課  

保健センター係    

保健師 母子担当者 

（藤田奈緒様の予定） 

嘉麻市役所健康課   保健師 母子担当者 

（岩永様の予定） 

桂川町健康福祉課健康推進係 

 

係長 西川涼恵 

アップルハート 

訪問看護ステーション 

訪問看護師 上野美津江 

 

多機能型児童発達支援事業所 

ひばり 

障がい福祉サービス部門 

統括責任者 

廣瀬竜也 

児童発達支援センターこどもの森 

多機能型児童発達支援事業所森の子 

管理者 

 

許斐孝史 

 

障がい者地域自立支援ネットワーク（自立支援協議会）事務局 

飯塚市社会障がい者福祉課 

 

係長 

 

木本亜佐子 

渡邊里美 

嘉麻市社会福祉課障がい者福祉係 

 

係長 

 

福田津紀正 

 

桂川町健康福祉課福祉係 

 

係長 川野寛明 

飯塚市・嘉麻市・桂川町 

障がい者基幹相談支援センター 

相談支援専門員 小出悦子 

彦田純子 

 

 



 

 

在宅医療ケア部会開催までの経緯と取り組み内容について 

 

［これまでの経緯］ 

 ■平成２８年３月 サービス管理責任者等意見交換会開催 

  平成２８年３月１０日に飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク主催の「サービス管理責

任者等意見交換会」を開催。その中で医療的ケアの必要な障がい児・者の在宅支援が困難（特に

短期入所や入所先が不足）との意見が出された。 

 

■平成２８年１２月８日 平成２８年度第一回全体会議開催 

  医療的ケアの必要な方の生活や社会参加を支え実現するための支援や社会資源が非常に少ないこと

は個別ケースからも地域の支援事業所からも聞かれているが、更に広く地域の声を聴き実態把握する

目的でアンケート調査実施を企画。平成２８年１２月８日の全体会議にて内容の検討を行った。 

 

 ■平成２９年１月～２月 アンケート調査実施 

  当事者・ご家族や、医療・福祉・行政等の支援機関を対象にアンケート調査を実施。 

 

 ■平成２９年６月６日 平成２９年度第一回全体会議開催 

 平成２９年６月６日の全体会議にてアンケート調査結果の報告と、結果を踏まえた関係機関と

の意見交換会企画について検討。 

 

■平成２９年７月１０日 医療的ケアを必要とする方の地域支援に関する意見交換会開催 

調査結果をもとにアンケート対象者と意見交換会を実施。アンケート調査結果から抽出された地 

域課題について関係機関の方々で共有。 

 

■平成２９年１０月６日 部会準備会開催 

アンケート調査結果と意見交換会での意見をもとに、どのような部会を作っていくか関係機関

の方々と検討。 

 

 

資料 2-１ 



1 

 

 資 2-２  

 

 

 

医療機関 

・一定期間 2週間程度連続して、レスパイト入院を利用してもらう方が、病院としてはやりやすい。 

・母親が装具を装着できるまで、病院が指導をして、入院期間は伸びてもみてもらいたい。 

・緊急な受け入れについては、診療情報が届けば対応可能（嘉麻日赤） 

・レスパイト入院の受け入れができることの情報発信が必要 

・空床を空けたままにはできないのが現状。 

緊急のニーズを拾うことが多いが、診療報酬にひっかかるため、ご本人には負担になるが、あえて検査

を受けてもらったりしている。 

・飯塚病院小児科レスパイト入院については、虐待なども含め、最近は緊急の受け入れも増えている。 

・「二瀬病院」の老健施設では、医療型短期入所を行う事も検討してきたが、介護保険利用者を断ってま

で行うのかどうか意見統一が図れていないため、実現していない。 

・定期的な実習や講習が地元の病院であるとよい。 

 

訪問看護 

・７割方レスパイト目的の利用（きょうだい児さんの行事に合わせて依頼が来るという利用方法） 

・医療重症児の受入れ先が少ない。２4時間 365日対応できる所がない。看護師のスキル不足。 

・飯塚病院からの指導を受けていて、地域でスキルを上げる取り組みを行っている。・ 

 

施設 

・研修の実習先が少ない。 

・医療的ケアのスキル向上が必要。 

・職員配置不足。 

・医療器具がない。 

・夜間は看護師不在。 

・1名、経鼻経管栄養の方が利用しているが、訪問看護師に来てもらって何とか対応をしている（医療連

携体制 

加算）。しかしそれ以外の方の受入れは難しいと言っている。 

・施設で対応できるかは、利用者の方が、どの程度安定しているかにもよる。 

・３号研修であれば特定の方のみしかできない 

・ミーティアスでは緊急時は頴田病院の医師に対応してもらっている。 

・医療ケアの必要な方しか受けないと決めてしまった方がかえって職員体制は組みやすい。看護師を雇

えば 

いいので。ただ様々な利用者がいるのでそれぞれに合わせようとすると難しい 

・看護師は３名在籍しているが交代制でもあるため、２名が来ていて、１名が受診支援を行い、１名が一

■平成２９年７月１０日 医療的ケアを必要とする方の地域支援に関する意見交換会開催 

 （意見集約） 
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人で入所の方を担当している状況である。夜間帯は常にオンコール体制。待機態勢で引き受けるがその

時はボランティアで、実働しない限り報酬は発生しない。 

・看護師は常駐していないので「何かあったら」という気持ち。急変時の不安が大きい。 

・送迎対応できる車が無い 

・スキルアップ等の研修に行きやすい職場の配慮がほしい。 

・夜間も日中の場所で宿泊出来て、日中の慣れた職員が対応すれば・・・と思っている。 

・ヘルパーや訪問看護が協力して短期入所が出来ると良いと思う。 

 

家族支援 

・レスパイト入院に慣れてもらう 

・ワンストップで相談できるような相談窓口が必要。ホットラインなど。 

・レスパイト入院で子を預けたときに、在宅と同じようなケアができないならば、利用ができない思う

保護者がいた。 

・お母さんが自分しか看れない気持ちで、人に託す気持になれないようになる。退院時にお母さんの気

持ちまで支援ができたらいいが、社会資源がない。 

・ヘルパーさんが喀痰吸引の資格をとっても保護者が許可を出さない。 

・外部とのつながりが薄いと、災害時に支援が届きにくいことが考えられる。 

・医療的ケアを必要とする利用者には、各個人にマニュアルと持ち出し用のバックを用意してもらって

いる。 

 

保健師 

・児童発達支援関係の関わりが多い。 

・直接の介入はないことから本人の状況を把握していないため、就学のポイントで、関係機関との連携

のためケース会議を持つ必要があると考えている。 

・赤ちゃん訪問を行っているが、出生後に医療的ケアを必要とされる児童は、訪問看護と訪問介護の事業

所の皆さんで支援体制が出来上がっていることが多く、本人の状況等の把握がしずらいため、情報の

共有の機会がほしい。 

 

行政 

・空床を補償してもらえれば、手をあげるところも増えていくのではないか。 

・市町村では災害時に備えて、台帳（災害時要援護者台帳）があるが、その台帳に記載されるまでにかな

りの時間を要した。 

・災害時にはやっぱり行政に関わってほしい。 

・移動のサポートも含めて、家族がみんなでレスパイトできる制度が作れないか。 

・一歩踏み込んだ支援を行うには、それを補償するものがないと進めない。 

・施設の支援の特色などが分かる社会資源マップがあると良い。 

・研修を行政主体でやってもらえたらよい。 

・医療連携加算をうまく使えばよいのでは。 



「医療ケアを必要とする方の地域支援に関する意見交換会」アンケートの報告
参加事業所数７１(障がい福祉事業所３３／横断支援事業所１３／医療機関１２／訪問看護１０／行政・保健師３)
アンケート回収数　５９

■医療機関
・障がい福祉に関して、知識として勉強させて頂いた。
・地域のニーズが分かって良かったです。
・具体的に不足している資源が分かり事業所としての取り組みを考える機会となった。
・短期入所の受け入れが出来ないのは、吸引ができないという実態が見えた
■施設入所・短期入所・生活介護
・参考にさせて頂きます
・資料がとても見づらくてもったいなかったです
■児童関連事業所
・有資格者の人員不足
・データでみることにより、改めて必要性を感じた
・ニーズと実態との間に差があることが確認できた

■医療機関
・医療機関以外でも施設などで医療的ケアが必要な方の受け入れを行っている部分は、
今後の病院としての在り方を考える機会になった。
・モデルとして参考になる話でした。
■訪問看護
・居宅でのレスパイトを実施したというところが印象的でした。
・まず一人の人を支えることから考える必要性と言う言葉が心を打った。その想いが色々な
システムを作るエネルギーになると感じた。
・福岡市東区の例でしたが、グループホームがレスパイト受け入れになっていたが介護職
しかいない施設では充分な教育時間が必要ではないか
■施設入所・短期入所・生活介護
・事例を交えながら分かりやすい講演だった。新規で事業を立ち上げる事の大変さを感じた。
・夜間、休業日の看護師配置については必要だと思った。
・行政、福祉の連携の大切さ、色々と知ることが大切
・これも資料が見えず、手元資料も印字が見えずもったいない
・様々な取り組みをされ、とても参考になった
■児童関連事業所
・実際の経緯を詳しく聴く事が出来、新しい視点で今後見て行こうと思いました
・今後参考のために（福岡市の事業所を）見学したいと思います
■相談支援専門員
・地域の一人として考え、行政を巻き込んだ働きかけが重要であることが再認識できた。
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93%

2% 5%

１）実態調査について

役に立った あまり役に立たなかった どちらでもない 無記入

98%

2%

２）講演について

役に立った あまり役に立たなかった どちらでもない 無記入

 



■医療機関
・職種、事業所ごとに課題と感じていることを共有・提案できる場が少ないと感じた。同じような
課題を抱えている事業所が多いと感じた。
・「地域を支える人」を支えるシステム作りが必要では？
・他職種の方の意見を聞いて障がい児や精神障碍者の方の受け入れが難しいことを知った。
・グループの中に障がい者（成人）に関わる方がいらっしゃって、参考になりました。
「縦割りの弊害」についてはお互いに寛容でありたいものです。
■訪問看護
・何か課題を頂いて各専門職の意見を述べさせて頂く形式のほうが発言しやすかったと思う
多分皆さん語りたいことが山ほどあると思いますがテーマが漠然としていて困惑されていた
と感じた
・虐待に対し、知識・マニュアル・フローチャートの必余生が理解できた。
・それぞれの抱えている問題が共有できると同時に、今後の課題・法でのしばりやﾏﾝﾊﾟﾜｰ
不足等の問題も分かりました。
・相談支援専門員さんと関わらせて頂く貴重な機会になりました。
■施設入所・短期入所・生活介護
・現状の把握に役に立ちました。
・支援する皆の気持ちは大事です。それも大きな課題です。
・受け入れにあたって医療側の考え方、福祉側の考え方が違うと分かった。
（例）レスパイトについて．．．福祉側から言えば緊急性を感じるが、医療側から言えば治療
しないのに必要あるのか．．．等
・医療技術に関するスキル・人材不足がよくわかった
・色々な立場でのお話を聞けて良かった
■児童関連事業所
・どこの施設も重度の受け入れが難しい
■相談支援専門員
・福祉ベース、医療ベースがあり、どう役割を担っていくべきか少し疑問が残った

■医療機関
・地域包括ケアシステム（５ブロック会議）に障がい分野の方々の参加があっても良いのでは
・今後も他職種の方との意見等を検討していきたい気持ちはあるが、今後考えたい。
■施設入所・短期入所・生活介護
・是非
■児童関連施設
・このような課題への取り組みが必要だと思う
・自立支援協議会の有効的機能による課題解決と、民間事業所の活かし方
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93%

2% 5%

３）グループワークについて

役に立った あまり役に立たなかった どちらでもない 無記入

83%

2% 15%

４）今後の取り組みについて

参加してみたい 参加はできない 無記入

 



■相談支援専門員
・協力したいが時間など難しい状況もあります
・色々な機関と交流を持つことで、、貴重な意見が聞け勉強になった
・災害時の取り組みについて、皆様の意見を聞きたかったです
・課題が多く、個々のケースでどういうサービスが必要とされているのかも様々だと思う。
また、災害時の対応についても今後考えていかなければならないと感じた
■保健師
・様々な職種の方々が集まっており、色々な意見が聞けて良かった

自由意見
■医療機関
・様々な事業所・職種の方の意見を聞く事が出来、大変参考になった。今まで障がい分野
の方と関わる機会が少なかったため、課題や現状把握など出来ていなかった。
地域課題など生の声を聴く事が出来、今後の業務に活かしていきたい。
・このような生の声を引っ張り出す場をもっと多く作るべき。
・障がい関連の方と意見交換する場がないので大変勉強になった。
・医療機関としてレスパイト入院などできることを協力していきたい。
・行動の変容に繋げられるよう今後も考えていきたい。
・各機関の情報がもと得られたら良いなと思いました。
■訪問看護
・様々な専門スタッフの方とお話しできた色々と勉強になりました。
・他職種との意見交換を行う事でそれぞれの立場で考えている事、対応できる事、困って
いる事が聞けた事が良かった。
・グループ割は近くの事業所が集められていたようなので、より必要な情報が得られた。
■施設入所・・短期入所・生活介護
・日頃施設の中でしか過ごす事がないので他事業所の現状を知ることができたのは良かった。
・グループワークではもう少し時間があれば良いと思った。児・者と別れても良いなと思った。
・医療的ケアの研修について、研修を受けたとして不安があるし、利用される側にしても不安
があると思う。看護師が夜間・休日と常駐できるような環境になれば受け入れられる方も多く
なると思う。
・有資格者が少ないうえ、働きながら看護師は無理に等しい。かといって社会福祉士・介護
福祉士では名称だけでできる事は変わらない。医療的なケアが介護福祉士でもできる範囲
を広げて欲しい。看護と介護の間の資格があればよい。
・多くの課題について参考になる意見を聴かせて頂いた
・今後も前向きに取り組んでいきたい
・各機関・事業所等の連携、情報共有が非常に重要だと思った。
・この場だけでなく他事業所・他職種との連携をしていきたいと思いました。
■児童関連事業所
・今現在の課題や取り組み等を意見交換することができ、勉強になりました。
（職員のスキルアップや人材不足、細やかなケア等）
・事業所内の課題だけでなく、今回意見交換会に参加させて頂いた中で、地域での取り組み
課題について目を向けるべきだと改めて実感しました・
■相談支援専門員
・住み慣れた居宅で、訪問看護とヘルパーと共同で夜間対応できると家族も安心できる。
ヘルパー不足もありますが、痰吸引など色んな研修が随時あればいいと思いました。
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資料 2-３ 

      

                                     

福祉事業所から 

・県の福祉計画に載らないと助成金が市につかない。この圏域に不足しているものを施設整備の所に載

せておかねば。今は児発と放デイだけでショートステイは載っていない。最低限挙げてもらいたい。 

・空床補償など予算がつくと可能性が広がる。 

・医療ケアに関係する事業所を一度集めて、これからやろうとすることを情報共有した方が良い 

・医療ケア児を受けられる飯塚での児発・放デイ・訪問看護を合わせて飯塚病院都連携させて貰えたら。 

・職員の学ぶ場が欲しい。 

・医療機関からもどういうことをして欲しいか明確になっているとありがたい。 

・ニーズがどれだけあるのか？医療との連携と医療機関によるバックアップが望まれる。 

・飯塚で来年２～３月に重心児発・放デイを始める予定。勇気とお金が必要。 

・窓口がありコーディネートしてくれる人が必要。 

・重症児に特化した環境が必要（他と機能分けが必要）。 

・どこからが医療でどこからが福祉で看る事が出来るのかの線引きが必要。 

・嘱託医・主治医が連携してほしい。 

・人員確保が難しい。 

・２市１町でこういったプロジェクトチームを稼働させる際に足並みを揃えてもらわないと。期間を決

めて目標達成が必要 

 

医療から 

・福祉がどこまでやれるのか知りたい。医療が思う以上に負担をかけているのかもしれない。 

・情報が集まっている窓口が欲しい。 

・公的なネットワークの場として予算がつくのであればここから発信できる。 

・窓口としてどこかが必要 

・情報を集約する「人」なのか「事業」なのか。それを１つテーマにしても良いかもしれない。 

医療者向け・家族向け。窓口設置・ネットＨＰなど 

・子どもの数の把握ができると良い 

・何となくではなく数を挙げないとお金はもらえない。台帳・データーベースの作成を 

・予算については全てを行政に任せるのは難しいのでは。国から県におりてきている事業がいくつかあ

る。（小児等在宅医療推進事業もその中の１つ）。その関係者を構成メンバーに。その役割をいかして縦

を横に繋いでいく。 

 

 

 

 

■平成２９年１０月６日 部会準備会開催（意見集約） 
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保健師から 

・情報を持っていない（緊急時の受け入れ先など） 

・保健師としてコーディネーターという事は出来ていない 

・手帳を取った際、（飯塚市では）障がい福祉課と保健センターの連携による把握はない。 

・就学といった段階で、さあどうしようとなるのでどうにかしなければ。 

・小児慢性特定疾患の子も手帳を取っていない子が多い 

・リストアップしていないので就学前の支援が漏れることが多い 

 

 

訪問看護から 

・行政にリストがあればよいが 

・コーディネーターを１人付けて貰えたらやりやすい。相談員は多忙すぎるが、それぞれ役割が明確にな

れば 

 

行政から 

・１８歳未満の身体・知的・精神の手帳の数は把握されており福祉計画にも載せている。医療ケアの必要

な児は今回のアンケートでは少なかった印象。 

・（部会からの提言を）推進協に施策の提言として挙げることはできる。 

 

 

【課題の整理】 

① レスパイトとしての受け入れ先の拡充 

⇒行政による数の把握および数に応じた社会資源の必要量の見極め 

⇒福祉が安心して受け入れられる様な、医療機関との連携 

（協力医療機関の整備／医療連携体制加算の活用／職員のスキルアップ等） 

② 医療機関・福祉事業所の中での機能分け（状況に応じて対応できる場所を明確にする） 

③ コーディネーターとしての機能（人・機関）の整備 

④ 緊急時・災害時対策 

 

【決定事項】 

① 開催頻度・時間帯など 

⇒2ヶ月に 1回（臨時開もあり）、17時から開催 

② 構成メンバー 

⇒医師会に依頼し、地域からの小児科医の参画の依頼 

⇒その他の機関には、テーマに応じて呼びかけを行う 

③ 第 1回目は 11月下旬に開催。 



在宅医療ケア（仮称）準備会 ご出席者一覧        １０機関（順不同 敬称略） 

機関・団体名 職種 氏名 

飯塚病院 小児科 

（小児等在宅医療推進事業委員） 

医師 

医師 

ソーシャルワーカー 

大矢崇志 

田中祥一朗 

後藤裕美 

頴田病院  

（家庭医療センター長） 

（小児診療部長） 

（小児等在宅医療推進事業委員） 

医師 一ノ瀬英史 

 

嘉穂鞍手保健福祉環境事務所 

健康増進課 

保健師 秋好美奈子 

福岡県難病・相談支援センター 

 

小児慢性特定疾病児童等 

自立支援員 

後藤和代 

飯塚市健幸スポーツ課  

保健センター係    

保健師 藤田奈緒 

 

嘉麻市役所健康課   保健師 母子担当者 

（岩永様の予定） 

桂川町健康福祉課健康推進係 

 

係長 西川涼恵 

アップルハート 

訪問看護ステーション 

訪問看護師 上野美津江 

 

多機能型児童発達支援事業所 

ひばり 

障がい福祉サービス部門 

統括責任者 

廣瀬竜也 

児童発達支援センターこどもの森 

多機能型児童発達支援事業所森の子 

管理者 

 

許斐孝史 

 

障がい者地域自立支援ネットワーク（自立支援協議会）事務局 

飯塚市社会障がい者福祉課 

 

係長 

 

木本亜佐子 

渡邊里美 

嘉麻市社会福祉課障がい者福祉係 

 

係長 

 

福田津紀正 

 

桂川町健康福祉課福祉係 

 

係長 川野寛明 

飯塚市・嘉麻市・桂川町 

障がい者基幹相談支援センター 

相談支援専門員 小出悦子 

彦田純子 
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資料 ３ 

 

 

１．就労支援ネットワーク活動報告（毎月第４火曜開催 セルプちくほ） 

６月  アセスメント希望対象者の人数確認・アセスメントシートの見直し 

７月  アセスメント実施前の課題について 

（直方特別支援学校意見交換会開催について※） 

８月  アセスメント実施後の振返り、事例検討 

９月  事業所見学（嘉麻市 キャンバス） 

就労系福祉サービス事業所意見交換会について（平成 30年 2月開催） 

     直方特別支援学校意見交換会の報告 

１０月 事業所見学（宗像市 イキシア） 

 

２．意見交換会（直方特別支援学校）※ 

7 月の就労ネットワーク定例会議で高等部在学中のアセスメントを受ける

ための暫定支給について、夏休みに入り直接保護者から移行事業所に問い合わ

せがあり、このような事案が毎年続くため、制度説明に関する周知を学校全体

に必要ではと意見があり、直方特別支援学校の教職員を対象にした意見交換会

を開催。 

 

日時  平成２９年８月２９日（火） 

場所  直方特別支援学校 

参加者 直方特別支援学校教職員２２名   就労移行事業所職員 ２名 

２市１町担当職員    ４名   基幹センター職員  ５名 

内容  ①基幹センター紹介 

②全体説明 「卒業後に向けて（太郎君の場合）」で進路支援の 

事例説明 

③グループワーク（６グループに編成）を実施 

質問や意見について（一部抜粋） 

◇就労移行については一生に一度しか利用ができないのか？ 

◇就労移行を利用してから就職するまでの期間はどのくらい 

かかるのか？ 

◇Ｂ型で能力を高めて次に繋ぐ事業所をどのように探せばよいか？ 

◇基幹センターや相談支援専門員に繋ぐタイミング。 

◇家族との連携の難しさ 

就労支援分野活動報告 
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◇今は相談事業所がとても機能しているので、以前より職員負担が 

減った。 

◇Ａ型の利用希望者が増え簡単な内職しか提供していないが 

事業所は潰れたりしないのか？最低賃金の保証ができるのか？ 

     ◇Ａ型は卒業後すぐ利用可能であるが、評価も事業所によってばらつ

きがあり、適切にできているか不透明である。 

 

 

 

２．就労Ａアセスメントシート提出に関する説明会（１２月開催予定） 

 就労継続支援Ｂ型事業を利用する際、就労経験のない方（学校卒業後すぐに利

用する方を含め）については、就労移行事業所にて暫定支給によるアセスメント

を実施する必要性がある。特に卒業後の進路を在学中に整えておきたいという

保護者のニーズもある中で、在学中の暫定支給を実施している所である。 

しかしながら、就労継続支援Ａ型事業に関しては、制度上、学校卒業後すぐに

利用できる現状にあり、様々な課題も山積みしている（Ａ型におけるアセスメン

ト実施状況の把握が困難、提供している仕事内容、一般就労の取り組み等）当事

者の思い（就労したい等）の実現を含め、適切な就労の機会の提供を行なうため

の一つの取り組みとして、まずは今年度中のアセスメントの適切な実施を働き

かけていくことを目的に１２月に就労継続支援Ａ型事業所を対象とした説明会

を開催予定。 

その際に、現在アセスメントを圏域全体として取り組んでいる就労移行支援

分野より、使用している統一シートを活用させて頂く協力を得ている。 

 

 

３．就労系福祉サービス事業所関係者意見交換会（案）について 

  別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 



所在地 移行 A型 B型 所在地 移行 A型 B型

飯塚 　〇 嘉麻 　〇

飯塚 〇 嘉麻 〇

飯塚 〇 嘉麻 〇

飯塚 〇 〇 嘉麻 〇

飯塚 〇 〇 嘉麻 〇

飯塚 〇 嘉麻 〇

嘉麻 〇 嘉麻 〇

嘉麻 〇 嘉麻 〇

嘉麻 〇 〇 桂川 〇

嘉麻 〇 〇 桂川 〇

　桂川 〇 桂川 〇

飯塚 〇 桂川 〇

飯塚 〇 桂川 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

嘉麻 〇 〇

嘉麻 〇

嘉麻 〇 10 10 35

飯塚 〇

飯塚 〇  

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

飯塚 〇

嘉麻 〇

嘉麻 〇

ワークランド桂川

桂木学園

かれん

　就労系福祉サービス事業所一覧

ウイング飯塚

ウイング川津

KAKERU

事業所名 事業所名

なごみ

どこでもdoor

誠愛学園

セルプちくほ

コミニュティー庄の里

ＡtoZ

トライ

山田学園

セルプ清浄

ひまわりの家

ドリカムサポート

ありがとう

吉冨

清浄学園

すけっちぶっく

竜王の里

なのみ荘

就労支援センター庄内

hibari　café　点

第２なのみ荘

ナナセカンパニー庄内工場

ひばり

笠松あんじゃ園

さくらんぼ

シズキ福祉工場

和の里

いいづか学園

ｂ．.

あかね園

うしくま

ユアーズエバー

ニューステップ

楽

ナナセカンパニー

就労支援センター若菜

碓井学園

こもれび

誠心園

はなまる

オリーブ

ＧＳグリーン桂川

けいせんやさい倶楽部

ワークサポートひばり

ひなの家

計



資料３ 別紙 

 

就労系福祉サービス事業所関係者意見交換会について（案） 

 

１）目的 

障がい者雇用率が上昇する中で「働きたい」と希望する障がい者が増え、就労系福祉

サービス事業所の取り組みにおける課題について共有し整理をしていくことで、課題

解決に向け協働していく意識を高め、一人一人の想いに沿った支援体制を図るため第

一歩として、連携・顔の見える関係作りを目的とする。 

 

２）参加者 

就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・就労移行支援事業 サービス管理責任者 

就業・生活支援センター・ハローワーク 担当者 

行政（２市１町担当者）・基幹センター 

※申し込み時に話題にしたいことについて記入欄を設ける。 

 

３）内容 

①開会挨拶 

②基幹センター・自立支援ネットワーク・行政説明 

③意見交換 

・Ａ型・Ｂ型単位のグループを編成し、その中に就労移行・ハローワーク・ 

就業・生活支援センターの方が各グループに入っていただく。 

（1グループ約８人程度で編成） 

・事業所のセールスポイントについて紹介。 

（移行事業所・Ａ型・Ｂ型） 

・各グループから発表 

 

４）場所 

穂波公民館  １３時受付 １３時３０分開始～１５時３０分終了予定 

５）事業所一覧 

別紙参照 

６）案内方法 

郵送（サービス管理責任者・関係者宛）・基幹センターＨＰ掲載 

７）開催日時 

平成３０年２月８日(木)開催 



飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク平成２９年度第２回全体会議 資料 4

第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画（原案）

平成32年度に向けた成果目標

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行

（１）国の指針

（２）２市１町における成果目標

飯塚市 嘉麻市 桂川町

２３６人 ９８人 ３３人

２３１人 ９５人 ３２人

２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

（１） 基本的な考え方

（２）国の指針（目標値設定にあたっての指針）

（３）２市１町における成果目標

※１）福祉施設入所者：障がい福祉サービスのうち「施設入所支援」を利用している人

　精神科病院における長期入院患者の地域生活への移行を進めていくためには、市町村を中心
とした地域精神保健医療福祉の一体的な取り組みの推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる
人が共生できる社会の実現に向けた取り組みの推進が必要です。
これを踏まえ、精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしく暮らすことができるよ
う、精神障がい（発達障害及び高次脳機能障害を含む。）にも対応した地域包括ケアシステム
の構築を進めることが、国の基本指針において示されています。

　協議の場の設置：平成32年度末までにすべての市町村ごと、または複数市町村による共同設
置による協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを
基本とする。

　国の指針を踏まえ、計画期間内に、飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワークによる協議
の場を設け、必要に応じて専門部会の設置について検討します。なお、協議の場においては、
圏域内の関係機関と連携し、精神障がい者への地域生活支援のニーズや課題を整理し、地域移
行の推進に努めます。

平成32年度末の
施設入所者数（見込）

３人

9人

① 福祉施設入所者数の減少 平成32年度末の福祉施設入所者（※１）数を平成28年度末時点の
人数から2％以上削減することを基本とする。

平成28年度末の施設入所者数

【目標値①】

入所者数の削減見込み

【目標値②】

地域生活への移行者数

５人

２２人

１人

３人

② 地域生活への移行 平成28年度末時点の福祉施設入所者の9％以上が地域生活へ移行（※
２）することとする。

※２）地域生活への移行：自宅やグループホーム（共同生活援助事業所）等に生活の場所を
移すこと。
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３ 地域生活支援拠点等の整備

（１）基本的な考え方 

（２）「地域生活支援拠点等」に期待される機能 

（３）国の指針（目標値設定にあたっての指針）

（４） ２市１町における成果目標 

　国の指針を踏まえ、計画期間内に、市内または圏域内に少なくとも一つ整備することを目標
とします。
本市 としては、「飯塚圏域」における「②面的整備型」による体制づくりをめざし、嘉麻市、
桂川町の関係者をはじめ、飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワークの場を用いて、障がい
福祉サービス事業所等の関係機関を含めた協議を行うことにより、圏域におけるニーズやサー
ビス等の整備状況と課題の整理等を行いながら拠点等の整備を行います。

①地域生活への移行や親元からの自立に関する相談の受付
②一人暮らしやグループホームへの入居等の体験機会・場の提供
③緊急時の受入対応体制の確保
④人材の確保・養成等による専門性の確保
⑤コーディネーターの配置等による地域の体制づくり

　障がい者が地域で暮らしていくうえでの安心感を確保し、障がい者の重度化・高齢化や「親
亡き後」を見据えた支援体制として、障がい者の生活を地域全体で支えるサービスの提供体制
づくりを行う機能として、「地域生活支援の拠点等」を整備することが、国の基本指針におい
て示されています。

整備に関する指針 平成32年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも一つを整備するこ
とを基本とする。

【整備方針】
「地域生活支援拠点等」の整備形態については次のように示されています。
① 多機能拠点整備型
グループホームまたは障がい者支援施設（入所施設）に付加する形で、上記の機能を集約した
「拠点」を整備する。
② 面的整備型
地域における複数の機関が有機的に連携しながら、分担して機能を担う体制を整備する。
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４　福祉施設から一般就労への移行

　（１）国の指針（目標値設定にあたっての指針）

（２）２市１町における成果目標

飯塚市 嘉麻市 桂川町

7人 ３人 ２人

４７人 １８人 ８人

各年度における就労定着支援事業による支援を開始した時点から一
年後の職場定着率を八割以上とすることを基本とする。

①  平成32年度の年間一
般就労移行者数

※５）就労移行率：就労移行支援事業所の利用者のうち一般就労に移行した人の割合

※６）就労定着支援事業：平成30年度新規創設予定

　　　〈例〉平成30年度の就労移行率＝平成30年度中の一般就労者数
　　　　　　÷平成31年4月1日現在の就労移行支援支給決定者（利用者）数

②  平成32年度末におけ
る就労移行支援事業利用
者数

③  就労移行支援事業所ご
との就労移行率

④  就労定着支援事業（※
６）による職場定着率

福祉施設利用者（※３）のうち、就労移行支援事業等を通じて、平
成32年度中に一般就労に移行する者（※４）の数について、平成
28年度の一般就労への移行実績の1.5倍以上とすることを基本とす
る。

平成32年度末における利用者数が平成28年度末における利用者数
の２割以上増加するものとする。

就労移行支援事業所のうち、就労移行率（※５）が３割以上の事業
所を全体の５割以上とする。

※３）福祉施設利用者：障がい福祉サービスのうち「生活介護」「自立訓練」「就労移行支
援」「就労継続支援Ａ型・Ｂ型」を利用している人

※４）一般就労に移行する者：企業等に就職した人（就労継続支援Ａ型利用者を除く）、在宅
就労した人及び自ら起業した人

項　目

平成28年度の年間一般就
労移行者数（基準値）

【目標値①】

平成32年度の年間一般就
労移行者数

平成28年度末における就
労移行支援事業利用者数
（基準値）

【目標値④】

【目標値③】

７人

就労定着支援事業による
職場定着率

１１人

国の指針を踏まえ、平成28年度末
における利用者数（B）の２割増加
するものとして設定します。（B）
× 1.2

【目標値②】

平成32年度末における就
労移行支援事業利用者数

５７人

国の指針に示す割合の達成に向け
て、福岡県等の関係機関と連携しな
がら取り組みます。
～参考～
市内の就労移行支援事業所数：６事
業所（平成29年8月1日現在）

国の指針に示す割合の達成に向け
て、福岡県等の関係機関と連携しな
がら取り組みます。

２２人

50%

80%

就労移行支援事業所のう
ち就労移行率が３割以上
の事業所の割合

１０人

３人

備　考

（A）

国の指針を踏まえ、平成28年度の
一般就労への移行実績（A）の１.５
倍とすることを目標とします。(A)
×1.5

（B）
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５　障がい児支援の提供体制の整備等

（１）基本的な考え方 

（２）国の指針（目標値設定にあたっての指針）

（３）２市１町における成果目標

① 児童発達支援センターの設置

　飯塚圏域 においては、平成29年9月現在、3つの児童発達支援センターが設置されていま
す。
　　・子ども発達支援センター ミーティアス 児童発達障がい部門 キャピット（特定非営利活
動法人ピーサス）
　　・児童発達支援センター こどもの森（社会福祉法人 佐与福祉会）
　　・まどか園（社会福祉法人　穂波学園）
　児童発達支援センターは、障がいの重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能を持ち地
域における中核的な支援施設としての位置づけが重要視されています。飯塚圏域 でも、嘉麻
市、桂川町と連携し、同センターへ地域の障がい児通所支援事業所や関係行政機関等との連携
を働きかけ、圏域における障がい児通所支援の体制整備の充実を図ります。

※７）インクルージョン：平成26年7月に厚生労働省の「障害児支援の在り方に関する検討会」による
「今後の障害児支援の在り方について（報告書）」において、「「地域社会への参加・包容（インク
ルージョン）」の用語は、地域社会において、全ての人が孤立したり排除されたりしないよう援護し、
社会の構成員として包み支え合うことを表すものとしている。」と明記されている。

③ 主に重症心身障がい児
を支援する児童発達支援
事業所及び放課後等デイ
サービス事業所の確保

④ 医療的ケア児支援のた
めの関係機関の協議の場
の設置

平成30年度末までに、各市町村において、保健、医療、障がい福
祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設け
ることを基本とする。（都道府県が関与した上での圏域での設置
可）

平成32年度末までに、各市町村に少なくとも一ヶ所以上確保する
ことを基本とする。（圏域での確保可）

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を
目指すため、平成32年度末までに、各市町村に少なくとも一ヶ所
以上設置することを基本とする。（圏域での設置可）

障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン（※７））
を推進するため、児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施
するなどにより、平成32年度末までに、すべての市町村において
保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。

　障がい児支援を行うに当たっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、健やかな育
成を支援することが必要です。このため、障がい児及びその家族に対し、身近な地域で支援で
きるよう、障がい児通所支援及び障がい児相談支援の充実を図ることにより、地域支援体制の
構築を行う必要があります。
　これを踏まえ、居宅介護や短期入所等の障がい福祉サービスや障がい児通所支援等の専門的
な支援の確保と共生社会の実現のため、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関と連
携し、障がい児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業までの一貫した効果的な支援を
身近な場所で提供する体制を構築することが、国の基本指針において示されています。

① 児童発達支援センター
の設置

② 保育所等訪問支援の充
実
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② 保育所等訪問支援の充実

③ 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等 デイサービス事業所の確保

④ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

　保育所等訪問支援は、平成24年4月1日施行の改正児童福祉法により創設された支援であ
り、平成30年度からは、訪問支援の対象が従来の保育所や認定こども園、放課後児童クラブ、
幼稚園、小学校及び特別支援学校等に加えて、乳児院や児童養護施設に拡大されます。
　飯塚圏域 では、飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワークの場を活用するなどして地域の
支援のニーズを把握するとともに、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス、障がい児入
所施設等が付加機能として実施することも考えられることから、同事業の立ち上げについて積
極的に関与していきます。
　また、訪問支援が円滑に行えるよう、子育て支援担当課や教育委員会などに対して事業の趣
旨を説明し、協力を求めながら、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築を進めます。

　重症心身障がい児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けること
ができるように、嘉麻市、桂川町と連携し、地域における課題の整理や地域資源の開発などを
行うことで、支援体制の充実を図ります。

　飯塚圏域 では、平成29年度に飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワークによる医療的ケア
を必要とする方の地域支援に関する意見交換会を実施したところであり、地域の課題の解決を
目的とした専門部会の設置について検討しています。今後も、関係機関との協議の場におい
て、医療的ケア児が適切な支援を受けることができる体制の整備について協議を行います。
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資料　5

飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク委員名簿 任期：２年

期間：平成２８年４月～平成３０年３月

No. 圏域内の推薦機関・団体名 委員氏名 所属・役職名

1 福祉サービス事業者 社会福祉法人　佐与福祉会 許斐　孝史
児童発達支援センターこどもの森
多機能型児童発達支援事業所　森の子　管理者

2 福祉サービス事業者 ベストサポート株式会社 廣瀬　竜也 障がい福祉サービス部門　統括責任者

3 福祉サービス事業者 NPO　boisoon（ボイソン） 臼井　宏史 障害者相談支援センター　ボイソン　センター長

4 医療関係者 飯塚医師会 丸野　陽一 丸野クリニック

5 教育関係者 福岡県立直方特別支援学校 松本　篤志 進路指導部　進路指導主事

6 雇用（就労）関係者 飯塚公共職業安定所 石和　孝志 専門援助第２部門　就職促進指導官

7 関係行政機関
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境
事務所

五島　俊子 健康増進課精神保健係　係長

8 （委託）相談支援事業所 NPO　ＢＡＳＡＲＡ 藤嶋　勇治
障がい者基幹相談支援センター　センター長（相
談支援専門員）

9 障がい者及びその家族身体 飯塚市身体障害者福祉協会 貝嶋　榮一 会長

10 障がい者及びその家族知的 嘉麻市手をつなぐ育成会 横山　利恵子 会長

11 障がい者及びその家族精神
嘉飯山地区精神障害者家族会
いずみ会

辻田雄一 会長

12 障がい者及びその家族精神 ピア・ライフ・ネット 山梨　宗治 代表

13 飯塚市 森部　良 社会・障がい者福祉課　課長

14 嘉麻市 伊藤　節 社会福祉課　課長

15 桂川町 江藤　栄次 健康福祉課　課長

◎平成２８年度再編時に考慮した事項

◎平成３０年度改選に伴い、検討する委員案

・社会福祉協議会

・筑豊教育事務所特別支援教育関係

①　福祉サービス事業者については、圏域各市町のバランスを考慮しつつ、居住系サービス、日中活動系サービス、障
がい児通所支援、相談支援といった各サービス分野にわたる事業を広く展開している法人の参画をお願いする。

②　障がい者及びその家族については、各市町に存在する団体間で選出人員の調整をお願いする。
　精神障がい分野については自治体ごとの組織が存在しないため、家族会及び当事者会と協議・調整をする。

選出分野

圏域自治体

圏域自治体

圏域自治体


