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 越前町では、平成 24年３月に「地域でともに安心して、自分らしく暮らせるまち」

を基本理念とした「第２次越前町障がい者計画・障がい福祉計画」を策定し、福祉・

教育・雇用・保健・医療・生活環境の整備など幅広い分野の障がい施策の推進に取り

組んでまいりました。 

その間、国においては「障害者基本法」の改正、「障害者虐待防止法」「障害者総合

支援法」「障害者優先調達推進法」の施行、そして、昨年４月には「障害者差別解消法」

が施行され、障がい者福祉を取り巻く環境は大きく変わってきています。 

 今般、「第３次越前町障がい者計画」の策定にあたっては、前計画の成果を踏まえ、

障がいのある人を対象にアンケートを実施し、当事者団体や関係団体に聞き取り調査

を行うなどして、現状と課題を確認しながら作業を進めてまいりました。 

 本計画では、「地域でともに安心して、自分らしく、生きがいをもって暮らせるま

ち」を基本理念とし、その実現のために施策の進捗状況や当事者のニーズをふまえ、

より実効性のある施策の展開に取り組んでまいりたいと考えています。 

 本計画の推進には、関係機関をはじめ、当事者組織・ボランティア団体・地域住民

との連携、協働が必要です。今後とも一層のご理解とご協力を賜りますようお願いい

たします。 

 最後に、本計画策定にあたり、ご尽力いただきました越前町障がい者計画策定委員

会の皆様をはじめ、アンケートや聞き取り調査にご協力いただきました多くの町民の

皆様に、心からお礼申し上げます。 

 

 平成 29年３月 

 

 

越前町長  内 藤 俊 三  
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第１章 計画策定にあたって 
 

 
１－１ 計画の趣旨 

本町では、平成24年３月に「地域でともに安心して、自分らしく暮らせるまち」を基本

理念とした「第２次越前町障がい者計画・障がい福祉計画」を策定し、福祉、教育、雇用、

保健・医療、生活環境の整備など各分野の施策を推進してきました。 

国においては、平成26年１月に国連の「障害者権利条約」を批准し、その過程において、

国内法の整備を始めとする障がい者福祉制度の集中的な改革を行ってきました。まず、平

成23年の障害者基本法の改正においては、日常生活又は社会生活において障がいのある人

が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるといういわゆる社会モデルに基づ

く障がい者の概念や、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の概念が盛り込まれました。

平成24年には、障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律）が、平成25年には改正障害者基本法第４条の「差別の禁止」の基本原則を具体

化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした障害者差別解消法（障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律）が制定され、雇用の分野における差別の禁

止を推進するため、障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律）が改正され

ました。さらに、障害者基本法改正の内容を踏まえ、計画の基本原則に①地域社会におけ

る共生等、②差別の禁止、③国際的協調を盛り込んだ障害者基本計画（第３次 計画期間：

平成25年度から平成29年度）を策定しました。 

また、本町においては町の将来像とそれをめざすための基本的な施策を表した「第二次

越前町総合振興計画」を平成28年に策定し、「町民一人ひとりが幸せを実感し、誇りをも

って充実した人生を歩み続けることができる『ふるさと越前町』の創生」をまちづくりの

基本理念に、町民、行政、関係者との協働・連携によるまちづくりを展開しています。 

このように障がいのある人を取り巻く環境が大きく変化している中、施策の進捗状況や

当事者のニーズなどをふまえ、より実効性のある施策を展開するために「第３次越前町障

がい者計画」を策定します。 

 

   
◇国の障害福祉施策の経緯【平成24年以降の主な制度改正】 

障害者虐待防止法の制定・施行（平成23年６月制定・平成24年10月施行） 

障害者総合支援法の制定・施行（平成24年６月制定・平成25年４月ほか施行） 

障害者優先調達推進法の制定・施行（平成24年６月制定・平成25年４月施行） 

精神保健福祉法の改正（平成25年６月改正・平成26年４月ほか施行） 

障害者差別解消法の制定・施行 （平成25年６月制定・平成28年４月施行） 

障害者雇用促進法の改正（平成25年６月改正・平成25年６月ほか施行） 

第３次障害者基本計画の策定（平成25年９月策定） 

障害者権利条約の批准（平成26年１月批准） 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26年５月制定・平成 27年１月施行） 
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１－２ 計画の位置づけ 

越前町障がい者計画は、障害者基本法第11条に基づく「市町村障害者基本計画」として

策定するものです。国の「障害者基本計画（第３次）」、県の「第５次福井県障害者福祉

計画」などをふまえ、「第二次越前町総合振興計画」の理念に基づくとともに、地域福祉

計画をはじめとする関連計画と整合性を図りながら、障がいのある人に関する個別計画と

して、具体的な取組みの方針を表します。 

 

 

【障害者基本法（昭和45年法律第84号）抜粋】 

（障害者基本計画等） 

第 11条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害

者基本計画」という。）を策定しなければならない。  

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障

害者の状況等を踏まえ、当該都道府県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「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければならない。  

３ 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。  

（略） 

６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合

議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては

障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。  

（略） 
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【第二次越前町総合振興計画】 

「町民一人ひとりが幸せを実感し、誇りをもって充実した人生を歩み続けることが

できる『ふるさと越前町』の創生」をまちづくりの基本理念とし、「人と技 海土里 

織りなす 快適なまち ～越前E－town brandのさらなる躍進～ 」を将来像とした第二

次越前町総合振興計画は、平成28年度から37年度を計画期間としています。 

今後のまちづくりにおいては、町民同士、町民と行政あるいは産・学・金・労・言

をはじめとする多様な主体が協働・連携することでネットワークを構築し、『共に考

え、行動する』ことにより、将来像の実現を目指します。 

町民、行政、関係者相互の綿密なコミュニケーションを通じて、各々が果たすべき

役割を認識し、地域のニーズに即した効率的・効果的施策を実践することにより、協

働・連携によるまちづくりを展開します。 

障がい者福祉に関連する施策として下記のものがあげられます。 

２．誰もが健康で暮らしやすさを実感できるまちづくり 

２－１ 安心して住み続けられる保健・医療と福祉の充実 

●誰もが生涯にわたって健康に暮らし続けられる町を目指し、町民の健康づ

くりや保健・医療環境の向上、超高齢社会を見据えた高齢者福祉の充実、

人口減少対策の要となる子育て支援の強化、地域の支え合いを軸とした障

がい者福祉の充実、社会保障制度の健全運営と周知・啓発を図ります。 

2-1-1 健康づくりの推進 

2-1-2 保健事業の推進 

2-1-3 医療環境の充実 

2-1-4 子育て支援の充実 

2-1-5 高齢者福祉の充実 

2-1-6 障がい者福祉の充実 

   ①障がい福祉サービスを充実する 

   ②障がい者の自立と社会参加を支援する 

2-1-7 安定した社会保障制度の確立 
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【第５次福井県障害者福祉計画】 

「障害者が住みなれた地域で安心して生きがいのある暮らしができる社会の実現」

を基本理念とし、障害のある人もない人も誰もが、住みなれた地域で温かいつながり

に支えられながら、人格と個性を尊重され、自立し、生きがいのある暮らしができる

しあわせな福井の実現を目指します。 

この計画の基本理念に基づき、「自立と生きがいづくりの推進」「地域での生活を

支える福祉・医療サービスの充実」「障害者の安全・安心な地域生活を支えるしくみ

づくり」の３つの基本目標と５つの重点目標を掲げ、総合的に施策を進めます。 

基本目標１ 「自立と生きがいづくりの推進」 

障害者が地域や家庭、職場、学校でその能力や特性に応じ、社会の一員として活

躍できるよう、「多様な就業形態による障害者賃金の向上」を重点目標に掲げ、多

様な働き方ができる環境づくりを推進し、自立した生活ができる障害者賃金の実現

を図るとともに、スポーツ・文化を通じた生きがいづくりの推進、住み慣れた地域

で安心して暮らしていくための教育の充実を進めます。 

基本目標２ 「地域での生活を支える福祉・医療サービスの充実」 

住み慣れた地域で日常生活・社会生活を送ることができるよう、「地域生活を支

えるサービスの充実」「障害児の療育体制の強化」「発達障害児者支援体制の充

実」を重点目標に掲げ、相談支援専門員の養成による相談支援体制の充実、地域療

育拠点など療育を受ける環境の整備、発達障害の早期発見・早期支援につなげるた

めの支援体制づくり、保健・医療サービスの充実を進めます。 

基本目標３ 「障害者の安全・安心な地域生活を支えるしくみづくり」 

障害者が地域で安全・安心な生活ができるよう、「災害時の障害者支援体制の整

備」を重点目標に掲げ、災害時の支援体制づくりや福祉避難所の整備を進めるとと

もに、みんなにやさしいまちづくりや福祉を支える人材の養成に取り組み、地域生

活を支えるしくみづくりを進めます。 

重点目標 

○「多様な就業形態による障害者賃金の向上」 

○「地域生活を支えるサービスの充実」 

○「障害児の療育体制の強化」 

○「発達障害児者支援体制の充実」 

○「災害時の障害者支援体制の整備」 
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１－３ 計画の期間 

第３次計画は、計画の開始年度を平成29年度とし、目標年度を平成33年度とする５ヶ年

計画とします。 

 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 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32年度 

平成 

33年度 

 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

 
 

 

         

越前町 
 

 

         

 
 

 

         

福井県           

国           

 
 
１－４ 対象とする障がいのある人の範囲 

この計画で対象とする障がいのある人とは、障害者基本法第２条の規定に基づく「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がある者であ

って、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」とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一次越前町総合振興計画後期基本計画 

(平成 23 年度～27 年度) 

第二次越前町総合振興計画前期基本計画 

(平成 28 年度～32 年度) 

 
第３次越前町障がい者計画 

(平成 29 年度～33 年度) 

 

第２次越前町障がい者計画 

(平成 24 年度～28 年度) 

 
第３期越前町障がい福祉計画 

(平成 24 年度～26 年度) 

 

第４期越前町障がい福祉計画 

(平成 27 年度～29 年度) 

 

第５期越前町障がい福祉計画 

(平成 30 年度～32 年度) 

 

第６期 

計画 

第５次福井県障害者福祉計画 

(平成 25 年度～29 年度) 

 

第４次障害者

福祉計画 

障害者基本計画（第３次） 

(平成 25 年度～29 年度) 

 

障害者基本計

画(第 2 次） 
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第２章 越前町の障がい者を取り巻く現状 
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第２章 越前町の障がい者を取り巻く現状 
 

 
２－１ 越前町の概要 

（１）地 勢 

本町は、福井県嶺北地方の西端に位置し、東西17.9km、南北17.3km、面積は152.97km2で、

西は日本海に面し、東は鯖江市、南は越前市並びに南越前町、北は福井市にそれぞれ接し

ています。 

町の大半は丹生山地に属し、全体的に標高が高く、沿岸部から北部にかけて500ｍ級の

山々が連なっています。このため町域に占める森林の割合は74.4％と高く、農用地は東部

に広がる越前平野と中央部の織田盆地、宮崎盆地に平地を残す以外は中山間地域に点在し、

その割合は9.3％と低くなっています。 

なお、沿岸部の山系を分水嶺として、東部は大半が天王川流域、沿岸部は梅浦川など複

数の小河川の流域となり、天王川流域では山地の間を縫うように小規模な谷や盆地、河川

が入り組んでいます。 

（２）歴史・沿革 

本町の歴史は古く、縄文時代にはじまるといわれ、打製石斧をはじめとする土器や古墳

群などの遺跡が各地で出土していることからも、古くから人々の営みがなされていたこと

がうかがえます。 

中世以降、泰澄大師や戦国武将・織田氏一族といった歴史的人物のゆかりの地となるほ

か、越前焼の発祥地や海上交通の拠点として栄えてきました。 

江戸時代には天領、福井藩、大野藩などに属し、その後、明治から昭和の大合併を経て

朝日町・宮崎村・越前町・織田町となり、平成17年２月１日に４町村が合併し、現在の町

域となりました。 
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（３）人 口 

本町の人口は、平成27年現在で21,538人であり、平成12年までは緩やかな減少傾向で推

移していましたが、近年、減少傾向が顕著になってきています。 

世帯人員は3.28人/世帯と県平均（2.81人/世帯）を上回り、農山漁村集落を中心とした

多世代家族が多いものの、近年、核家族化が進行しています。 

また、本町では少子・高齢化が進行し、高齢化率は31.4％（平成27年）と国（26.6％）

や県（28.6％）に比べて高く、町民のおよそ３人に１人が高齢者（65歳以上）となってい

ます。 

図２－１ 人口・世帯数・世帯人員の推移 

 

資料：国勢調査 

（４）産 業 

産業別就業人口は、第１次・第２次産業において減少傾向がみられますが、全国平均や

県平均よりも就業割合は高く、地域特性を活かした農林水産業や越前焼に代表される伝

統・地場産業が今も地域に息づいています。 

また、基幹産業の一つである観光は、越前がにや越前水仙などの観光資源、平成26年11

月にオープンした道の駅「越前」により、年間217万人（H27）の観光客が訪れ、県内有数

の観光地となっています。 
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２－２ 障がい者を取り巻く状況 

（１）身体障がい者の状況 

平成23年の厚生労働省の調査＊では、全国における在宅身体障がい者は386.4万人で、うち

68.7％（265.5万人）が65歳以上で、70歳以上に限っても57.3％（221.6万人）あることがわ

かっています。我が国の総人口に占める65歳以上人口の割合（高齢化率）は調査時点の平成

23年には23.3％であり、身体障がい者ではその約３倍も高齢化が進んでいる状況にあります。 

越前町の身体障害者手帳交付者数は平成27年度で1,485人であり、近年は1,500人前後で推

移しています。また、人口千人当たりの数を全国（総数393.7万人、千人当たり31人）と比較

すると、本町は69人と全国の2.2倍にもなり、町内に身体障がい者が多いことがわかります。 

障害の内訳についてみると、肢体不自由が57.6％で最も多く、次いで内部障害21.8％、視

覚障害11.8％の順となっています。障害種類別の年次推移をみると、視覚障害、聴覚･音声

障害はほぼ横ばいであり、内部障害の増加率が高くなっています。 

等級別にみると、１級の割合が最も高く28.7％、次いで４級が26.4％、３級が21.5％とな

っており、４割が１級・２級の重度障がい者であることがわかります。 

＊在宅者は「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年)、施設入所者は「社会福祉施設等調査」
(平成21年)などより厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 

表２－１ 身体障害者手帳交付者数の推移 

年度  視 覚 聴覚・平衡機能 音声・言語機能 肢体不自由 内 部 合  計  

Ｈ18 161 111 16 808 271 1,367 

Ｈ19 161 115 15 801 273 1,365 

Ｈ20 153 112 14 824 285 1,388 

Ｈ21 165 117 14 860 302 1,458 

Ｈ22 171 119 13 890 308 1,501 

Ｈ23 171 117 13 903 318 1,522 

Ｈ24 169 111 14 911 317 1,522 

Ｈ25 166 116 14 905 326 1,527 

Ｈ26 174 115 13 880 319 1,501 

Ｈ27 175 121 10 855 324 1,485 

構成比 11.8% 8.1% 0.7% 57.6% 21.8% 100.0% 

資料：丹南の健康福祉（各年度末現在） 

表２－２ 等級別身体障害者手帳交付者数 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合 計 

視 覚 109 37 6 10 5 8 175 

聴覚・平衡機能  5 34 9 25 2 46 121 

音声・言語機能  1 0 6 3 0 0 10 

肢体不自由  128 112 232 289 61 33 855 

内 部  184 8 67 65 0 0 324 

合 計  427 191 320 392 68 87 1,485 

構成比 28.7% 12.9% 21.5% 26.4% 4.6% 5.9% 100.0% 

資料：福井県丹南健康福祉センター資料（平成28年3月末現在） 
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（２）知的障がい者の状況 

平成23年の厚生労働省の調査＊では、全国における在宅の知的障がい者は62.2万人で、18

歳未満15.2万人（24.4％）、18歳以上65歳未満40.8万人（65.6％）、65歳以上5.8万人（9.3％）

となっています。身体障がい者と比べて18歳未満の割合が高い一方で、65歳以上の割合が

低い点に特徴があります。 

越前町の療育手帳交付者数は平成27年度で180人であり、平成18年度からは増加傾向に

あります。また、人口千人当たりの数を全国（総数74.1万人、千人当たり６人）と比較す

ると、本町は８人と全国の1.3倍となっています。 

等級別にみると、Ａ１が35.0％で最も多く、３人に１人がＡ１の重度障がい者であるこ

とがわかります。 

＊在宅者は「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年)、施設入所者は「社会福祉施設等調査」
(平成23年)などより厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 

表２－３ 療育手帳交付者数の推移 

年度 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ 合計 

Ｈ18 56 6 52 30 144 

Ｈ19 61 7 50 35 153 

Ｈ20 61 7 52 37 157 

Ｈ21 60 8 52 39 159 

Ｈ22 61 9 55 41 166 

Ｈ23 63 8 52 47 170 

Ｈ24 64 9 51 51 175 

Ｈ25 64 9 50 50 173 

Ｈ26 66 10 53 53 182 

Ｈ27 63 10 51 56 180 

構成比     35.0% 5.6% 28.3% 31.1% 100.0% 

資料：丹南の健康福祉（各年度末現在） 

   H27は福井県総合福祉相談所資料（H28.4.1現在） 

 [知的障がい者の障害の程度 療育手帳区分] 

重度 Ａ１ 重度の知的障害（IQ35 以下） 

中度 
Ａ２ 

中度の知的障害（IQ36～50）であって、３

級以上の身体障害を合併している者。 

Ｂ１ 中度の知的障害（IQ36～50） 

軽度 Ｂ２ 軽度の知的障害 
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（３）精神障がい者の状況 

平成26年の厚生労働省の調査＊では、全国における外来の精神障がい者は361.1万人で、

20歳未満26.6万人（7.4％）、20歳以上65歳未満202.3万人（56.0％）、65歳以上132.4万人

（36.7％）となっています。 

越前町の精神障害者保健福祉手帳交付者数は平成27年度で146人であり、大きく増加し

ています。等級別にみると、特に２級が増加しており、平成18年度と比べると３倍近くに

もなっています。 

平成27年度の精神障がい者の入院患者数は58人、通院患者数は798人、自立支援医療申請

件数は191件となっています。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正す

る法律や「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」などに

より、長期入院精神障がい者のさらなる地域移行が進められており、入院者数は減少傾向

にあります。しかし、平成18年度に比べると、通院患者数は2.2倍、自立支援医療申請件数

は2.9倍にもなっています。 

＊外来患者と入院患者とも「患者調査」(平成26年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で
作成 

＊「患者調査」(平成26年)では、「統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害」や「気分［感
情］障害（躁うつ病を含む）」、「神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害」など
が外来の精神障がい者の疾病となっている。 

 

表２－４ 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 

年度 １級 ２級 ３級 合 計  

Ｈ18 10 35 26 71 

Ｈ19 10 46 23 79 

Ｈ20 7 61 25 93 

Ｈ21 10 64 28 102 

Ｈ22 10 68 29 107 

Ｈ23 12 80 28 120 

Ｈ24 13 86 30 129 

Ｈ25 10 94 25 129 

Ｈ26 6 103 25 134 

Ｈ27 7 106 33 146 

資料：丹南の健康福祉（各年度末現在） 
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表２－５ 精神障がい者の入院患者、通院患者数の推移 

年度 入院患者（人） 通院患者（人） 

Ｈ18 71 365 

Ｈ19 71 365 

Ｈ20 61 456 

Ｈ21 56 475 

Ｈ22 57 568 

Ｈ23 59 567 

Ｈ24 68 678 

Ｈ25 62 714 

Ｈ26 59 775 

Ｈ27 58 798 

資料：丹南の健康福祉 

＊入院患者数は、各年３月末時点の入院患者数（県内精神科病院15箇所の集計数）、
通院患者数は、各年３月１か月間の通院患者実数（県内指定自立支援医療機関（精
神医療）集計数） 

表２－６ 自立支援医療申請件数の推移 

年度 自立支援医療申請件数（件） 

Ｈ18 65 

Ｈ19 87 

Ｈ20 100 

Ｈ21 102 

Ｈ22 120 

Ｈ23 129 

Ｈ24 151 

Ｈ25 137 

Ｈ26 173 

Ｈ27 191 

資料：庁内資料 
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（４）難病患者の状況 

難病については、昭和47年の難病対策要綱に、「(1)原因不明、治療方針未確定であり、

かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病、(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族の負担が重く、また精神的にも負担の大

きい疾病」と定義されています。 

また、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措

置として、平成27年１月１日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」（以下「難病

法」）が施行され、公平かつ安定的な医療費助成制度が確立されました。 

難病法に基づく医療費助成の対象となる指定難病の要件は、発病の機構が明らかでなく、

治療方法が確立していない希少な疾病であって長期の療養を必要とするもののうち、「患

者数が本邦において一定の人数に達しないこと」及び「客観的な診断基準（又はそれに準

ずるもの）が確立していること」と定められており、平成27年７月までに、特定疾患治療

研究事業で対象としていた56疾病から306疾病へと拡大しました。さらに、９月には、難病

法に基づき「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」が策

定され、この方針に基づき、医療費助成にとどまらず難病法の基本理念である難病の克服

に向けた調査・研究事業の推進、医療を提供する体制の確保、難病患者の療養生活の質の

維持向上などを図るための必要な検討や取組みが進められています。 

難病患者の正確な実数を把握することは困難ですが、統計としては特定疾患治療などに

よる公費負担受給者数が平成27年度で156人となっています。 

表２－７ 特定医療費（指定難病）受給者証交付状況 

年度 特定疾患治療などによる公費負担受給者数（人） 

Ｈ18 89 

Ｈ19 96 

Ｈ20 105 

Ｈ21 110 

Ｈ22 113 

Ｈ23 125 

Ｈ24 134 

Ｈ25 129 

Ｈ26 129 

Ｈ27 156 

資料：丹南の健康福祉（各年度末現在） 

＊Ｈ25年度までは特定疾患治療などによる公費負担受給者数 
＊Ｈ26年度は、27年１月１日からの交付状況 
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第３章 基 本 構 想 
 

 
３－１ 基 本 理 念 

誰もが参加、参画できる社会は、その地域に暮らしている人たちが互いの人格と個性を

認め合い尊重し、それぞれの役割と責任を自覚して主体的に取り組むことにより実現でき

るものです。第１次計画から、町民誰もが障害の有無に関わらず、その能力を最大限に発

揮しながら、安全に安心した生活ができるよう「地域でともに安心して、自分らしく暮ら

せるまち」を基本理念として設定しています。この基本理念を継承しつつ、さらに障がい

のある人も生きる喜びを感じることができるまちを目指して基本理念を下記のようにし

ます。 

 

地域でともに安心して、自分らしく、 

生きがいをもって暮らせるまち 

 

 

 

 

 

  



17 

  

３－２ 基 本 目 標 

基本理念を実現するために、本計画では基本目標を次のように定めます。 

１ 主体的に参加・活動できる地域づくり 

障がいのある人が生きがいをもって地域生活を送るためには、一人ひとりがもてる能力

を最大限に活かして自己実現や社会貢献をしていくことが重要です。 

そのため、人権・権利擁護の推進と差別の解消、子どもと親への支援、雇用・就労と社

会参加の促進を通して、障がいのある人一人ひとりが主体性を発揮し、希望に応じて社会

活動に参加できる地域を目指します。 

２ 健やかで安心して生活できる地域づくり 

障がいのある人もない人も地域で快適に安心して暮らしつづけるためには、地域での自

立した生活を支えるサービス基盤を整え、ハード・ソフト両面でのバリアを取り除くこと

が必要です。 

そのため、地域での安心・安全活動、生活支援や保健・医療・福祉サービスの充実、生

活環境の整備を通して、障がいのある人が地域住民の一員として安心して暮らすことので

きる地域を目指します。 
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３－３ 計画の構成 

基本理念を実現するために、本計画では基本目標を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 計画の構成 

基
本
理
念 

地
域
で
と
も
に
安
心
し
て
、
自
分
ら
し
く
、
生
き
が
い
を
も
っ
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 

 

（１）人権・権利擁護の推進と差別の解消 

（２）子どもと親への支援の充実 

（３）雇用と就労の充実 

（４）社会参加の促進 

 

基本目標１ 主体的に参加・活動できる地域づくり 

 

（１）地域の安心・安全活動の推進 

（２）地域での生活支援の充実 

（３）保健、医療、福祉サービスの充実 

（４）生活環境の整備 

 

基本目標２ 健やかで安心して生活できる地域づくり 
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第４章 基 本 計 画 
 

 
４－１ 主体的に参加・活動できる地域づくり 

（１）人権・権利擁護の推進と差別の解消 

◆ 現状と課題 ◆ 

・各小・中学校と特別支援学校に在籍する児童生徒がお互いの交流や共同学習を通じて、共

に助け合い、支え合うことを学んでいます。 

・各小・中学校において福祉体験授業とともに、当事者による講演や交流により、理解が深

まっています。 

・各小・中学校や合宿通学事業などの中での人権教室の開催、小・中学生を対象にした男女

共同参画講座（気づき事業）、教員対象の人権教育研修会を実施しています。 

・町社会福祉協議会では、福祉の啓発活動として広報への関連記事の掲載や町内の各種催し

に出向き、福祉体験コーナーを設ける「出かける社協」に取り組んでいます。 

・越前陶芸まつりなどのイベントで街頭啓発活動、広報紙で人権の特集記事を掲載していま

す。 

・町社会福祉協議会の「越前町高齢者・障害者日常生活自立支援センター」で実施している

相談件数および契約者数は年々増えています。 

○聞き取り調査では、見た目ではわからない障がいのある人もいるため、さまざまな障害へ

の理解が求められています。障がい者アンケート調査においても「差別や偏見を感じたり、

いやな思いをしたことの有無」について、「ある」と答えた身体障がいの人は20.9％であ

るのに対し、知的障がいの人は34.2％、精神障がいの人は41.7％であり、さらに重症の人

ほど「ある」の割合が高くなっています。 

○生涯学習センターの福祉に関する講座などが地域福祉活動に参加するきっかけとなるよ

う、多くの人が参加したくなるような内容と広報の充実が必要です。 

○人権教室では紙芝居を使ってわかりやすいものが開催できましたが、全ての小学校で継

続的な開催ができないこと、子どもだけでなく地域住民が人権について学ぶ機会がない

ことが課題となっています。 

○平成24年10月の障害者虐待防止法の施行を受け、福祉課内に相談窓口（越前町障害者虐待

防止センター）が設置されたことや、平成28年４月に障害者差別解消法が施行されたこと

について、障がい者アンケート調査では認知度が低いため、さらに周知する必要がありま

す。 

○障がいのある人の権利を守るための取組みとして「障がい者が相談できる窓口の整備や

相談員のスキルアップ」（33.4％）、「障がい者への理解を深めるための啓発」（25.7％）

などが求められています。 

＊「・」は現況を、「○」は課題を示しています。 
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図４－１ 障がい者の権利を守るために必要な取組み（複数回答） 

 
 

◆ 施策の展開 ◆ 

①障がいのある人の人権・権利擁護の推進、差別の解消 

■人権・権利擁護に関する町民の理解を深めるため、男女共同参画気づき事業の講演会など

の学習機会を継続的に提供します。 

■町社会福祉協議会の「越前町高齢者・障害者日常生活自立支援センター」や日常生活自立

支援事業、成年後見制度などについて、広報誌やホームページを通じた普及啓発活動を進

めます。 

■障がい者虐待に関する通報や相談窓口である「越前町障害者虐待防止センター」（福祉課

内）についてさらに周知し、虐待防止のための普及啓発活動を推進します。 

■障害者差別解消法が施行されたことに伴い、町職員に向けて、差別的取扱や合理的配慮の

具体例を示し、より適切な対応ができるよう努めます。 

■行政機関だけでなく、事業者や地域住民に対して「合理的配慮の提供」を実践できるよう

な普及啓発活動を推進します。 

  

21.1%

33.4%

9.7%

25.7%

18.7%

20.4%

18.0%

1.3%

17.9%

8.0%

10.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

１．障がい者の権利を守り、被害を救済するルールづくり

２．障がい者が相談できる窓口の整備や

相談員のスキルアップ

３．新たなルールづくりでなく、今ある法律の活用

４．障がい者への理解を深めるための啓発

５．福祉についての教育の充実

６．障がい者への理解を広める活動を行う

ボランティアの育成

７．障がいを持つ人と持たない人とが交流できる機会

を増やす

８．その他

９．わからない

10.特にない

無回答
回答者＝８４５
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②人権・福祉教育の充実 

■ノーマライゼーション※の理念の普及・定着を進めるため、乳幼児期から高齢期に至る全

ての世代において人権や福祉に関する学習機会を充実します。 

■町が主催する福祉に関する会議や研修会など様々な機会をとらえて、地域内での助け合

いや地域福祉に関する普及啓発活動を推進します。 

■広報誌やホームページによる啓発とともに、町民が障がいのある人の人権尊重や障害に

ついての理解を深めることができるような取組みを推進します。 

■児童生徒が障がいのある人への理解や福祉の心を育むことができるように、学校や地域

において児童生徒の成長段階に合わせた学習プログラムの企画、障がいのある人との交

流機会の拡大を図ります。 

 

※「ノーマライゼーション」 

障がいのある人が障害のない人と同様の普通（ノーマル）の生活・権利などが保障されるように社会環境

整備を目指す理念。 
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（２）子どもと親への支援の充実 

◆ 現状と課題 ◆ 

・平成26年度より、発達の遅れなど気がかりな子とその保護者を対象に、子どもの発達に関

する個別相談会や教室を開催し、臨床心理士や言語聴覚士などの専門職からのアドバイ

スを受けたり、今後の福祉サービスの利用について相談支援専門員から情報提供を受け

る機会を設けています。 

・保育所(園)では障がいのある子どもがいる場合は職員を加配し、障がいのない子どもとと

もに活動できるよう対応しています。 

・障害に対する理解を深めるため、保育士は県や関係機関が開催する研修会などに積極的に

参加しており、町の保育部会においても研修会などを開催しています。 

・発達障がいのある人の乳幼児期から学齢期、そして就労期まで、ライフステージを通して

継続した支援を行うために福井県方式の支援ツール「子育てファイルふくいっ子※」が導

入され、保育所（園）や学校でも少しずつ浸透し始めています。 

・庁内の教育担当部署と障害福祉担当部署、相談支援専門員が連携し、学校生活に支援が必

要な児童生徒やその保護者、学校からの相談に応じています（ケース会議の開催、進路相

談など）。 

○町主催の発達教室において保護者同士の交流や情報交換が可能ですが、継続して交流で

きる場がないため、確保する必要があります。 

○障がい者アンケート調査では障害や病気の診断を受けた時、必要と感じた支援としては

「障害や病気の専門的な情報がほしかった」が最も多く48.1％で、次いで「気持ちを聞い

てくれる相手がほしかった」が39.5％、「育て方について相談相手がほしかった」が35.8％

となっているため、情報提供とともに、相談の場が求められています。 

○「進学のたびに一から（障害のことを）説明する必要がある」などの意見もあり、「子育

てファイルふくいっ子」が十分に活用できておらず、ファイルの存在を知らない関係者も

いるため、周知が必要です。 

○保育所(園)から小学校、中学校通学時の困り事として「まわりのペースについていけな

い」（24.0～27.5％）や「友達ができにくい」（17.1～24.0％）の割合が高いことから、

周りの子どもや保護者が障害に対する理解を深める必要があります。 

○聞き取り調査では、障がいのある子どもに関わる庁内の関係部署や医療機関、福祉事業者

の情報共有や連携体制が不十分であるとの意見があり、早期発見・治療、早期療育を実現

するためにもさらに連携を深める必要があります。 

 

※「子育てファイルふくいっ子」 

発達障がい児の支援のために県障害福祉課が平成25年度に作成したファイル。子どもに気がかりな行動が

あった時に、保護者の同意を得た保育士や教師らが記入し、その子に合った保育や学習指導に生かす。発達

障害の可能性が高い場合は、医療機関への相談を保護者に勧める。ファイルは保育所（園）や学校などが管

理し、進学や転居する時に学校や福祉事業者、職場または市町を越えて引き継ぐことで、切れ目なく支援で

きる。県内統一様式のチェック項目に記入することで発達障害を早期に見つけるとともに、進級・進学や転

校をしても教師らが支援しやすくすることを目的にしている。 
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表４－１ 母子保健事業 

種 類 内 容 

妊婦健診（医療機関委託） 妊婦一般健診14回分、初期血液検査、子宮頸がん検査、ＨＴＬＶ

－１抗体検査、性器クラミジア検査を公費負担。 

妊婦教室 妊娠・出産について、妊娠経過と食事についての講義。 

赤ちゃん訪問 赤ちゃんが生まれた家庭に保健師または助産師が訪問。 

乳児健診（医療機関委託） 生後１か月、４か月、10か月の健診３回分を公費負担。 

１歳６か月児健診 １歳６か月児を対象に小児科医師・歯科医師の診察、保健指導、

食事指導など実施。 

２歳児歯科健診 ２歳児を対象に歯科医師の診察、歯磨き指導、保健指導、食事指

導など実施。 

３歳児健診 ３歳児を対象に小児科医師・歯科医師の診察、保健指導、食事指

導、歯科指導など実施。 

ことばの相談 ３歳児健診時にことばの遅れや発達などに関して言語聴覚士が

相談指導を実施。 

離乳食教室 ５～６か月児、８～９か月児を対象に離乳食や子どもの発達に

ついての話や試食を実施。 

 

図４－２ 子どもが障害や病気の診断を受けたときに必要な支援（複数回答） 

 
 
 
 
 
 

◆ 施策の展開 ◆ 

①早期発見・早期療育の推進 

■妊産婦、乳幼児を対象とした各種母子保健事業を充実させ、疾病の早期発見と予防、健康

増進ならびに子育てを支援します。 

■母親の心身の健康を確保するために、妊婦健診の助成、健康診査の受診勧奨を進めるとと

もに、育児などの相談窓口を周知します。 

  

35.8%

48.1%

27.2%

12.3%

4.9%

22.2%

21.0%

39.5%

13.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１．育て方について相談相手がほしかった

２．障がいや病気の専門的な情報がほしかった

３．適切な保育施設、教育施設の情報がほしかった

４．医療機関で十分な指導をしてほしかった

５．丹南健康福祉センター（保健所）、保健センターで

十分指導をしてほしかった

６．町の保健師から福祉サービスの情報提供や、

専門の事業所を紹介してほしかった

７．母子健診や乳幼児健診などで早期発見、早期治療・

療育につながる取り組みをしてほしかった

８．気持ちを聞いてくれる相手がほしかった

９．その他 回答者＝８１
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■保護者を支援するため、障害に関する情報提供や専門的な相談事業の充実とともに、継続

的な保護者同士の交流方法について検討します。 

■適切な治療や療育を受けることができるように、保護者と相談の上で、必要な情報は医療

機関、行政、障害福祉サービス事業者などが共有し、関係機関の連携の下で早期発見・早

期療育に努めます。 

②切れ目ない支援の推進 

■障がいのある子どもに対する支援にあたっては、ライフステージ（出生～保育～就学～就

労）に応じた切れ目のない支援と各段階に応じて保健・医療・福祉・教育など関係機関の

連携体制を整備します。 

■乳幼児期から学齢期まで一貫した教育の支援ができるよう、保育所（園）、小中学校、教

育・福祉行政などが連携した丹南地区自立支援協議会の子どもの育ちに関する専門部会

「育つ部会」の活動などの支援体制の充実を図ります。 

■障がいのある人やその家族が抱えている悩みや不安について、健診と相談会の同時開催

など気軽に相談できる体制づくりを進めます。 

③保育・教育の充実 

■「インクルーシブ教育システム※」の理念を踏まえ、すべての子どもたちがともに学べ、

一人ひとりの特性・能力に応じた指導を受けられる教育を推進します。 

■「子育てファイルふくいっ子」の活用方法や事例などを紹介するとともに、個別の教育支

援計画が適切に作成され活用されるよう、教育・福祉・保健など庁内の関係部署との連携

を図ります。 

■就学時の困り事についても把握し、庁内の関係部署で情報を共有することで適切な支援

につなげます。 

■施設整備が十分でない保育所（園）については、整備方法を見極めながら施設内のバリア

フリー化を進めます。 

■障がいのある子どもの健全な発達とその家庭への支援のため、保育園（所）において、保

育を必要とする障がいのある子どもの受け入れを継続して実施します。 

■子どもや保護者に対して障害に関する情報提供とともに、ノーマライゼーション社会に

ついての学習機会を設けるなど意識啓発活動を進めます。 

■保育士に対し、県などで開催されている研修会への参加を促進するとともに、町内での研

修を充実し、資質の向上を図ります。 

■学校関係者への障害福祉サービスなどの説明会を開催することで、個別の教育支援計画

と障害児支援利用計画の連携など学校と協力した支援を進めます。 

※「インクルーシブ教育システム」 

障がい児を含むすべての子どもに対し、一人ひとりの教育的ニーズに合った適切な教育的支援を、通常の

学級において行う教育のこと。「インクルーシブ（Inclusive）」とは、「include（含む、含める）」の形

容詞形で、直訳すると「包容する教育」などとなる。 
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 丹南地区（鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町）に居住する障がい児・者が地域で自立
して生活できるような支援体制を確立するため、中立公平な相談支援事業の実施のほか、関係機関
が連携強化することにより各施策を効果的に推進し、また社会資源の開発や改善等を行う。 

 

 

主な役割 下記の各組織等で出された地域課題や全体的なことに関し、協議・検討する。 

構 成 者 相談支援事業者、障害者団体、障害福祉サービス等利用者、特別支援学校、就業・

生活支援センター、公共職業安定所、日常生活自立支援センター、障害福祉サー

ビス等事業者、県関係機関、各市町担当者、その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個別ケース会議 

 

主な 
役割 

運営会議からの報告
を受け、個別の相談
支援等において明ら
かになったニーズを
集約し、各種サービ
スの充足状況および
問題点の共有、課題
解決を図るために協
議を行う。 

構成者 「育つ部会」と「働く
部会」、「暮らす部会」
を設置し、運営会議
を構成する市町と相
談支援事業者が２名
１組で各部会の事務
局を担当する。 

 

主な役割 ①自立支援協議会の運営に関する基本
的な事項の企画・検討 

②相談支援事業者等連絡会の課題整理 
③施策的・制度的な課題の集約整理およ
び部会付議事項の検討・整理 

構 成 者 各市町担当者、委託相談支援事業者 

 

丹南地区自立支援協議会 

報
告 

調
整 

 

主な 
役割 

①ケース報告によ
る情報や対応の
共有化 

②サービスの充足
状況の把握 

③地域・障害種別
間のサービス調
整ケースの把握 

構成者 各市町担当者、相
談支援事業者 

 

報
告 

調
整 

報
告 

調
整 

  結果報告 

 課題提起 

 

主な 
役割 

①就労支援に関す
る諸問題につい
ての意見交換等 

②地域における就
労支援ネットワ
ークの構築 

構成者 各市町担当者、就
労支援事業所 

 

 

主な役割 ①ケース報告による情報の共有化 
②チームアプローチによる支援体制の構築および役割分担 
③困難ケースに関する処遇検討 

構 成 者 相談支援事業者、障害福祉サービス等利用者、障害福祉サービス
等事業者、各市町担当者、その他関係機関など 

 

全 体 会 議 

運 営 会 議 専門部会 
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（３）雇用と就労の充実 

◆ 現状と課題 ◆ 

・町では、平成28年１月に厚生労働省福井労働局と雇用対策協定を取り交わし、両者の連携

事項として、町内企業に対する障がい者雇用の要請を掲げています。 

・就労に関する相談があった場合は、支援機関（福井障害者職業センター※１、福井障害者

就業・生活支援センターふっとわーく※２）を紹介したり、障害福祉サービスの１つとし

て就労支援事業所の利用を通じて各機関から支援を受けることができます。 

・町内に就労支援事業所が少ないため、町外の事業所に頼らざるを得ない状況です。 

○丹南地区自立支援協議会内の就労に関する専門部会「働く部会」では、障がいのある人の

就労・職場定着を地域の課題として捉え、関係機関（ハローワークや一般企業、就労支援

事業所、相談支援事業所）で一体的に検討する体制を整えていますが、障害福祉サービス

利用者が一般就労できるケースが少なく、各市町において個別の対応が必要な状態です。 

○障がい者アンケート調査では、今の仕事や職場に満足していない理由として「賃金や待遇

に不満があるから」が35.7％で最も多く、次いで「自分の適性や能力よりも重すぎる仕事

だから」が25.0％となっていることから、障がいのある人を雇用する企業の開拓と、障が

いのある人の特性に合わせた仕事とのマッチングを図ることが必要です。 

○働くために重要なこととして「就労に向けた本人の意識啓発」と「障害特性に配慮した職

場環境」の回答が多いことから、障がいのある人自身とともに、企業・事業主への啓発活

動などが必要です。 

表４－２ 越前町内の就労支援事業所 

種類 事業所名 利用定員 所在地 

就労継続支援（Ａ型） 一般社団法人竹の郷福祉会 

やまぼうし 

10人 
越前町小曽原22-2-1 

就労移行支援（一般型） 社会福祉法人 光道園 

手作り工房フ・クレール 

６人 
越前町朝日1-504 

就労継続支援（Ｂ型） 14人 

 

※１「障害者職業センター」 

ハローワークなどと連携して、就職や職場復帰を目指す障がい者に対する支援（相談、能力評価、職場定

着のための支援）や、事業主に対する障がい者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助

言・援助を実施。 

 

※２「障害者就業・生活支援センターふっとわーく」 

障がい者の就業面と生活面の一体的な相談・支援を実施（就業のための訓練、職場実習のあっせん、新た

な職場の開拓、事業主に対する助言、生活習慣や金銭管理に関する助言、関係機関との連絡調整など）。 
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図４－３ 働くために重要なこと（複数回答） 

 
 

◆ 施策の展開 ◆ 

①就労支援体制の拡充 

■障がいのある人の就労について、企業・事業主に対する働きかけやセミナーなどの開催に

ついて、引き続き福井労働局に要請します。 

■障がいのある人向けの求人の開拓、職場に定着するまでの相談・指導などを、福井労働局

と福井障害者職業センター、福祉事業者などと連携して障害に応じ継続して支援できる

体制を充実します。 

■障がいのある人ができるだけ身近な場所で就労できるよう、就労支援事業所などの整備・

充実を促進し、多様な福祉的就労の場の確保に努めます。 

②就労支援の推進 

■町内には就労支援事業所が少なく、自宅から遠方の事業所に通所している人が多いこと

から、負担を少しでも軽減するために交通費の助成を継続して実施します。 

■一般就労が難しい人のために障害福祉サービスについて周知し、福祉的就労から一般就

労へステップアップが図れるよう、就労支援事業所や相談支援事業所と連携して支援を

実施します。 

  

12.0%

6.3%

5.0%

6.9%

2.6%

6.4%

4.6%

0.5%

2.2%

4.5%

6.6%

6.7%

12.4%

7.5%

4.4%

2.5%

20.9%

40.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１．就労に向けた本人の意識啓発

２．就労に向けた相談支援

３．就労先の紹介などの支援

４．給料が充実していること

５．就労に向けた訓練事業所の充実

６．就労に必要な知識・技術の習得

７．コミュニケーション技術の習得

８．面接、実習などの支援

９．就労初期段階での支援

（ジョブコーチによる支援）

10．就労後の継続した相談支援

11．健康管理等の支援

12．企業側の積極的な障がい者雇用

13．障がい特性に配慮した職場環境

14．企業、上司、同僚の理解

15．安全な通勤手段の確保

16．その他

17．特にない

無回答
回答者＝８４５
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（４）社会参加の促進 

◆ 現状と課題 ◆ 

・障がいのある人が主体的に活動できるよう身体障害者協会や育成会などの当事者組織や、

生涯学習センターや体育施設を定期利用するサークルなどを紹介していますが、当事者

組織では新規会員はなかなか増えない状況です。 

・聞き取り調査においても、当事者組織に所属する相談員について広報などを行っています

が、相談を受けることが少なくなっており、特に若い世代との接点がなく、活動に誘うこ

とも難しくなっているとの意見があります。 

・今年で14回目となる町社会福祉協議会開催の福祉スキューバダイビング体験事業は、障が

いのある人と地域住民との交流の場となっており、会場の梅浦海水浴場にスロープが設

置され、車いすでも活動しやすくなっています。 

○障がいのある人が気軽に参加できるスポーツ活動を充実させるためには、利用状況など

を踏まえた体育施設のバリアフリー化とともに、障がい者スポーツの知識や能力、指導法

を身につけた人材が必要です。 

○障がいのある人のスポーツや文化活動については地域住民にもチラシを配布し、交流の

場としていますが、参加がほとんどないため周知方法を検討する必要があります。 

○コミュニティバスは一部を除きノンステップバスが導入されていますが、路線バスにつ

いてはあまり導入されていない状況です。障がい者アンケート調査では外出のために希

望する方策として「公共交通機関を利用しやすくしてほしい」が多いことから、路線バス

とコミュニティバスの充実が必要です。 

○聞き取り調査では、外出を支援するために町社会福祉協議会の有償の移送サービスがあ

るが、運転ボランティア不足や付き添いが必要なことが課題となっています。 

○コミュニケーション支援事業（手話通訳者の派遣事業）は広く周知されていますが、町内

に手話通訳ができる人がほとんどいないため、育成が必要です。 

 

表４－３ 当事者団体、グループなど 

当事者組織 活動内容 

越前町身体障害者協会 
身体障がい者の福祉向上と健康増進および会員の親睦を図る活動

を行っている。スポーツ交流・研修旅行・施設慰問など。 

越前町聴覚障害者協会 

越前町身体障害者協会の下部組織。聴覚障がい者の福祉向上と健康

増進および会員の親睦を図る活動を行っている。各種交流や研修会

などを開催。他市町の聴覚障がい者の当事者組織との交流もある。 

丹生はんどく会 
知的障がい者の家族が、健常者と同じように地域で暮らしていける

よう活動を行っている。 

精神障害者家族会 
精神障がい者の福祉向上と、社会復帰の促進を図るとともに、会員

相互の親睦を図る活動を行っている。 
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図４－４ 外出のために希望する方策（複数回答） 

 
 

◆ 施策の展開 ◆ 

①地域でのスポーツ・レクリエーション・文化活動の充実 

■障がいのある人が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できるよう、障がい者

スポーツの知識や能力、指導法を身につけた人材である「障がい者スポーツ指導員」の

資格取得者を増やすとともに、施設のバリアフリー化を推進します。 

■障がいのある人とない人がスポーツや文化活動を通じて交流できる機会を確保するとと

もに、周知方法の見直しを進めます。 

■当事者組織のもつ情報交換や相談機能などその重要性について周知するとともに、自主

的な活動に向けて、福祉事業者などとの協力によるピアカウンセリング※や障がい者サ

ロンなどの開催を検討します。 

■障がいのある人でも参加できる講座やサークル、スポーツ活動の広報を充実させるとと

もに、参加を希望される場合の施設のバリアフリー情報や介助の有無など必要な情報を

提供します。 

②移動手段の確保 

■障がいのある人の外出・移動を支援するため、タクシー利用助成や自動車改造費助成、

自動車運転免許取得への助成などの継続・充実をめざします。 

■障がいのある人を含めてバス利用者の声を聞く機会を設け、路線バスとコミュニティバ

スの路線や便数などの見直しを図り、路線バス会社に対してノンステップバスの導入に

ついて引き続き要請するなど、利便性、効率性の高い運行に努めます。 

■移動を支援するサービスについて周知するとともに、福祉有償運送などを利用しやすく

するための付き添いボランティアや、外出支援を目的とするＮＰＯやボランティア団体

の育成を町社会福祉協議会と連携して進めます。 

③コミュニケーション支援の充実 

■コミュニケーション支援事業について引き続き周知するとともに、「手話奉仕員養成講

座」により手話の普及啓発と手話奉仕員の確保に努めます。 

※「ピアカウンセリング」 

相談者と支援者といった垂直的な関係ではなく、同じ障害や問題を抱えた障がい者同士が水平的な関係の

なかでお互いに心理的な支援を行うこと。従来のカウンセリングよりも対等性、共感性、受容性が重視され

ている。  

11.0%

21.5%

13.4%

13.4%

9.6%

14.8%

2.0%

9.7%

28.8%

15.4%

0% 10% 20% 30%

１．外出を支援してくれるガイドヘルパーを充実させてほしい

２．公共交通機関を利用しやすくしてほしい

３．公共施設や民間施設を使いやすくしてほしい

４．安心して歩ける道路にしてほしい

５．移送サービス（リフト付きの車などで送迎するサービス）

をしてほしい

６．障がい者用の駐車場を充実してほしい

７．その他

８.わからない

９.特にない

無回答回答者＝８４５
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４－２ 健やかで安心して生活できる地域づくり 

（１）地域の安心・安全活動の推進 

◆ 現状と課題 ◆ 

・「越前町災害時要援護者制度※」については、障害者手帳の交付時に説明し、登録を勧め

ていますが、近年登録者数は減少傾向にあります。 

・毎年、避難行動要支援者も対象とした防災訓練を実施しています。 

・町内５箇所の福祉施設を災害時の福祉避難所として指定し、ホームページで周知していま

す。 

・急病時の救急車要請用として、一人暮らし高齢者、高齢者世帯、障がいのある人への緊急

通報システムを整備しています。 

○障がい者アンケート調査では災害時の支援体制として希望するものとして、「近隣の人に

よる避難時の手助け」の割合(42.7％)が最も高いことから、「越前町災害時要援護者制度」

の周知とともに、台帳登録への働きかけが必要です。 

○区や民生委員・児童委員の協力を得ながら、新規希望者や継続の意思確認などのため災害

時要援護者台帳の一斉更新も必要です。 

○防災無線の戸別受信機の設置により災害時の緊急放送などが自宅内で聞こえやすくなり

ましたが、聴覚障がいのある人に対しては課題が残っています。 

○聞き取り調査では、災害時の緊急放送が聞こえても理解できない方や避難方法がわから

ない方、避難手段のない方がいることから、地域での助け合いが求められています。 

○福祉避難所について、インターネットを利用できない人のためにホームページ以外の周

知方法を検討するとともに、各施設とも受け入れ可能な避難者数が限られているため、さ

らに協議や検討が必要です。 

○急病時の緊急通報システムは、視覚・聴覚障がいのある人や意思疎通が難しい知的障がい

のある人の利用が難しいため、別の方法を検討する必要があります。 

○民生委員・児童委員の活動の中で、障がいのある人や高齢者などを対象として詐欺被害に

関する研修会を開催していますが、今後も障がいのある人が犯罪被害や消費者被害に遭わ

ないように啓発活動や地域の防犯パトロールなどに取り組む必要があります。 

※「越前町災害時要援護者制度」 

障がい者やひとり暮らし高齢者などが、災害時における支援を地域の中で受けられるよう、災害に備えた

地域の協力体制づくりを推進するための制度。 

対象者は台帳への登録申請をし、地区関係者や町は本人の意志を尊重した上で２名程度の避難支援者を選

出する。台帳は本人の同意の下、地区区長や民生委員・児童委員、町などで情報共有し、災害時の避難支援

に活用する。避難支援者の主な役割は、災害時の避難誘導、救出活動、安否確認や日常生活における声かけ

や安否確認など。 
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図４－５ 災害時の支援体制（複数回答） 

    
 

◆ 施策の展開 ◆ 

①緊急時・防災対策の強化 

■様々な機会を通じて「越前町災害時要援護者制度」について障がいのある人はもちろん地

域住民にも周知します。 

■区や民生委員・児童委員などと協力して避難行動要支援者を把握するとともに、障がいの

ある人には「登録」を、地域住民には「協力」を働きかけます。 

■地域住民と連携して、障がいのある人への情報伝達や避難方法、避難時の協力者の確認、

身近な避難場所の周知や整備など避難体制づくりを支援します。 

■障がいのある人が避難先での不安を解消することができるように、福祉避難所があること

を広報誌や民生委員・児童委員を通じて周知するとともに、医療機関や福祉施設などとの

連携を強化します。 

■聴覚に障がいのある人は、インターネットや電子メールなどで情報収集する人が多いため、

ホームページ情報の的確な更新に努めます。また、緊急連絡メール（携帯各社のエリアメ

ール）やライフラインメール（丹南ケーブルテレビ）などは、防災無線を聞きとれない人

のための重要な情報収集の手段であるため、その登録方法などについてさらなる周知を図

ります。 

■障がいのある人に対し、緊急通報システムや消防安心ファックス※の設置を促します。 

 

②防犯対策の充実 

■障がいのある人が犯罪に巻き込まれないように、交通指導員などの地域人材を活用した活

動や防犯隊による定期的な防犯パトロールなど地域防犯体制の充実を図ります。 

■障がいのある人が悪質訪問販売などの消費者被害にあわないように、消費生活に関する情

報提供や研修会の実施とともに、区長や民生委員・児童委員と協力した啓発活動に努めま

す。 

※「消防安心ファックス」 

聴覚障がい者が事前登録することで、ＦＡＸや携帯メールにより、119番通報ができる仕組み。 

42.7%

40.2%

32.5%

20.0%

34.1%

25.0%

1.8%

20.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１．近隣の人による避難時の手助け

２．災害発生の連絡

３．災害時の安否確認

４．避難所のバリアフリー化

５．障がい者に配慮した避難所運営

６．障がい者に配慮した備蓄品の確保

７．その他

無回答
回答者＝８４５
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（２）地域での生活支援の充実 

◆ 現状と課題 ◆ 

（相談・情報提供体制） 

・町の障害福祉制度を網羅した冊子「こころとからだの支援情報誌」を平成26年２月に改訂

し、窓口などで配布しています。 

・平成25年度より一般相談支援事業所に基幹相談支援センター等機能強化事業を併せて委

託し、機能強化を図るとともに、「こころとからだの支援情報誌」や事業所に関するチラ

シを窓口で配布するなど周知しています。 

・新規に手帳を交付する際に、障害福祉制度について説明をし、等級変更などにより新規に

対象になる制度があれば情報提供しています。 

・相談支援体制の充実を目的として、丹南地区自立支援協議会では地域で困難事例が生じた

場合に、その対応方法を相談・検討する機能を有しており、その結果をフィードバックす

ることで相談員のレベルアップを図っています。 

○障がい者アンケート調査では地域で自立して生活を送るために重要な取組みとして、「相

談窓口や情報提供の充実」が多いため、さらなる取組みが必要です。 

○聞き取り調査では当事者組織に属する相談員（身体障害者福祉相談員や知的障害者福祉

相談員）や一般相談支援事業所、相談支援専門員の存在や活動についてあまり認知されて

いないという意見もあるため、周知活動が必要です。 

○精神障害については、身体や知的障害のように当事者組織に属する相談員（福祉相談員）

が配置されていないため、障がいのある人やその家族の思いや境遇を理解し分かち合う

ことのできる身近な相談員が求められています。 

○福祉に関する情報だけでなく、緊急時を含めた多くの行政情報は広報誌やホームページ

で周知していますが、それを閲覧できない人がいることを念頭に、情報提供方法を検討す

る必要があります。 

（ボランティア活動） 

・町社会福祉協議会開催の福祉スキューバダイビング体験事業や「障がい者のつどい」など

の障がいのある人の活動に、多くのボランティアが参加しています。 

○聞き取り調査では、除雪や外出を支援するボランティアを求める声や「どのようなボラン

ティアがあるのか知りたい」という意見もあるため、情報提供とともに、ニーズの把握と

マッチングの仕組みが必要です。 

○障がいのある人の活動を支えるボランティアには、障害に対する理解や知識が求められ

ています。 

表４－４ 障害福祉サービスの相談支援事業所 

相談機関 対象者 相談方法・内容 

社会福祉法人 光道園 

越前町障害者支援センター「さざんか」 

障がい者全般 

とその家族 

方法：面接相談、個別訪問、電話相談、 

ピアカウンセリング 

内容：障害福祉サービス制度利用 

：就労・生活相談など 

社会福祉法人 越前町社会福祉協議会 

越前町障害者相談支援センター 

身体障がい者

とその家族 

方法：面接相談 

内容：障害福祉サービス制度利用 

：就労・生活相談など 



34 

表４－５ ボランティアグループなど 

ボランティアグループなど 活動内容 

丹生郡手話奉仕員活動研究会 虹 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図

ることに支障がある人が、地域でのイベントに参加し交流

する場でのお手伝いを行うボランティア活動を中心に行

う。手話で日常会話や様々な情報を交換することにより、親

睦を図る。また、手話通訳者などの人材育成を図る。 

手話サークル 一歩 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのある人を中心に

手話で日常会話や様々な情報を交換することにより、親睦

を図る。また、手話通訳者などの人材育成を図る。 

手話サークル すいせん 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのある人を中心に

手話で日常会話や様々な情報を交換することにより、親睦

を図る。また、手話通訳者などの人材育成を図る。 

音訳クラブ 
視覚障がい者に対して、広報誌などを音読しテープに録音

し、お届けすることで、情報を得るための支援を実施。 

 

図４－６ 障がい者が地域で自立した生活を送るための取組み（複数回答） 

 
  

33.1%

22.2%

15.5%

17.0%

9.3%

21.3%

20.5%

11.4%

22.1%

12.4%

20.7%

12.0%

24.7%

25.3%

0.8%

12.1%

19.1%

0% 10% 20% 30% 40%

１．相談窓口や情報提供の充実

２．障がいの早期発見、早期治療・療育体制

の充実

３．障がい特性にあった適切な保育、教育環境

の充実

４．機能回復や地域生活に必要な訓練の充実

５．創作的活動や生活習慣習得などが

できる場の整備

６．ホームヘルプサービスなどの

在宅サービスの充実

７．日常生活に必要な移動（外出）支援の充実

８．グループホームなど地域での

生活の場の整備

９．入所施設の整備

10．企業などでの就労に向けた支援や

雇用環境の整備

11．障がいへの理解や交流の促進

12．ボランティア活動などの地域活動の促進

13．段差などがなく利用しやすい

公共施設・交通機関等の整備

14．障がいや病気に対する周囲の理解のための

普及・啓発

15．その他

16．わからない

無回答回答者＝８４５
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◆ 施策の展開 ◆ 

①相談・情報提供体制の充実 

■チラシの配布や各種イベントを通じたＰＲ活動などにより、２箇所ある相談支援事業所

や相談方法について周知します。 

■身近な相談相手である身体障害者福祉相談員・知的障害者福祉相談員、民生委員・児童

委員などの役割をさらに周知するとともに、障がいのある人が何でも気軽に相談できる

窓口の設置を検討します。 

■精神障がいのある人にとって身近な立場の、精神障害者福祉相談員の配置について検討

します。 

■印刷媒体の点字化、音声化について検討し、ケーブルテレビやインターネット、防災無

線などの情報通信手段の活用を推進します。 

■障がいのある人に対して的確な情報が届くように、家族、各支援機関、当事者組織、医

療機関、学校、区などへの行政情報の提供を充実します。 

■障害福祉制度について、障がいのある人や家族に対して個別の説明を継続するととも

に、広報やチラシ、ホームページなどによる定期的な情報提供を検討します。 

■ホームページの掲載情報の充実を図るとともに、情報の内容、発信・提供方法について

継続的に評価・改善できるように、行政内部の連携体制づくりを進めます。 

■丹南地区自立支援協議会と連携し、引き続き相談支援体制の充実と強化を推進します。 

 

②ボランティア活動の推進 

■地域住民と障がいのある人の交流の機会を確保するとともに、障がいのある人の地域生

活を支えるボランティアの養成を、町社会福祉協議会や地域住民との協働により進めま

す。 

■ボランティアを養成する際には、障害や障がいのある人への正しい理解とともに、必要

な介助や支援の内容について学ぶ機会の確保を支援します。 

■ボランティアグループに関する情報提供や支援ニーズの把握、ボランティアコーディネ

ーターの配置などボランティアセンターの機能強化の取組みを支援します。 
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（３）保健、医療、福祉サービスの充実 

◆ 現状と課題 ◆ 

（保健、医療サービスによる障害の重度化防止と健康維持） 

・65歳以上の人だけでなく60歳以上65歳未満の一定の障がいのある人もインフルエンザ予

防接種の自己負担軽減の対象としており、予防接種が受けやすい体制を整えています（心

臓、腎臓機能障害１級の手帳所持者で、申込が必要）。 

・心の悩みについて気軽に相談できる場として「心をいやす相談会」があり、相談利用者が

増加傾向にあることから、実施日を毎月１回に充実しています。 

・子どもの時から心の病気について学ぶ機会として、小学校では不安や悩みを抱えたときの

対処、中学校では欲求不満やストレスへの対処を学習しています。 

○障がいのある人が住み慣れた地域で生活を続けるためには、障害の重度化を防ぎ、病気を

予防して健康維持を図ることが重要な要素です。そのためには適切な保健、医療サービス

を提供することが課題となっています。 

○障がい者アンケート調査では、定期的に医者に「かかっている」が８割近くを占めており、

その内、「自分の障害や病気について、専門的に相談できる医療機関が近くにない」や「医

療機関が近くにない」という人が２割以上であり、さらなる医療の充実が求められます。 

（福祉サービスによる障がいのある人とその家族への支援） 

・障がい福祉計画において、福祉サービスの種類・量を確保できるよう数値目標を設定して

取り組んでいます。 

・発達障がいのある子どもの早期対応に向けた個別相談会や教室の開催、聴覚障がいのある

人の社会参加支援のための手話奉仕員養成講座開催など、実情に応じて事業を増やして

います。 

・平成27年度に町内に放課後等デイサービス事業所が２箇所開設され、開設前と比較して、

実利用者が２倍程度になっています。 

○利用者の減少により、平成26年12月に「地域活動支援センター※」（委託事業）を閉鎖し、

新たな事業が実施されていないため、町内に地域における日中活動の場がないことが問

題となっています。 

○障害福祉サービスや地域生活支援事業の利用を推進していますが、町内に事業所が少な

く、聞き取り調査では就学前の子どもや医療的ケアが必要な重症児へのサービス不足が

課題となっています。 

※「地域活動支援センター」 

市町村が実施する障害福祉事業の１つ。障がい者の日中活動の場として、軽作業やレクリエーションなど

の活動に参加する機会や他の利用者と交流する場を提供し、社会との交流・つながりを促進するなど、福祉

サービス事業所に通うことが困難な人の「出かける場所」として重要である。 
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表４－６ 障害福祉サービスの内容 

区 分 内 容 

訪
問
系 

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入

浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的

に行う。 

同行援護 
重度の視覚障がいのある人に対し、外出時において同行し、移

動に必要な情報を提供するほか、移動に必要な支援等を行う。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回

避するために必要な支援、外出支援を行う。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを

包括的に行う。 

日
中
活
動
系 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等

を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。 

自立訓練（機能訓練） 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身

体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な

知識および能力の向上のために必要な訓練を行う。 

就労継続支援（Ａ型） 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知識および能力の向上のために必要な訓練を行う。 就労継続支援（Ｂ型） 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行う。 

短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設

で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

居
住
系 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助

を行う。 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護

等を行う。 

相
談
支
援 

計画相談支援 
サービスを適切に利用することができるように、サービス等利

用計画の作成と、一定期間ごとに計画の見直しを行う。 

地域移行支援 
施設や病院に長期入所等する者に、住宅確保やその他の地域に

おける生活に移行するための活動に関する相談等を行う。 

地域定着支援 
地域で生活する障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊

急時等に相談・訪問等を行う。 
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表４－７ 地域生活支援事業の内容 

区 分 内 容 

相談支援事業 
障がい者やその家族等からの福祉に関する各種相談に応じ、情報

の提供や助言等の必要な支援を実施する。 

成年後見制度利用支援 

事業 

サービスの利用契約の締結等が適切に行われるように成年後見制

度の利用を支援する。 

コミュニケーション支援 

事業 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図るこ

とに支障がある人を対象とし、手話通訳・要約筆記等の方法によ

り意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行う。 

日常生活用具給付等事業 重度障がい者に自立生活支援用具等給付を行う。 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障がい者に対し、外出時の介助を行う。 

福祉ホーム事業 
障がい者に低額な料金で居室やそのほかの設備を提供し、日常生

活に必要な環境を提供する。 

日中一時支援事業 障がい者に日中活動の場を提供し、介護者の負担の軽減を図る。 

自動車運転免許取得・改

造助成事業 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助

成する。 

巡回支援専門員整備事業 

発達障害への早期対応を目的とし、就学前の子どもとその保護者

を対象に、個別相談会や教室を開催する。臨床心理士や言語聴覚

士等の専門知識を有する者を講師とし、必要に応じて療育機関や

福祉サービス事業所に繋げる。 

手話奉仕員養成研修事業 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習

得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等

の生活支援を目的とする（H27年度に入門課程、H28年度は基礎課

程を実施している）。 

 

表４－８ 児童福祉法による障がい児支援の内容 

区 分 内 容 

障
害
児
通
所
支
援 

 

児童発達支援 
障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活

への適応訓練を行う。 

医療型児童発達支援 

肢体不自由児に医療型児童発達支援センター等の設置する指

定医療機関において、日常生活における基本的な動作の指導、

集団生活への適応訓練の他、治療を行う。 

放課後等デイサービス 

就学している障がい児について、授業終了後または休業日に児

童発達支援センター等の施設で、生活能力向上のために必要な

訓練や社会交流促進を行う。 

保育所等訪問支援 

保育所等を利用中または今後利用予定の障がい児に対し、訪問

支援事業所から保育所等に訪問し、集団生活適応のための専門

的な支援を行う。 

相
談
支
援 

障害児相談支援 
サービスを適切に利用することができるように、サービス等利

用計画の作成と、一定期間ごとに計画の見直しを行う。 
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表４－９ 成人保健事業 

種 類 内 容 

特定健康診査 

長寿健康診査 

ヤング健康診査 

生活習慣病の早期発見、早期治療のため地区の集落センターや医療機

関で実施。 

がん検診 胃がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん、大腸がん、前立腺がん検診。 

特定保健指導 

健診結果相談会 

健診結果から、住民自ら生活習慣について考えられるような健康相談、

家庭訪問を実施。 

成人歯科健診・相談 歯の健康状態、むし歯、歯周病などの相談。 

 

図４－７ 医療を受ける際の困り事（複数回答） 

 

 

◆ 施策の展開 ◆ 

①保健、医療サービスの充実 

■一定の障がいのある人に対し、インフルエンザ予防接種の自己負担軽減事業を継続する

ことで、予防接種を受けやすくし、健康維持を図ります。 

■障害の重度化を防止し健康維持を図るため、障がいのある人が健康診査およびがん検診

などを受診しやすい環境を整えるととともに、成人保健事業に関する情報をわかりやす

く提供します。 

■町民に対して、講演会や町広報誌に掲載するなど精神障害や難病に関する正しい知識を

普及するとともに、心の悩みについて気軽に相談できる「心をいやす相談会」などの相談

体制充実に努めます。 

■10代で発症する精神疾患もあり適切な治療を受けることが大切であるため、子どもの時

から心の病気について学ぶ機会や、小・中学校からの要請があれば臨床心理士を派遣し、

ストレスの克服や発散方法を学習する機会を継続して提供します。 

■越前町国民健康保険織田病院の運営維持を支援することで、町内の医療・リハビリテーシ

ョン体制の充実を図ります。 

■町内の医療機関に対し、障がい者の自立支援についての理解を深め、障がい者本人や家族

を地域で見守り支えることへの協力を働きかけます。 

  

22.0%

23.4%

12.3%

4.6%

15.5%

5.8%

44.8%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１．医療機関が近くにない

２．自分の障がいや病気について、

専門の医療機関が近くにない

３．医療機関に行くまでの交通手段がない

４．医療機関の施設（設備）が、

障がい者にとって使いづらい

５．経済的負担が大きい

６．その他

７．困ることはない

無回答回答者＝６５０
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②地域生活を支えるサービスの充実 

■平成30年度に大幅な制度改正が予定されているため、障がいのある人やその家族が理解を

深めることができるよう、わかりやすい広報に努めます。 

■本町の実情に応じたサービスの種類・量を確保できるよう、福祉事業者と連携を図りなが

ら提供基盤を整備します。 

■障がいのある子ども向けのサービスを実施している法人に対し、児童発達支援事業や保

育所等訪問事業の実施を働きかけ、早期療育の基盤強化を図ります。 

■障がいのある人を介護している家族の要望に十分対応できるよう、相談支援専門員や事

業者と連携して短期入所（ショートステイ）や、就学児の放課後や土日の居場所となるよ

うなサービスの提供体制の確保に努めます。 

■障がいのある人が生活の中での困り事を相談したり、様々な活動を通して他者（社会）と

交流するための出かける場所として、地域活動支援センターの設置を検討します。 

 

③地域生活の拠点の整備 

■障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、必要な機能を有する

地域生活のための拠点整備に取り組みます。 

 

＊地域生活の拠点に求められる主な機能 

 

 

■丹南地区全体の課題でもある医療的なケアが必要な重症者への対応については、サービ

スが不足しており、受入れが困難な状況であるため、丹南地区自立支援協議会において引

き続き対策を検討していきます。 

・身近な相談窓口（生活上の様々な問題に対処できる相談しやすい窓口） 

・体験の機会・場（グループホーム等を活用した一人暮らしの体験、就労支援

事業所での就労体験等） 

・緊急時の受入れ・対応（家族の急病等、緊急時の短期入所の利用調整等） 

・地域の体制作り（専門性のある人材の確保・養成、サービス利用のコーディ

ネート機能等） 
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（４）生活環境の整備 

◆ 現状と課題 ◆ 

・安全な歩行空間を確保するため、道路拡幅に伴い歩道の整備、改修を実施しています。 

・平成25年３月に「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー

法）に基づく基準を定めるため、「越前町特定公園施設移動等円滑化に関する基準を定め

る条例」や「越前町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例」

を制定しました。 

・住宅改造に関わる介護保険制度の住宅改修費の支給、重度身体障害者住宅改造費助成事業

などに関して「こころとからだの支援情報誌」を配布し、希望に応じて個別に説明してい

ます。 

・町営住宅では、自活できることを条件に障がいのある人の入居を受入れていますが、バリ

アフリー化が進んでいないため、実質的には入居が困難な状況にあります。 

○条例により、新たに公園を設置する場合の通路幅や勾配、手すりの設置、障がい者用トイ

レの設置、町道における歩道の幅員や段差、点字ブロック、案内標識などは障がいのある

人や高齢者に対し配慮された形状であることを定めたバリアフリーに関する基準が設け

られましたが、今後は既存の施設の改善について方針を定める必要があります。 

○将来生活したい環境が「家族と自分の家に住みたい」が半数を占めていることから、買い

物や通院など日常生活をしやすくするために、改善が必要な公共施設（歩道や町営住宅な

ど）を定め、重点的に整備・改善を行うなど積極的な取組みが必要です。 

 

図４－８ 自宅や地域での生活意向 

 

 
  

5.9%

53.0%

2.8%

10.2%

2.6%

11.7%

13.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１．一人で自分の家に住みたい

２．家族と自分の家に住みたい

３．グループホームに住みたい

４．施設に入所したい

５．その他

６．わからない

無回答 回答者＝８４５
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◆ 施策の展開 ◆ 

①ユニバーサルデザイン※化、バリアフリー化の推進 

■ユニバーサルデザインの考え方に基づき、日常生活や社会生活の中で自由に行動でき、安

全かつ快適な生活環境の整備を図るなど、住みよい福祉のまちづくりを庁内の関係部署

が連携して総合的に進めていきます。 

■公共性が高い建築物や公園、その周辺の道路について、障がいのある人を含めた地域住民

のニーズや施設の状況を把握した上で計画的な改善整備を推進します。 

■「ユニバーサルデザイン」、「バリアフリー」についての理解を促進するため、広報紙や

ホームページを活用して広報・啓発活動を行います。 

■介護保険制度の住宅改修費の支給、重度身体障害者住宅改造費助成事業などについてホ

ームページなどでも周知します。 

■位置や立地条件などによりバリアフリー化を推進する町営住宅を定め、周辺環境を含め

て重点的に整備することを検討します。 

 

 

※「ユニバーサルデザイン」 

バリアフリーは、障がい者の生活に及ぼす障壁を取り除くことを目指していたのに対し、ユニバーサルデ

ザインは、障がい者を特別に対象とするのではなく、すべての人に使いやすい製品、環境、情報のデザイン

を目指す考え方。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

 

 

 

 

 

 
第５章 計画の推進に向けて 
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第５章 計画の推進に向けて 
 

 
５－１ 重点施策 

「地域でともに安心して、自分らしく、生きがいをもって暮らせるまち」を実現するた

め、次の項目を緊要の課題として捉え、重点施策として取り組みます。 

 

【障害を理解するための普及啓発】 

障がい者の権利擁護に関しては、平成23年7月には「障害者基本法」の一部が改正され、

障がい者に対する差別の禁止、社会的障壁の除去と合理的な配慮の義務、全ての障がい者に

社会活動に参加する機会の確保や生活の場などを選択する機会の確保など共生社会の実現

に向けて推進していくことが盛り込まれました。また、平成23年６月には「障害者虐待防止

法」が、平成25年６月「障害者差別解消法」が成立しました。 

しかし、生活の様々な場面で権利を侵害されやすい障がいのある人が、安心して地域で生

活し、自らの生き方を選択し、決定できるようにするためには、全ての町民が障害に対して

正しく理解することが重要です。そのため、誤解や偏見・差別解消に向けた普及啓発などの

取組みを積極的に進めていきます。 

 

【庁内の連携体制の確立】 

障がい者計画は、障がいのある人もない人も安心して快適に暮らせる地域づくりを目指

す総合的な計画であるため、庁内の関係部署が連携して事業を円滑に推進する協力体制を

築きます。 

 

【情報提供の充実】 

障がいのある人が地域で生活していくためには、日常生活を営む上で必要である様々な

情報を適切に入手できる必要があります。障がい者を対象としたアンケート調査や聞き取

り調査でも、正確な情報の入手や継続した情報の提供が求められています。そのため、行政

情報の充実を図るとともに、障害によって情報の入手やコミュニケーションが困難な方に

対して、それぞれの特性に応じた情報提供の方法について検討していきます。 
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５－２ 関係機関との連携 

（１）国・県・関係団体・近隣市町との連携 

障がい者施策は、国・県の制度や計画と深く関わっているため、国・県との緊密な協力・

連携体制を強化することが大切です。特に、ハローワークたけふ（武生公共職業安定所）や

県丹南健康福祉センター、県特別支援教育センターなどの国や県の関係機関とともに、町社

会福祉協議会、社会福祉法人、医療機関などとの連携強化を図ります。 

また、障がいのある人を取り巻く問題の複雑化や多様化が進む中、福祉サービスの中には

町単独での実施が困難なものや、広域的に行った方が効果的な事業もあるため、「丹南地区

自立支援協議会」を通じて近隣市町との連携・調整を図ります。 

 

（２）当事者組織・ボランティア団体・ＮＰＯ・企業などとの連携 

障がいのある人の地域生活を支援していく上で、当事者組織、ボランティア団体、地域住

民も行政の大切なパートナーです。障がい者施策を進めるにあたり、これらの団体などとの

連携を図っていきます。 

 
 
５－３ 計画の推進体制の確立 

計画を着実に推進するためには、計画の進行過程を管理する体制を確立することが大切

です。そこで、「重点施策」の実施状況を庁内で把握し、町民や関係機関で組織する評価

委員会において評価・検証を行い、改善につなげていきます。評価結果については、広報

紙やホームページなどを通じ公表していきます。 

さらに、町民や当事者組織、ボランティア団体・ＮＰＯなどに対して説明会を行い、本

計画の周知と理念の浸透を図るとともに、障がいのある人を中心とした町民のニーズや実

態の把握に努めます。 
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47 

 

 

 

 

 

 

 
  

資 料 編 



48 

資 料 編 

１．越前町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 地域福祉の推進に関する越前町地域福祉計画及び障害者の総合的な福祉施策を

推進する越前町障害者計画の策定にあたり、総合的な調整を図り必要な事項について審

議を行うため、越前町地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、計画に関する調査及び研究を行い、計画案を策定し、町長に報告する

ものとする。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

 (１) 学識経験者 

 (２) 各種関係団体の代表者 

 (３) 公募により選出された者 

 (４) 行政関係者 

 (５) その他町長が適当と認める者 

 （委員の任期） 

第４条  委員の任期は、越前町地域福祉計画及び越前町障害者計画の策定をもって 

終了するものとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長の欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条  策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に 

招集される策定委員会の会議は、町長が招集する。 

２ 策定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長が認めたときは、策定委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成１８年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２３年５月２０日から施行する。 
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２．策定委員会の委員名簿 

№ 氏名 所属団体等 役 職 

1 冨 士  光 恵 丹南健康福祉センター 福祉保健部長  

2 山 本  清 道 越前町総務文教厚生常任委員会 委員長  

3 島 田  満 雄 越前町区長会連合会 会長  

4 𠮷 村  春 男 越前町身体障害者協会 会長 委員長 

5 平 等  智 恵 越前町母子寡婦福祉会 会長  

6 原    榮子 越前町老人クラブ連合会 女性部長 副委員長 

7 日 向  明 世 障害者相談員  

8 吉 田  龍 雄 住民代表  

9 駒野 傳一郎 越前町民生委員・児童委員協議会 会長  

10 髙 橋  健 一 越前町ボランティア連絡協議会 会長  

11 姉﨑 加奈子 越前町母親クラブ  

12 杉 本  博 社会福祉法人 光道園 朝日事業所 所長  

13 山下 三紀代 越前町社会福祉協議会 事務局長  

（＊順不同） 
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３．策定の経過 

月 日 経   過 

平成27年 

12月 1日～ 

  22日 

■第３次障がい者計画策定に関するアンケート調査実施 

・調査方法：配布回収は郵送により行った。 

・調査対象者：町内に在住する全ての障がい者 1,541人を対象とした。 

・回収率：54.8％（配布数 1,541票、回収数 845票） 

平成28年 

7月 7日 

第１回策定委員会 

○障がい者計画策定の目的について 

○越前町の障がいを取り巻く現状及びアンケート結果について 

10月11日 第１回庁内ワーキンググループ会議 

○「越前町障がい者計画」について 

○アンケート結果について 

○第２次計画の進捗状況の確認について 

11月14日 第２回策定委員会 

○第２次計画の進捗状況について 

○第３次計画の基本理念について 

12月13日～ 

  27日 

関係団体聞き取り調査実施 

①西田中区長（13日） 

②越前町ボランティア連絡協議会（16日） 

③当事者団体（家族会） 

 ・丹生はんどく会（17日） 

 ・精神障害者家族会（19日） 

 ・越前町身体障害者協会（19日） 

④町内の障害者相談支援事業所（27日） 

平成29年 

2月 9日 

 

第２回庁内ワーキンググループ会議 

○計画策定の経過について 

○課題と施策について 

○報告書の確認について 

2月17日 第３回策定委員会 

○計画策定の経過について 

○基本理念の確認について 

○計画の推進について 

2月24日～ 

3月 9日 
■パブリックコメントの実施 

3月15日 
町長への報告 
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４．第３次越前町障がい者計画策定に関するアンケート調査票 
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第３次越前町障がい者計画 

平成29年３月 

越前町 福祉課 

所在地：〒916-0192 福井県丹生郡越前町西田中13-5-1 

電 話：0778-34-8725(直通) ＦＡＸ：0778-34-1235 

メールアドレス：fukushi@town.echizen.lg.jp 
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