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は じ め に 

 

 精神障がい者の地域移行に関する国の施策は、平成 16年の精神保健医療福祉の改

革ビジョンにおいて、「入院医療中心から地域生活中心へ」を基本指針としました。 

また、平成 26年の精神保健福祉法改正に伴い、「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」を定め、地域生活を支えるための精神医療の実

現に向けて、多職種が連携して目指すべき方向性を策定しました。 

 こうした中、平成 29年に、精神障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが地域の

一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう「精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステム」の構築を目指すことを新たな理念として明確にし、令和 3

年 3月に「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築にかかる検討会」報

告書が取りまとめられました。また、令和４年６月には「地域で安心して暮らせる精

神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書」が取りまとめられ、現在、精神保

健に関する市町村等における相談支援体制の整備、第 8次医療計画への反映、精神科

病院に入院する患者への訪問相談、医療保護入院の見直し等について検討されている

ところです。 

 本県の精神障がい者の地域移行推進のための取組は、平成 19年に朝倉地区で「精

神障害者地域支援の在り方に関するモデル事業」を開始し、平成 22年度から全保健

福祉（環境）事務所において実施しています。さらに、平成 25年度から平成 27年

度まで、退院後の精神障がい者の地域生活を見守る体制の充実を図るため「地域支援

定着推進事業（早期に医療機関に繋ぐしくみ作り）」を実施し、「精神障害者地域定着

推進事業処遇プラン事例集」を取りまとめました。そして、これらを踏まえ、平成 29

年度に「処遇プラン普及事業」及び「こころの健康手帳活用事業」を開始し、精神障

がい者が希望する地域生活を送るための支援体制づくりを行っています。 

 現在、本県においては「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向

けて、各保健福祉（環境）事務所が、各市町村において地域の現状や課題を明らかに

し、保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置を進めるための支援を行っていま

す。当センターとしましても、精神障がいを有する方を重層的に支援するため、関係

機関と連携し、市町村等における相談支援体制の整備を図るため尽力してまいる所存

です。 

 今般、本県の地域支援事業の充実強化を図るため、令和 3年度精神障がい者社会復

帰促進事業（地域支援事業）報告書を作成しましたので、今後の同事業の推進に御活

用いただければ幸いです。 

 

 令和 4年９月 

福岡県精神保健福祉センター  

所 長  楯 林 英 晴  
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１ 地域の現状及び問題点 

  筑紫保健福祉環境事務所は福岡市に隣接し、管轄区域は筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び

那珂川市の５市である。面積は約２３３㎢で、人口は４４０，３７７人（令和４年３月１日）となって

いる。福岡都市圏のベットタウンとして人口増加が著しく高齢化率は、県、全国と比較して低くなって

いる。 

当所では、平成２０年度から、当所が主催する精神障がい者地域支援関係機関会議における意見交換

や事例検討、関係機関へのヒアリング等を通して、市、精神科病院、障がい福祉サービス事業所等と連

携した地域支援体制の構築に向けた取組みを行ってきた。 

また、措置入院者の退院後の医療等の継続支援については、県事務処理要領に基づき、保健所が主体

となり措置入院者等の同意を得て退院後支援計画を作成し、計画に基づいた支援を実施している。 

本事業については、これまでの事業実施状況などを見直した上で、改めて関係機関会議等において地

域課題の整理及び今後の方向性についての検討を行うことが必要と思われる。 

 

２ 実施状況  

（１）事業実施経過 

  事業実施経過については、別紙１参照とする。 

 

（２）令和３年度事業実施内容 

① 精神障がい者地域支援関係機関会議 

日 時：令和３年１２月２７日 

場 所：筑紫総合庁舎 第２会議室 

参加者：管内障害福祉担当係の担当及び係長等 １５人 

内 容：精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた協議 

     

② 個別支援会議（退院後支援計画に係る会議、医観法ケア会議、他機関主催の会議含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
支援対象者数 開催 

回数 実人数 延人数 

ケース会議（当所主催） １２ １２ １２ 

医療観察法ケア会議 ５ １０ １０ 

その他関係機関主催支援会議 １０ １２ １２ 

計 ２７ ３４ ３４ 
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③ 筑紫地区地域自立支援協議会への参画 

全体会（課長）、連絡会（係長）、各市ネットワーク会議（地区担当）、地域連携部会(担当)  

  ④ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築の取組状況に係る市町村ヒアリング 

    今後の協議の場の設置や、構築のプロセス等について、管内５市にヒアリング実施。 

    ＜結果＞ 

・構築を市で進めないといけないと考えているが、重層支援体制整備も取り組まないといけない

中で、取り組み方もわからず、精神に特化したケアシステムを作る具体的な計画はない。 

・今後の構築のプロセスとして、協議の場やアセスメントは５市一緒に行う方向で意見が一致。 

・「医療との連携」「啓発」について、５市一緒に取り組んだ方が良いという意見が多い。 

・個別支援における庁内連携は取れている。 

・各市に基幹相談支援センターができたが、以前と業務内容は変わっていない。 

 

３ 事業を進める上での課題及び今後の方針 

平成２０年度から「情報の共有」及び「連携」をテーマに、精神障がい者地域支援関係機関会議等を実

施しながら、精神障がい者の地域支援体制の構築に向けた取組みを行ってきた。 

事業開始から１０年以上を経過し、国においても「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

」に資する取組みが推進されていることを受け、これまでの事業実施状況などを見直した上で、改めて関

係機関会議等において地域課題の整理及び今後の方向性についての検討を行う。 

（１）社会復帰促進事業 

① 精神障がい者地域支援関係機関会議の開催 

ア 関係機関会議（１回） 

・地域の現状や情報提供、保健所の退院後支援計画に関する取り組みについて説明し、今後の連

携体制について検討する 

   イ 協議の場に向けた準備会（３回程度） 

    ・令和３年度に依頼した「構成要素ごとの現状確認シート」の結果をもとに、地域アセスメント

を進め、何からどのように取組むかを明確にするため、５市と保健所で協議する。 

4



ウ 研修会（１回） 

知的障がいと精神科医療をテーマにした研修会の実施 

※昨年度開催予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響で開催できず 

② 筑紫地区地域自立支援協議会との連携 

地域支援関係機関会議における検討結果を全体会・連絡会へ報告、地域連携部会及び各市ネット

ワーク会議等への参加 

③ 地域定着推進事業 

ア 精神障がいのある人の退院後支援 

措置入院者等がニーズに応じた必要な支援が受けられるよう、同意を得た上で退院後支援計画

を作成し、計画に基づいた支援の実施。また、措置入院中の状況の確認を定期的に行い、退院後

支援計画についての説明用媒体（別紙２）を作成及び活用し、退院後支援計画の充実を図る。 

イ 処遇プラン普及事業 

ウ こころの健康手帳活用事業 

（２）その他 

① 訪問指導体制強化事業 
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（別紙１）

事業経過

Ⅰ地域支援事業

＜筑紫地区の課題の抽出＞

①人・制度の共通認識

社会資源名簿の作成

②患者数と受け皿の実態把握

630調査及び

市町障害者福祉計画の把握

③事例検討会

事例検討による

地域課題抽出

④埋める人・・・地域づくり

病院と地域との連携強化

⇒・「入退院連絡カード」

の作成

・ 人材育成

（研修会や会議の開催）

Ⅰ地域支援事業

①会議・研修

・実務担当者会議（市町）

・地域支援関係機関会議

（実務者）

・地域支援関係者への研修

・精神科病院ヒヤリング

（H26～H27）

・就労支援関係機関会議

②社会資源名簿の整理（H24）

③入退院連絡カード活用

（H24）

Ⅱ精神障害者地域支援

定着推進事業(H25～）

Ⅰ精神障がい者社会復帰促進事業

○関係機関へのヒアリング

（市町福祉担当課、事業所等）

○地域支援関係機関会議

Ⅱ精神障がい者地域定着推進事業

○「処遇プラン事例集」、

「こころの健康手帳」

ワーキングループ参加

○処遇プラン普及事業（新規）

こころの健康手帳活用事業（新規）

筑紫地区地域自立支援協議会

相談支援部会にて周知

Ⅲ精神障がい者訪問指導体制強化事業

Ⅰ精神障がい者社会復帰促進事業

○地域支援関係機関会議

Ⅱ精神障がい者地域定着推進事業

○処遇プラン普及事業

○こころの健康手帳活用事業

地域支援関係機関会議

(事例検討会)にて周知

Ⅲ精神障がい者訪問指導

体制強化事業

精神障がい者が安心して

暮らせるまちづくりを目指して

Ⅰ精神障がい者社会復帰促進事業

○関係機関へのヒアリング

○地域支援関係機関会議

Ⅱ精神障がい者地域定着推進事業

○処遇プラン普及事業

○こころの健康手帳活用事業

地域支援関係機関会議にて周知

Ⅲ精神障がい者訪問指導

体制強化事業

地域支援関係機関会議にて周知

Ⅳ精神障がいのある人の退院後支援

（H30年９月～）

◆地域移行の推進に向けた体制整備

◆退院支援に関する関係機関間の連携体制の構築

平成２０年度～ 平成２４年度～平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度～令和３年度

筑
紫
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
取
組
み

◆精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

国
の
動
向

平成23年「地域包括ケアシステ

ム」（介護保険法規定）

平成28年6月「地域共生社会の実現」

（一億総活躍社会閣議決定）

平成29年6月「地域福祉の理念を規

定」（改正社会福祉法）

平成16年9月

「入院中心から

地域生活中心

へ」（精神保健
福祉施策の会改革

ビジョン）

平成21年9月

「地域を拠点

とする共生社

会の実現」（精
神保健福祉法の

改正）

平成29年2月「精神障害

にも対応した地域包括ケ

ア」（これからの精神保

健医療福祉のあり方に関す

る検討会）

平成25年「共生社会を実現するため、社会参加の確保、

社会的障壁の除去等を規定」（障害者総合支援法施行）

平成25年「精神障害者の地域生活への移行促進、精神障

害者の医療に関する指針の策定等を規定」（精神保健福

祉法の改正）

平成18年「3

障害一元化、

地域生活支援、

就労支援」
（障害者自立支

援法施行）

令和2年6月「重層的支援体制整備事

業」（改正社会福祉法）

令和3年3月「誰もが安心して自分ら

しく暮らすことができる地域共生社

会の実現を目指して」（精神障害にも

対応した地域包括ケアシステムの構築

に関する検討会）
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退院後に、あなたらしい生活を安心して送れるよう、入院

中から必要な医療、福祉、介護、就労支援などの支援体制

を整える計画です。 

 

 
 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退

院 

計画書の交付 

支

援

開

始 

みんなで、あなたの退院後の生活を応援します 

＜質問したい時の連絡先はここです＞ 

 福岡県筑紫保健福祉環境事務所  

健康増進課 精神保健係 担当：（    ） 

TEL: ０９２-５１３-５５８５ 

●退院後支援計画とは 

退院後支援計画について  

      さんの退院後生活環境相談担当者は 

   病院の     PSW です   

 さんです。 

本人 

福祉サービス機関 

市役所 

 

家族 

保健所 

PSW 

主治医 

訪問看護 

入院中に、あなたと病院の担当者と話し合いながら、退院後の生

活の計画を保健所の保健師が作ります。支援計画は、同意に基づ

き作成します。計画に基づく支援期間は６か月です。 

・あなたに必要な地域の支援者が選ばれ、退院後に支

援を開始します。例えば訪問看護は、約束をした日

に、あなたと会って、体調や服薬の確認をします。 

・支援計画は、目的以外には使用しません。秘密も守

ります。 

●支援計画作成の流れ 

 

●同意したらどうなるの？ 

・退院して、困った時に相談にのってくれます。例え

ば、「薬の相談をしたいけど、主治医にうまく言え

ない」、「食事や洗濯などの家事ができるか不安」な

どの困りごとのアドバイスをもらえます。 

・計画に同意した人は、同意していない人より、再入

院が少ないという結果がでています！ 

●メリットは？ 

あなたの生活を支援するた

めに、あなたも含めて関係機

関で話し合います 

入

院 

（別紙２） 
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１ 地域の概要 

  粕屋保健福祉事務所は古賀市・糟屋郡７町を管轄し、面積 206.71ｋ㎡、人口 294,372人（令和 4

年 4月 1日現在）。ＪＲ鹿児島本線、篠栗線及び香椎線に沿って展開し、交通の便が良いことから

福岡市及び北九州市への通勤圏に位置している。ベッドタウン化に伴い、近年は世帯数及び人口が

増加傾向である。高齢化率は、24.2％（県平均 27.9％）と低い地域である。 

   管内の精神科病院は７か所（病床数 1,006床）、精神科クリニック３か所あり。 

   障害者総合支援法に基づく自立支援協議会は全ての市町で設置されている。（古賀市・新宮町で

1か所、中南部地域で 1か所） 

 

２ 事業の経過 

当所では平成 21年度に「精神障害者地域支援関係機関会議」を設置し、地域課題の抽出、事例

検討、調査等、精神障がい者が住み慣れた地域で安心して生活することができるように支援体制の

構築に取組んできた。 

 これまでの取組みを通して、地域の関係機関の顔の見える関係づくりの一助となり、地域支援

体制の強化に繋がりつつある。また、支援者との情報共有やスキルアップを行ってきたことによ

り、地域移行や地域定着の考え方が浸透しつつあり、個別の地域移行ケースについては、関係機

関の連携が図れるようになってきた。しかし、新型コロナウイルス感染症による面会制限等によ

り、連携をとりづらい状況が続いており、ICT等を活用しながら、課題である支援者の質の向上

及び支援体制の強化のため、取り組みを継続している。  

 【粕屋圏域における特徴】 

管内の精神科病院の 2017年退院率は 3ヶ月、6カ月、1年時点のいずれも県平均より低く（退院

後 1年時点 粕屋 77.3％ 県 86.0％）再入院率も退院後 3ヶ月時点（粕屋地区 30.0％、県平均

23.0％）、6ヵ月時点（粕屋地区 33.0％、県平均 29.0％）ともに県平均より高くなっている。 

新規入院患者の平均在院日数も県平均 137日に対し粕屋地区は 192日であり、県下で最も長い。 

 

 

 

３ 令和３年度事業について 

 

（１）事業目的 

・精神障がい者が住み慣れた地域で安心して生活するための支援体制（病院と地域関係者との連

携強化）の構築を目指す。 

・精神科医療機関において、退院に向けての協議を図るとともに、精神障がい者の社会復帰促進

を図る。 
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（２）事業内容 

 ① 病院と地域関係者との連携強化を図るための地域データ等の整理分析、対象者・関係機関へのヒ

アリング実施及び地域移行支援に係る取り組みについてアンケート調査（精神科病院、相談支援

事業所、市町対象）の実施 

 

（成果・課題） 

  ・地域移行支援に係る取組みについては、アンケート調査を実施し、精神障害者自立支援関係会議 

で報告を行った。 

・来年度は、相談支援事業所に対し、退院を阻害している要因、課題についてのヒアリングを行う。 

得られた情報は、市町が地域課題を抽出する際の参考になるよう情報提供を行う。 

 

② 精神障害者自立支援関係機関会議  

対象：精神科病院、市町、相談支援事業所、障害者就業・生活支援センター 

日時 目的 内容 
出 席 

者 数 

【第 1回】 

令和 3年 

11月 2日

（火） 

14:00～16:30 

当管内の課題である各機関

の役割及び情報の共有、連携

しやすい顔の見える関係づく

りを目的に、医療機関と地域

の精神障がい者支援の核とな

る相談支援事業所との連携強

化及び、相談支援事業所の資

質向上を目指す。 

 

 

１）第一部 

（1）「地域移行定着支援の取組み状況につ

いて」調査報告 

（2）「福間病院における退院支援につい

て」 講師：医療法人 恵愛会 福間病院 

 精神保健福祉士 上石恵理氏 

（3）意見交換 

２）第二部 

（1）管内における精神保健医療について 

（2）自殺対策について 

（3）引きこもり相談窓口について 

（4）「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関

する条例」の改正について 

２５名 

  

（成果・課題） 

・今年度は、新型コロナウイルス感染症患者の急増により、担当者会議を併せて実施した。第二部

では、全般的な内容を広く情報提供することができた。次回は、個々の事項について協議できる時

間を確保したい。 

・本会議により、管内関係機関の地域移行定着支援の取組み状況・課題を共有することができた。 

会議の中で、福間病院における退院支援の実際についての報告を組み入れ、精神科病院、相談支援

事業所からは「参考になった」との意見を多数いただいた。 

 ・管内の精神科病院の退院率は県平均より低く、新規入院患者の平均在院日数も県下最も長いこと

から、退院支援体制の強化を図るための取り組みが必要である。次年度は、事例検討を導入し、地

域で生活するためのサービス、必要な支援機関、各機関が果たすべき役割について協議しながら、

支援者のスキルアップと退院支援の促進を図りたい。 
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③ 関係機関職員研修 

対象：精神科病院の精神保健福祉士 

日時 目的 内容 
参 加

者 数 

令和４年 

3月 23日

（水） 

14:00～15:00 

WEB開催 

精神保健福祉士等と保

健所職員が、情報共有

を行い、退院後支援に

向けた支援体制づくり

の強化を行う。 

１） 情報交換 

「退院支援に向けた院内および院外の連携に

ついて」 

２） 令和３年度精神病院実地指導について 

３）新型コロナウイルス感染症対策について 

 8名 

 

（成果・課題） 

・管内の全ての精神科医療機関（7か所）より参加があった。 

精神保健福祉士に対象を限定したこともあり、退院支援における各病院の課題や実情を把握する

ことができた。 

医療機関により、患者の層（認知症、重度の障害者）は異なるが、環境因子が整えば、退院可能な

患者は少なくないとの意見が出された。退院を可能とするためには、病院の職員が退院の視点を持

ち、関係機関（相談支援事業所、通所介護事業所、地域活動支援センター、市町等）と連携しなが

ら退院支援を行うことが出来れば、退院率、入院日数の短縮化を図ることが可能と思われる。 

・来年度の研修では、医療機関の職員が多職種連携のもと、入院時から退院を見据えてケアを開始

し、在宅移行時に支援機関と連携しながら退院支援を行うことを目標として退院移行事例を展開

しながら多職種で検討することとする。 

 

④ 精神保健福祉講座（交流会） 

日時 目的 内容 
参 加

者 数 

R3年 

12月 22日

（水） 

14:00～ 

  16:00 

 
 
一般住民等に対して精神疾

患（引きこもりも含む）、障
害への誤解や偏見の解消を図
り、正しい理解を深めるとと
もに、精神障がい者の社会復
帰促進を図る。 

 

 

 

 

１）テーマ「楠の会の活動をとおして得

たこと・伝えたいこと  

   ～事例を振り返って～ 」 

 報告者：福岡「楠の会」吉村 文恵氏 

２）家族交流会 

3名 

R3年 

1月 23日 

（土） 

13：30～ 

  15:30 

 

「不登校・ひきこもり家族交流会 

（宇美町）への参加」 

 

 

 

 

（成果・課題） 

○参加者は少数であったが、悩みをじっくりと聞き、相談支援事業所へとつなげることができた。

講演会終了も、参加者同士で話をして、連絡先交換するなどの横のつながりが出来ている。 

 個別相談のあったものについて、引き続き、ひきこもり交流会に案内し、参加者の拡大を図る。 

ひきこもり支援に取り組んでいる社会福祉協議会（志免町、宇美町）と連携しながら事業の展開 

を図っていく。 
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⑤ 精神障害者地域定着推進事業 

 ア 処遇プラン普及事業 

（ 目 的 ）処遇プランを作成し、病状悪化がある場合に、本人・関係者がプランに沿って対応す

ることで早期に医療に繋ぎ、再発を予防する体制づくりを行う。 

 

（ 実 施 ）新型コロナウイルス感染症対策等により、今年度は院内面接等の制限があり、実施

事例はなかった。 

 

（成果・課題） 地域支援者の中での活用が、進んでいない状況がある。「退院後支援に関するガイ 

ドライン」の普及に向けた業務の中で、クライシスプランの意義等について周知して 

いく。今後も保健所が積極的に活用し、有効性などを示していくとともに、会議、研      

修会等あらゆる機会をとおして事業の周知を図っていく。 

イ こころの健康手帳活用事業 

（ 目 的 ）本人が主体的に安定した地域生活を継続できるように、医療機関、障害者福祉サー

ビス事業者等が、こころの健康手帳を活用し本人が希望する生活の実現に向けた支

援を行う。 

 

（ 実 施 ） 今年度の実施事例はなかった。 

 

（成果・課題） 保健所で関わる事例は、急性期や、処遇困難等の事例が多く、こころの健康手帳を 

積極的に勧奨するケース等に関わる事が少ないため、保健所保健師自体の活用経験

が進まない現状がある。今後、長期入院患者の地域移行、地域定着に関するケース

支援等を中心に、「こころの健康手帳」の活用を促進していく。 

   

⑥ 精神障がいのある人の退院後支援計画 

（ 目 的 ） 国の「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」に基づ

き、「精神障がいのある人の退院支援に関する福岡県事務処理要領」を策定し、平

成 30年 9月から緊急措置入院を含む措置入院者のうち、退院後支援に関する計画

に基づく支援を受けることに同意した者について、退院後支援に関する計画を作成

し、関係機関によるニーズに応じた有効な支援につなげる。  

 

（ 実 施 ）「精神障がいのある人の退院支援に関する福岡県事務処理要領」に沿って、今年 

度は同意の取れた 8名に退院後支援計画を作成した。 

令和 4年 3月末現在、計画終了に至った人 4件、支援中 4件である。 

 

（成果・課題）  退院後支援計画作成に同意があった事例は、支援期間終了まで順調に展開した。 

しかし、支援対象者（緊急措置入院・措置入院者）の同意が得られず、計画作成 

が進まない、医療機関より当所に連絡がないまま退院した事例もあった。 

入院時に、医療機関や本人への説明を丁寧に行う必要がある。 

 

⑦ 個別支援会議 

   ケースの課題解決に向けて、関係者での情報共有や整理、アセスメントを繰り返しながら、的 

切な支援につなげる事を目的に行っている。 
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令和３年度 個別支援会議開催件数（他機関主催の会議も含む） 

事例数（延べ回数） ３３事例（６４回） 

 うち地域移行にかかる事例数           １２事例（３２回）                                                                          

うち地域定着にかかる事例数 ２１事例（３２回） 

 

（成果・課題） ケース会議をとおし、支援者間の役割を理解する機会となり、顔の見える関係づ

くりの強化や、支援者個人のスキルアップにも繋がった。今後、クライシスプラン

の活用を保健所が積極的に取り入れ、周知啓発の機会としていく。  

 

 

４ 今後の取り組みについて 

  引き続き、会議や研修、周知･啓発活動を続けていくとともに、令和４年度は特に、以下の内容に

ついて重点的に行っていく。 

 

目  的 精神障がいのある人が、医療機関と地域支援者との協働による支援を受けて、本人の望む 

地域生活を送ることができる。                                                        

          ○ 入院患者が、退院後の生活についてイメージを持てるようになる。  

      ○ 医療機関が入院時から退院を見据えた支援を多職種連携のもと行うことができる。 

       ○ 医療機関職員と地域における支援機関との連携強化を図る。 

 

実施内容 Ⅰ．患者に対する「退院に向けた意欲の喚起」を医療機関と協働して実施する。 

個別事例を通じて、措置入院患者の地域移行、地域定着支援を多職種連携のもと、院

内全体で検討できるよう退院後生活環境相談員を窓口として、看護長等に相談しなが

ら、計画作成についての支援を行う。また、可能であれば、事例報告会を行うなどし

て、退院支援の促進を図る。 

 

Ⅱ．精神障害者自立支援関係機関会議について、多職種への参加を促す。 

精神科病院の看護長との連携を図り、事例報告会には、普段は参加しない多職種（医

師･病棟看護師・薬剤師･事務職等）の出席を促す。 

院内全体で退院支援に取り組むことができる環境づくりの支援を行う。 

 

Ⅲ．「退院後支援に関するガイドライン」の普及を通し、ケース支援体制の強化を図る。

ガイドラインのスムーズな運用・定着を目的に、実際の事例を通しての学びの機会を 

持つなどして、地域の体制づくりの一助とする。ケースひとつひとつに丁寧に対応し、 

ガイドライン対象以外のケース対応に関しても、波及させていくなどし、ケース支援体 

制の強化につなげる。 

 

Ⅳ．相談支援事業を対象とした地域移行支援についてのヒアリングの実施 

令和 3 年度は、精神科病院へ退院支援を行う上での課題等についてヒアリングを実施

した。4年度は、相談支援事業所に対象として、地域移行、定着支援を行う上での課題等

についてのヒアリングを行う。 
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糸島保健福祉事務所
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１ 地域の現状及び問題点 

福岡県糸島保健福祉事務所は福岡県の北西部に位置し、福岡・糸島地区保健医療圏域に属して

いる。糸島地区は福岡市西区に隣接し、JR筑肥線が福岡市地下鉄と相互乗り入れしており、交通

の利便性からも住民は福岡市西区等の医療資源を利用することが多い。当所は、平成２２年１月

１日の市町合併により糸島市が誕生し、糸島市１市（人口約１０万人）を管轄している。 

 管内には精神科病院２病院と４クリニックがあり、精神障がい者支援関係機関は資料１のよう

になっており、精神障がい者への支援が徐々に広がっている状況である。また、平成２７年度に

市の自立支援協議会専門部会（精神部会）が設置され、当所会議と連携して地域の精神障がい者

支援の取組を進めているが、精神障がいに対する住民理解や長期入院者の地域移行、支援者の研

修体制の充実等が課題となっている。 

 

２ 実施状況 

(１)糸島市自立支援協議会との連携（図１） 

 糸島市が実施する自立支援協議会（年２回開催）及び下部組織の運営委員会・精神部会（月１

回開催）と連携し、地域課題の解決に向けた取組を進めていたが、令和３年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で自立支援協議会１回（Web開催）、運営委員会６回（４回は Web開催）、精神

部会４回（３回はWeb開催）、自立支援協議会研修会１回（Web開催）という状況であった。 

 

(２)精神障がい者社会復帰促進事業関係者会議の開催 

 代表者会議（年１回）は令和３年７月に書面にて開催した。 

関係者会議（年２回）については、精神障がい者の支援に必要な視点を学ぶとともに、各関係

機関の情報共有・困難事例の検討、必要に応じて調査・研究等を行い、関係者のスキルアップを

図る予定であった。しかし、令和３年度は新型コロナウイルス感染予防の観点から実施回数を１

回とし、令和３年１０月にWebにて開催した。事例検討や情報交換を行う中でオンラインコミュ

ニケーションを図ることができている。 
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(３)定例ケース検討会の開催 

当所では、毎月処遇困難事例を検討する場として、精神科医師を助言者としグループワークを

基本とした定例ケース検討会を開催している。毎回、糸島地域で精神保健・医療・福祉業務に従

事する者に参加を呼びかけ開催しているが、令和３年度については新型コロナウイルス感染防止

の観点から、１回のみに縮小して実施した。昨年度実施した検討会については、計１０カ所の関

係機関でグループワークを通し、処遇困難事例について精神科医師の助言を受けつつ他職種間で

検討していく中で相談資質の向上やネットワークの強化に努めることができた。 

 当該検討会の参加機関は、市、障がい者相談支援センター、精神科病院、訪問看護ステーショ

ン、訪問介護事業所、就労支援事業所、共同生活援助事業所、地域活動支援センター、家族会、 

地域包括支援センター等と多岐にわたり、計３２か所の関係機関が関係しており、地域の関係者

の相談資質の向上やネットワークの強化につながっている。 

 

(４)「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」への取り組み状況（糸島市） 

令和３年度は当所主催の関係者会議で、当所からヒアリング調査の県のまとめの研修を受け、

その復命報告をした。糸島市では「住まい」「保健・予防」「分析・評価」について今後取り組む

必要があることが明らかになった。 

 

(５)小中学校への啓発活動 

 平成２６～２７年度の当所会議において、精神障がいやこころの健康に関する理解を深めるた

めには、「幼少期から教育の一環として啓発することが重要」との意見があった。このため、平成

２８年度に小中学生に対する各関係機関の啓発活動を一覧にした資料を作成し、市教育委員会を

通して学校長会で周知し、幼少期からの啓発活動に取り組んでいる。 

 令和元年度は、病院職員と一緒に病院の近隣小学校に出向き、病院主催のイベントポスターの

掲示の依頼など、学校関係者に直接働きかけを行った。令和２、３年度については新型コロナウ

イルス感染症の影響により実施できていない。 

 

３ 事業を進めるうえでの課題及び今後の方針 

(１)糸島市自立支援協議会専門部会（精神部会）と当所精神障がい者社会復帰促進事業関係者会

議の役割機能については、引き続き図１の体制で実施し、検討する。 

 

(２)長期入院者の地域移行・地域定着を推進するため、病院・地域支援者・行政等の関係機関で

一体となって取組を進める。 

 

(３)ケース検討会・関係者会議を通して、地域で精神障がい者を支援する関係機関職員のスキル

アップと連携強化を図る。 

 

(４)地域住民の精神障害に対する理解と受け入れを促進するため、小中学生を対象とした各関

係機関の啓発活動を継続する。 
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糸島地区精神障がい者地域支援体制（R４.4.1）

○自立支援医療受給者証所持者数 1606人(R4.3)
○精神保健福祉手帳所持者数 878人(R4.3)

障がい者相談支援センター

相談支援専門員が障害福
祉サービス等の利用援助な
ど、地域生活に関する様々
な相談を受けます。

行政機関

家族会、自助グループ

医療

相談・連携・研修

生活支援

相談・支え合いの場

1 みなかぜ病院

2 可也病院

3 堀田クリニック

4 ゆうメンタルクリニック

5 鎌田医院

6
糸島こどもとおとな
のクリニック

地域包括支援センター

1 前原西地域包括支援センター

2 前原地域包括支援センター

3 前原東地域包括支援センター

4 二丈地域包括支援センター

5 志摩地域包括支援センター

6 基幹型地域包括支援センター

高齢者相談（６５歳以上）

相談窓口

訪問系サービス事業所

自宅で、入浴・排泄・食事等の介護、調理、
洗濯、掃除等の家事等、生活全般にわたる
援助を行います。

自立訓練

生活訓練

入浴、排せつ、食事等に関する自立した日
常生活を営むために必要な訓練、生活等に
関する相談及び助言などの支援を行います。

１ MUKA

1 訪問介護ステーション ぴーす

2 ヘルパーステーション 伊都の里

3
糸島市社会福祉協議会
志摩ヘルパーステーション

4
糸島市社会福祉協議会
二丈ヘルパーステーション

5 さくら・介護ステーション前原

6
糸島市社会福祉協議会
ヘルパーステーション

７ ヘルパーステーション 彩々

1 いとしま会（家族会）

2 ＡＡいとしま（アルコール）

3 断酒会（アルコール）

1 あごら

２ 木の実

３ 志摩学園

４ 木の実二丈センター

-25-

訪問看護ステーション

日常生活の中での健康管理のサポート、家族
支援等、身体面・精神面での援助を行います。

1 糸島医師会訪問看護ステーション

２ 訪問看護リハビリステーション よもぎ

３ 訪問看護ステーションten 波多江

４ 訪問看護ステーション れんと

1 糸島保健福祉事務所

２ 糸島市役所

精神科病院・診療所

作成 糸島保健福祉事務所 健康増進課 精神保健係

資料1 
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日中活動・就労支援

<就労継続支援 B型>

1 ゆめいろ舎 40名

2
障がい者福祉施設
さんすまいる伊都

20名

3 MUKA 60名

4
障がい者しごと
支援センター
木の実

40名

5 Sun Sun 10名

6 カフェ ふれんず 15名

7 ステップ 14名

8 ＮＩＨＯ 20名

9 志摩日々菜々 20名

１０ 雷山地豆腐 20名

１１ 傍楽農園 20名

住まいの場

居住系サービス事業所

共同生活の中で、自立した日常生活・社会生活を
営む事ができるよう支援します。

障がい者就業・生活支援センター

就職に向けた準備支援（職場体験実習等）、
求職活動支援（ハローワークへの同行等）、
就職後の支援、生活上の相談に応じます。

日中活動系・就労支援サービス事業所

自立した日常生活・社会生活を営むことができるように
作業の場や憩いの場を提供します。
また、就労の機会を提供します。

<地域活動支援センターⅢ型>

1 いとしま工芸 10名

2 NPO法人みらい 15名

＜就労移行支援＞

１
障がい者しごと
支援センター
木の実

12名

＜就労継続支援 A型＞

1 Sun Sun 10名

2 かけはし 14名

3
ファームパーク
伊都国 即売会

20名

4 KAMU KAMU 10名

5 ポロック 10名

6
ドリカムサポート
糸島

20名

1 一般社団法人
てとて

てとて 3室

2 はる風 3室

3

一般社団法人
クローバー

パレット 4室

4 ライム 9室

ライム2 2室5

リーフ 5室6

7
社会福祉法人
香月福祉会

ファミリーハウス
横断歩道

6室

8

医療法人
せいわ会

ゆうあい1号館 10室

9 ゆうあい2号館 8室

10 ゆうあい3号館 10室

11

株式会社
レグザーク

らぽーる糸島 4室

12

らぽーる前原 7室

らぽーる前原
中央

5室

13 らぽーる南風 3室

14
株式会社

MOCHIMOTSU
ﾋｲｽﾞﾙ荻浦 5室

15
合同会社
あみ

あみ 4室

16
株式会社

Circle
まなび 6室

-26-

糸島地区精神障がい者地域支援体制（R４.4.1）

１ 障害者就業・生活支援センター野の花

作成 糸島保健福祉事務所 健康増進課 精神保健係  

資料1 
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H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

国
の
動
向

糸
島
保
健
福
祉
事
務
所
の
取
り
組
み

社会復帰促
進事業

地域定着推
進事業

退院後支援

図2 事業経過

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

定例ケース検討会（H27～社会復帰促進事業への位置づけ）
※保健所の定例相談日の嘱託医とともに、各関係機関が相談事例を持ち寄って対応方法の検討をしたのが始まり。毎月開催

精神障害者社会復帰促進事業関係者会議（H22～地域支援事業、H24～社会復帰促進事業へ）
※退院促進に関する事例検討や事業所紹介、社会資源名簿内容検討・作成。年4回開催

こころの健康づくり・精神疾患への理解をすすめる
小中学校への啓発事業

精神障害者地域
移行支援特別対
策事業

精神障害者地域
移行・地域定着支
援事業

糸島市自立支援協議会専門部会（精神専門部会）

精神障害にも対応し
た地域包括ケアシス
テム構築
（糸島市ヒアリング）

処遇プラン普及事業

こころの健康手帳活用事業

精神障がいのある人の
退院後支援計画の作成

糸島地区精神障害者交流会
糸島地区の精神障害者による交流会を実施し、精神障害者相互の親睦を図る。年1回開催

平成16年 厚生労働省精
神保健福祉対策本部報告
「精神保健医療福祉の改
革ビジョン」

平成21年 今後の精神保健医療
福祉のあり方等に関する検討会
「精神保健医療福祉の更なる改
革に向けて」の提示

平成26年 「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」

地域移行・地域定着支援事業の個別給付の制度化

平成26年 厚生労働省「長期
入院精神障害者の地域移行に
向けた具体的方策の今後の方
向性」とりまとめ

平成29年 厚生労働省「これ
からの精神保健医療福祉のあり
方に関する検討会報告書」
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宗像・遠賀保健福祉環境事務所
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１ 地域の現状及び問題点 

１）管内の概況 

  宗像・遠賀保健福祉環境事務所は、中間市、宗像市、福津市及び遠賀郡（芦屋町、水巻

町、岡垣町、遠賀町）の３市４町からなり、人口 295,892 人（R3.9.1 現在：福岡県人口

移動調査）である。 

   管内の精神科病院は４病院、精神科病床は 1,328 床である。 

障害者総合支援法にもとづく自立支援協議会は宗像市、福津市（古賀市・新宮町）、遠賀

中間地域の３ヶ所で設置されている。 

    

  ２）事業の経過 

  平成 21 年 10 月に宗像保健所と遠賀保健所が統合。 

平成 21 年度から「精神障害者地域支援関係会議」を設置し、地域実務者 20 名程度で

地域課題の抽出や事例検討を行った。 

平成 24 年度からは会議の対象を実務者レベルに拡大し、精神に障害をもつ人が地域で

安心して生活できる体制整備を目的に「精神障害者地域支援実務者会議」を設置し、顔の

見える関係づくりやスキルアップを目標に実施した。 

平成 25、26 年度にはグループホームへの聞き取り調査を行った。 

平成 28 年度は相談支援事業所より「地域移行（個別給付）を実践した事例について」

報告してもらった。 

平成 29 年度は「精神障がい者地域定着推進事業」に基づき計４事例に処遇プランを作

成し支援を行った。また、管内精神科病院、地域支援事業所などで構成される「地域支援

企画検討会議」を立ち上げ、令和元年度まで、問題解決のための対策（研修）等を検討し 

た。 

令和元年度、2 年度は「精神障害者地域支援実務者会議」の中で「精神障がいにも対応

した地域包括ケアシステム」ミニ講座と事例検討会を組み合わせて実施し、各支援者に対

し個別ヒアリングを実施した。 

 

３）これまでに見えてきた問題点 

（１）入退院時の連携不足 

・精神科病院と地域援助事業者（特に相談支援事業所）が入退院の連絡や情報共有の必

要性は感じているが、必ずしも退院前カンファレンスの開催・地域援助事業者への案内

がなされていない。 

（２）退院後（特に障害福祉サービスを利用しない人）の相談先が不明確 

・退院時は医療（訪問看護、デイケア）中心の支援となることが多く、障害福祉サービ

スを新たに利用する人は限られている。障害福祉サービスを利用せずに退院するケー

スでは地域での相談窓口を本人が知らないまま退院に至っており、基幹型相談支援セ

ンター、もしくは各市町の福祉課で相談対応していることが周知されていない。 

（３）支援者間の精神障がいに関する情報共有・協議の場不足 

・入院から退院までの退院支援の仕組みがなく、医療機関と地域支援事業者の連携がう
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まくとれていない現状がある。 

（４）ピアサポーターの確保・活用の場の不足 

・長期入院患者の退院意欲喚起にはピアサポーターの介入が退院後の生活イメージを

描くことに有効といわれているが、活動できるピアサポーターの把握が十分ではない。 

 

２ 実施状況 

１）宗像・遠賀地域精神障がい者地域支援実務者会議 

 精神障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、保健・医療・福祉

等の実務者が顔の見える連携を深め、障がいのある人に対する充実した支援体制を構築す

ることを目的として実施している。令和３年度は新型コロナ感染拡大防止対策を優先し、

会議開催は見送りとし、管内病院と市町に対し、日頃の連携状況について聞き取りを行っ

た。 

２）保健・医療・福祉関係者による協議の場 

 国の「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」に位置付けられ

ている協議の場を、保健所運営協議会精神保健福祉部会に位置づけ、事業実績や次年度計

画等について協議を行っている。令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

書面会議にて開催した。 

３）精神障がいのある人の退院後支援計画に基づく支援 

  令和３年度中は退院後支援計画２件を作成し、関係機関で連携しながら支援を行った。      

４）宗像・遠賀保健福祉環境事務所社会資源名簿の改訂（別添） 

５）精神保健福祉に関する地域診断 

 人口移動調査、ＲｅＭＨＲＡＤ（地域精神保健福祉資源分析データベース）、福岡県

精神保健福祉センター提供資料を基に地域診断を行った。次年度以降の会議等におい

て、関係機関への情報提供を行う予定。下記に地域診断情報を一部掲載する。 

 

（１）管内人口（平成 13 年から 5 年毎の人口推移） 

  宗像地域の人口は増加、遠賀中間地域は横ばい、または微減傾向である。 
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（２）自立支援医療（精神通院医療）受給者数（R1年度）と人口に占める割合（人口移動調査 R2.9.1） 

   〇二次医療圏別 

 

 

（３）精神障害者保健福祉手帳交付数（R1年度）と人口に占める割合（人口移動調査R2.9.1） 

〇二次医療圏                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

〇管内市町別 

 

〇管内市町 
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（４）医療提供：福岡県地域医療構想（平成 29 年 3 月）による精神疾患の医療提供の状況 

 

二次 

医療圏

入院精神医療 精神科救急医療 SCR（年齢調整標準化レセプト出

現比）（※） 

宗像  7 割強が自己完結 8 割弱が自己完

結。約 2 割が福

岡・糸島区域に

流出。 

項目全般で全国を上回る。 

北九州 9 割弱が自己完結。

京築区域の約 1 割が

流入。 

約 8 割が自己完

結。京築区域の

約 1 割が流入。 

認知症治療病棟入院料及び重度認

知症患者のケアが全国を大きく上

回る。 

※ 医療機能に対するレセプトの出現状況を指標化。100より大きければその医療行為が全国平均よりも 

多く行われている。医療機関所在地をベースで指標化されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業を進める上での課題及び今後の方針 

  当所で実施している社会復帰促進事業については、「精神障がいにも対応した地域包括

ケアシステムの構築」のための取り組みの一環として実施している。 

今後も、事業を進めるにあたって、保健・医療・福祉等関係者による協議の場の設置、

個別事例を通した地域課題の抽出、連携支援体制の構築等を行っていく必要があると考

えている。 

 

 

 

福岡県におけるSCRの状況（精神医療）　～主な項目を抜粋～

指標名 福岡・糸島 粕屋 宗像 筑紫 甘木・朝倉 久留米 八女・筑後 有明 飯塚 直方・鞍手 田川 北九州 京築

精神科訪問看護・指導料 76.8 20.8 257.5 84.2 41.6 347.4 278.2 220.9 152.3 33.5 45.2 46.6

認知療法・認知行動療法 99.9 8.3 866.5 264.0

精神科地域移行実施加算 81.9 117.0 123.2 444.6 168.6 146.5 912.6 88.5 362.9

精神科退院前訪問指導料 91.4 40.8 180.1 88.4 55.1 1227.3 180.1 266.5 88.3 195.5 696.5 72.5 143.3

重度認知症患者のｹｱ（入院） 192.5 166.0 680.2 94.8 177.6 305.8 223.7 256.4 152.4 425.1 1244.2 103.4

重度認知症患者のｹｱ（外来） 346.7 824.4 533.7 220.2 222.0 126.1 101.8 83.8 183.3 238.8 453.6

福岡県地域医療構想（福岡県保健医療計画別冊（平成29年3月）
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作成：宗像・遠賀保健福祉環境事務所
（健康増進課精神保健係）

                           最終更新日：令和4年3月

名称 住所 電話

宗像警察署 宗像市東郷1-2-2 0940-36-0110

警察

名称 住所 電話

福岡県
宗像児童相談所

宗像市東郷１‐２‐３ 0940-37-3255

18歳未満の児童を対象に、児童に関する各種の相談

に応じ、それぞれの問題解決のために必要な指導・援

助を提供する機関です。
児童相談所

市町名 名称 住所 電話 FAX

吉武・赤間・赤間西地域包括支援センター 石丸1-6-7 0940-32-2235 32-2276

自由ヶ丘地域包括支援センター 自由ヶ丘11-13-4 0940-72-6707 72-6708

河東地域包括支援センター 稲元5-2-2 0940-33-2755 33-2756

南郷・東郷地域包括支援センター 田熊1-4-11 0940-62-6514 62-6515

日の里地域包括支援センター 日の里2-28-2 0940-62-5030 62-5031

玄海・池野・岬・大島地域包括支援センター 神湊118-2 0940-36-9001 62-4405

福津市 福津市地域包括支援センター 手光南2-1-1 0940-43-0787 43-3481
各市ホームページより引用

宗像市

　　　　　　　　　社会福祉士・保健師・主任ケアマネージャーを配置し、

　　　　　介護に関する地域のマネジメントを行う機関です。

　　　　　　　　　 高齢者の介護・福祉・医療などの総合相談を行います。
地域包括支援センター

市町名 住所 課・係 電話

宗像市 宗像市東郷1-1-1 宗像市生活支援課 自立生活支援係 0940-36-9５70

福津市 福津市中央1-1-1 福津市福祉課 生活相談係 0940-43-8188

各市ホームページより引用

　生活保護に至る前のセーフティーネット。

　働きたくても働けない、家計が苦しいなど、生活の安定・自立に

　向けて、様々な困りごとの相談に対応しています。
自立相談支援機関

名称 住所 電話

回生病院 宗像市朝町200－1 0940-33-3554

宗像病院 宗像市光岡130 0940-36-2734

福間病院 福津市花見が浜1-5-1 0940-42-0145

堤病院
遠賀郡岡垣町鍋田
2-1-1

093-282-1234

ふくおか医療情報ネットより引用

精神科病院

名称 住所 電話 FAX

宗像市社会福祉協議会
宗像市久原１８０
(メイトム宗像)

0940-37-1300 37-１393

福津市社会福祉協議会
福津市手光南2-1-1

(ふくとぴあ)
0940-34-3341 34-3343

各社会福祉協議会のホームページより引用

地域での生活を支援するために、様々な福祉活動を行ってい

ます。心配ごとの相談や、金銭管理のお手伝い、生活福祉資

金の貸し付けなども行います。
社会福祉協議会

市町名 名称 住所 電話 診療科目

あかま心療クリニック
赤間駅前1-4-1
トリアビル３F

0940-33-0033 精・心

摩利支病院 東郷6-2-10 0940-36-4150 心

いきまる内科クリニック 自由ヶ丘9-1-1 0940-39-8282 心

赤間病院 石丸1-6-7 0940-32-2206 心

野田クリニック 中央3-8-5 0940-34-3322 精・心

おがわせせらぎ診療所
中央3-1-1
福間駅ビル１階
105

0940-39-3646 精・心

福津訪問クリニック 八並255-9 0940-62-5300 精・心

ふくおか医療情報ネットより引用

宗像市

福津市

病院・クリニック・診療所（精神科・心療内科）

名称 住所 課 係 電話

宗像・遠賀保健福祉
環境事務所

宗像市東郷1-2-1 健康増進課 精神保健係 0940-36-2473

名称 住所 課 係 電話

健康課 健診係・健康サポート係 0940-36-1187

福祉課 障害者福祉係 0940-36-3135

高齢者支援課 地域包括ケア推進係 0940-36-1285

高齢者サービス課　 高齢者福祉係 0940-43-8298

福祉課 障がい福祉係 0940-43-8189

福津市手光南
2-1-1(ふくとぴあ）

いきいき健康課 健康づくり係 0940-34-3351

名称 住所 電話

福岡県精神保健
福祉センター

春日市原町3-1-7 092-582-7510代表電話

宗像市役所 宗像市東郷1-1-1

福津市役所
福津市中央1-1-1

行政

福岡県発達障がい者（児）
支援センター　Ｌｉｆｅ ライフ

障がい児者地域生活支援センター
はまゆう

春日市原町3-1-7
TEL: 092-558-1741
平日９時～１７時　土日祝祭日は休み

宗像市自由ヶ丘南3-32
TEL:0940-36-9620

　　　　　　　　　県HP：福岡県発達障がい者支援センター一覧より引用

発達障がいのある本人や家族、関係者からの

相談に応じ、専門的な視点から暮らしをお手伝

いします。

発達障がいに関する相談

名称 住所/対象 対応時間帯/電話

春日市原町3-1-7   平日9:00～17:15

社会的ひきこもり状態にある本人や家族 092-582-7530

福岡県ひきこもり
地域支援センター

福岡県ひきこもり支援等関係団体ガイドブックより引用

ひきこもりに関する相談

市町名 名称 住所 電話

アップルハート訪問看護
ステーション宗像

栄町1-12 0940-39-7011

宗像医師会
訪問看護ステーション

田熊5-5-1 0940-36-1200

訪問看護ステーション
むなかた

東郷6-1-10 0940-37-3136

訪問看護センター阿部 日の里5-1-17 0940-39-3274

在宅看護センターミモザ 日の里1-31-1 0940-37-0046

訪問看護ステーション
ふくま

花見が浜1-11-3 0940-72-4442

福津訪問看護
ステーション

畦町440-8 0940-62-5535

はなえみ
訪問看護ステーション

若木台4-13-11 0940-51-4360

訪問看護ステーション
まる

宮司2-13-18 0940-72-4740

訪問看護ステーション
しらゆり

中央1-19-7
204号室

0940-51-3437

宗像市

福津市

医師の指示に基づいて、利用者の自宅へ訪問

し、必要な医療や療養生活をサポートします。

福岡県HP：訪問看護ステーション　看護ケア情報（宗像・遠賀保健所管内）より引用

訪問看護ステーション

名称 対応時間帯 電話番号

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 平日　8:30～17:15 0940-36-2473

心の健康相談電話
月～金　9:00～16:00
（12～13時は除く）

092-582-7400

心の電話（福岡）
火・木・金
13:00～17:00

092-821-8785

心の電話（北九州） 年中無休　２４時間対応 093-653-4343

ふくおか自殺予防
ホットライン

２４時間対応 092-592-0783

月曜日（13時～16時） 090-1366-7498

火曜日（13時～16時） 080-2750-0646

水曜日（13時～16時）
※第4以外

080-3986-1980

第4水（13時～16時） 0940-33-2731

木曜日（13時～16時） 080-3986-1980

金曜日（13時～16時）

土日祝日（8～16時）
県HP：自殺予防に関する県内の相談窓口のご案内より引用

心の相談電話

080-1729-1955

※窓口により、相談内容が若干異なります。
電話相談窓口

名称 住所/対象 対応時間帯/電話

宗像市田熊5-5-2 平日　8：30～17：30

障がいのある方・障がい者雇用を
考える企業の方

0940-34-8200

福岡市中央区赤坂1-6-19
ワークプラザ赤坂５階

8:45～17:00

障がいのある方 092-752-5801

宗像市役所２階
第1・第2・第3木
10：00～17：00

15～39歳までの
若者とその家族

092-739-3405

福岡市中央区天神1-4-2
エルガーラオフィス12階

平日10:00～18:00

概ね39歳まで 092-720-8830

福岡市博多区博多駅東1-1-33
はかた近代ビル5階

平日　9:30～18:00

40歳～64歳までの中高年者 092-292-9250

平日　8:30～17:15

092-672-8609
ハローワーク福岡東

障害者就業・生活支援
センター　はまゆう

福岡障害者
職業センター

福岡若者サポート
ステーション

（宗像サテライト）

福岡県若者就職
支援センター

福岡県中高年
就職支援センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県ひきこもり支援等関係団体ガイドブックより引用

専門の職員が「働くためにはどうしたらよいか」「どんな仕事が向いている

か」などの相談や、就業するために必要な支援に関する情報提供を行っ

ています。

福岡市東区千早6-1-1

就労相談
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　作成：宗像・遠賀保健福祉環境事務所
（健康増進課精神保健係）

　　　　　　　　最終更新日：令和4年3月
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市町名 名称 事業所名 住所
電話

（市外局番0940）

株式会社ゆり庵 ゆり庵グループホーム 稲元6-10-9 39-3156

社会福祉法人　和奏会 宗像ホーム 吉留字惣原515-1 39-2010

社会福祉法人起生会 玄海さつきの杜 上八1989-1 62-8288

社会福祉法人緑和会 グループホーム　くりえいと くりえいと2-11-8 62-6333

社会福祉法人起生会 宗像ゆうなぎ 神湊西口450-5 62-8188

合同会社BBKプロパティ
マネジメント

ミライホーム宗像 自由が丘南1-5-13 35-5980

社会福祉法人宗像福祉会 グループホームにじいろ 田久1-1241-3 47-2121

社会福祉法人さつき会 ライフアップはまゆう 田野字正吹310 62-3144

株式会社ＭＩＲＡＩ ミライホーム赤間 自由が丘南1-5-13 72-4369

社会福祉法人宗像会 くすくすホーム 用山166-1 37-2555

特定非営利活動法人
丘の上の街

レジデンス　丘の上の街 石丸1-5-1
080-
　3991-7778

一般社団法人仲間たち 藤の木 陵厳寺4-9-18 32-7839

株式会社真和 グループホーム　しんわ 東福間2-16-4
090-
　　2173-4005

医療法人恵愛会
グループホーム
ガーデンサンシャイン

花見が浜1-11-3 72-4409

社会福祉法人起生会 シーサイドヒルつやざき 生家1773-2 52-5198

社会福祉法人起生会 シーサイドヒルつやざきWEST 生家1773-4 52-5198

s-assist株式会社 メゾン・ド・コルザ 渡字神田1480-7 62-5131

社会福祉法人玄洋会 共同生活住宅　安ら居 奴山603 62-5056

                   夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、

                   食事の介護、日常生活上の援助を行うサービスです。

宗像市

指定障がい福祉サービス事業所一覧（令和3年2月1日現在）より引用（3障がい含む）

福津市

共同生活援助（グループホーム）

市町名 申請者名 事業所名 住所
電話

（市外局番0940）

FAX
（市外局番0940）

地域移行・

地域定着

合同会社　ティサポート ティサポート ひかりケ丘7-3-63
090-
 4353-0483

32-7859

株式会社　育
障害児相談支援事業所
はぐくみ

稲元2-1-7 72-1995 72-1996

株式会社MIRAI 相談支援センターMIRAI 自由ヶ丘南1-5-13 72-4369 72-5123

社会福祉法人　さつき会
障がい児者地域生活支援センター

はまゆう
自由ケ丘南3-32 36-9620 38-0187 〇

合同会社　ソーシャルサポート
ぷらんぷらん

ぷらんぷらん　プランニング 赤間3-3-4 51-1050 51-1050

社会福祉法人　清浄会 緑ヶ丘学園 大井1512-1 37-1550 37-1551

合同会社　みつは 相談支援事業所　みつは 池田1268-7 48-9268 48-9268

特定非営利活動法人
丘の上の街

計画相談支援　丘の上の街 田久1090-83 51-4325 51-3779

社会福祉法人　宗像福祉会
むなかた苑
障害者相談支援センター

田久2-5-1 35-1824 35-1911

特定非営利活動法人
宗像コスモス会

地域活動支援センター ひだまり 田熊1-3-48 39-3950 39-3951

株式会社　癒月 相談支援センター ゆづき 土穴2-2-11 51-3720 51-3744

有限会社　ひかり 相談支援センター ひかり 東郷126-4 39-3309 39-3310

社会福祉法人
宗像市社会福祉協議会

宗像市障害者生活支援センター
東郷1-1-1
（市役所内）

34-2411 34-2422 〇

宗像市
宗像市子ども相談支援センター
発達支援室

東郷1-1-1
（市役所内）

36-9098 37-3046

株式会社　KYW
指定特定相談支援事業所
障がい者相談支援センター イキシア

日の里1-11-10　日の

里文化センタービル1F
39-3086 39-3088

Story Design Support株式会社 相談支援事業所「toi.toi.toi」 光岡104-3
　080-
 　1750-8187

　092-
 　　941-5211

株式会社　ゆり庵 ゆり庵相談支援センター 土穴3-2-37 35-5070 36-9139

医療法人
コールメディカルクリニック福岡

相談支援事業所　小さなあしあと 公園通り1-9-3 62-8355 62-8356

社会福祉法人　宗像会 くすの木園 用山433-1 37-2555 36-1329

医療法人　恵愛会 指定相談支援事業所「みどり」 花見が浜1-11-5 34-9750 34-9751 〇

株式会社　山根産業 相談支援事業所　諏訪 西福間2-1-16 43-7565 43-4177

社会福祉法人　水光福祉会
福津市障害者生活支援センター
ふくふくファミリー・水光

西福間4-1-16 36-9772 34-9056 〇

合同会社　ふんわり 相談支援事業所　ふわふわ 津屋崎2-6-20 070-7645-3036

株式会社百合 相談支援事業所　しらゆり 中央1-19-7-204
　070-

 　1338-5472
51-3299

一般社団法人　あんらいえん 相談支援事業所 Be myself福間
中央6-10-6
島田ビル１階

62-5038 62-5039 〇

株式会社　児童発達支援協会 リハビリ相談支援ルーム かもん 中央2-19-3 72-1058 72-1066

社会福祉法人　玄洋会 地域支援センター　さくら 奴山616 52-4686 52-4687

社会福祉法人　玄洋会 福津子ども発達センター・さくら館 福間南3-1284-2 42-1235 42-1236

　　　　　　　　　　　　　　　　生活での困りごとや、福祉サービスを利用するときの相談対応などを行っています。

宗像市

福津市

県HP：指定障がい福祉サービス事業所一覧（令和３年２月1日現在）より引用（3障がい含む）

相談支援

　

市町名 名称 住所 電話 FAX

宗像市 地域活動支援センター ひだまり 宗像市田熊1丁目3−36 0940-39-3950 39-3951

福津市 地域活動支援センター みどり 福津市花見が浜１-5−1 0940-34-9750 34-9751

市HP及び事業所パンフレットより引用

障がいを抱えながら地域で生活する方が、日頃の生活に関する悩みを相談したり、ゆったり過ごし

たり、地域と交流できるきっかけづくりをサポートします。
地域活動支援センター

市町名 申請者名 事業所名 住所
電話

（市外局番0940）

FAX
（市外局番0940）

就労

定着

就労

移行

就労

A

就労

B

合同会社 Ｄ＆Ｉ　Ｌｉｆｅ Ｄ＆Ｉ　ライフ 王丸772 22-8282 22-8282 〇

社会福祉法人 和奏会 宗像学園 吉留字惣原515-1 39-2010 39-2012 〇

社会福祉法人 和奏会 宗像多機能型事業所 吉留字惣原515-2 62-5006 62-5007 〇 〇

社会福祉法人 さつき会 はまゆうワークセンター自由ヶ丘 自由ケ丘3-16-1 35-7171 35-7172 〇 〇 〇

社会福祉法人 さつき会 はまゆうワークセンター宗像 自由ケ丘南3-32 38-0188 38-0187 〇

社会福祉法人 玄洋会 障害福祉サービス事業所「浜千鳥」 神湊118-4 62-1167 62-1168 〇

エスペリオン株式会社 在宅型就労移行支援　ホープ福岡
赤間駅前1-2-1 ライオン

ズマンション赤間801号
62-5514 62-6204 〇

株式会社 ゆり庵 ゆりジョブ 赤間駅前1-2-14 72-4340 72-4341 〇

社会福祉法人 宗像会 くすの木園 大字用山433-1 37-2555 36-1329 〇

特定非営利活動法人

丘の上の街
障害者就労支援　丘の上の街 田久1090-83 51-4325 51-4325 〇

特定非営利活動法人

宗像コスモス会
宗像コスモス会共同作業所 田熊1-3-36 37-3761 37-3781 〇

株式会社　KYW
障がい者就労定着支援センターイキシア田熊事業所（定着）

ワーク＆ライフサポートイキシアオフィスタイプin宗像（移行）

田熊3-7-20

第２力丸ビル店舗
62-6567 62-6568 〇 〇

株式会社T-challenge デイ・ワークセンターこみこみ 田熊1-5-25
090-

　　2089-7869
51-5216 〇

社会福祉法人 起生会 アシスト宗像ワークセンター 東郷1-976-1 37-8755 37-8756 〇

株式会社T-challenge デイ・ワークセンターこみこみ 徳重172-2
090-

　　2089-7869
〇

株式会社 KYW
障がい者就労定着支援センターイキシア（定着）

ワーク＆ライフサポート　イキシア（移行）

日の里1-11-10

日の里文化センタービル１階B
39-3086 39-3088 〇 〇

株式会社 KYW ワーク＆ライフサポートイキシア エンプロイメントタイプin宗像 日の里1-29-4 62-5445 62-5446 〇

株式会社Standup 就労支援センター　すたんどあっぷ
日の里1-11-10

早川ビル2階7号

080-

　　7696-2445
〇 〇

株式会社しょうふく しょうふく
日の里1-11-1

早川ビル2階8号
39-3558 39-3339 〇

オーガニックパパ株式会社 オーガニックパパ 日の里5-3-98-305号 25-5552 25-0376 〇

医療法人　恵愛会 就労支援センター「緑の里」 花見が浜1-5-1 42-7077 42-7077 〇 〇

株式会社 ＩＮＦＩＮＩＴＹ でんでん 若木台1-1-11-10
 090-

     5389-4575
〇

一般社団法人あおぞら 日陽子の会 若木台3-11-17
070-

　　1405-6180
〇

社会福祉法人
サンテラス福祉会 多機能型事業所　福間サンテラス 手光2274-1 35-8760 35-8761 〇

社会福祉法人 水光福祉会 就労支援センター　ほほえみ 西福間4-1-16 34-9055 34-9056 〇

一般社団法人　あんらいえん Ｂｅ　ｍｙｓｅｌｆ　福間
中央6-10-6

島田ビル１階
62-5038 62-5039 〇

社会福祉法人  起生会 アトリエ「夢工房」 津屋崎3-716-1 52-3777 52-3839 〇

合同会社キャンイヤー クロールアップ 福間南5-1-54 51-4660 51-5095 〇

指定障がい福祉サービス事業所一覧（令和3年2月1日現在）より引用（3障がい含む）

　　　         【就労移行支援】　　　　　　 　企業などでの就職を希望する障がいのある方が、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を行うことができるサービスです。利用期限は2年間です。

　             【就労継続支援A型・B型】　 就労したい気持ちはあるが、障がいを理由に、企業などで働くことが難しい方が、軽作業などの就労訓練を行うことができるサービスです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           B型は、雇用契約を結ばない一方で成果に対する報酬を受け取ることができます。A型は、雇用契約を結び、最低賃金額以上の給料が支払われます。

                                               どちらも、利用期限はありません。

　　　         【就労定着支援】　　　　　 　  障がいのある方の、就労に伴って生じる生活面の課題について、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたって行サービスです。

宗像市

福津市

就労支援
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名称 住所 電話

回生病院 宗像市朝町200－1 0940-33-3554

宗像病院 宗像市光岡130 0940-36-2734

福間病院 福津市花見が浜1-5-1 0940-42-0145

堤病院
遠賀郡岡垣町鍋田
2-1-1

093-282-1234

ふくおか医療情報ネットより引用

精神科病院

　

市町名 電話 　　　　　　　　　　　　　　　　 備考

中間市 093-245-7716 093-246-2027 介護保険課　高齢者支援係 内

芦屋町 093-223-3581 093-222-2010 福祉課 高齢者支援係 内

岡垣町 093-282-1211 093-282-1299 長寿あんしん課 地域包括支援係 内

遠賀町 093-293-1234 093-293-0806 福祉課 地域包括支援係 内

水巻町 093-201-4321 093-201-4423 福祉課 包括支援係 内

各市町ホームページより引用　　

社会福祉士・保健師・主任ケアマネージャーを配置し、介護に関する

地域のマネジメントを行う機関です。高齢者の介護・福祉・医療などの

総合相談を行います。
地域包括支援センター

　

　

市町名 名称 住所 電話 FAX

中間市 市民生活相談センター 中間2-10-1 093-246-1030 093-246-5540

遠賀郡
福岡県自立相談支援

事業所（遠賀郡・鞍手郡）
水巻町頃末北
1-12-12 １階

093-203-1630 093-203-1629

生活保護に至る前のセーフティーネット。働きたくても働けない、家計が

苦しいなど、生活の安定・自立に向けて、様々な困りごとの相談に対応

しています。

福岡県HP:自立相談支援機関　相談窓口一覧（令和3年10月1日現在）より引用

自立相談支援機関

市町村 名称 住所 電話

通谷メンタルクリニック 鍋山町1-8 093-243-5569 精

ゆりクリニック
通谷1-36-2
ウエルパークヒルズ北棟1F 093-243-4141

精

心

中間メディカル 扇ヶ浦1-14-1 093-245-3366
精

心

遠賀中間医師会
おかがき病院

大字手野145 093-282-0181 精

高倉クリニック 公園通り1-7-1 093-282-0081
精

心

水巻町
福岡・みずまき　母と

子の心療所
猪熊8-18-28 093-863-0411 精

ふくおか情報ネットより引用

中間市

岡垣町

病院・クリニック・診療所（精神科・心療内科）

住所 電話 FAX

通谷1-36-10
（ハピネスなかま内）

093-244-1230 093-244-1232

緑ヶ丘４-２２ 093-222-2866 093-222-3713

高倉598-1 093-283-2940 093-283-2825

浅木2-31-1 093-293-0430 093-482-8880

頃末南3-11-1
いきいきほーる2階

093-202-3700 093-202-3708

各社会福祉協議会のホームページより引用

地域での生活を支援するために、様々な福祉活動を行っています。心配ごとの

相談や、金銭管理のお手伝い、生活福祉資金の貸し付けなども行います。

名称

中間市社会福祉協議会

岡垣町社会福祉協議会

遠賀町社会福祉協議会

水巻町社会福祉協議会

芦屋町社会福祉協議会

社会福祉協議会

   対象 名称 住所 電話

中間市・
遠賀郡 他

福岡県発達障がい者
支援センター（北九州地域）

北九州市小倉南区春ケ丘10-2  093-922-5523

県HP：発達障がい者支援センター一覧より引用

発達障がいのある方やその家族、支援に関わる方々から相談を受け、家庭や学校、会社、

事業所等における生活や活動の手立て、人とのかかわり方を一緒に考え、サポートする機

関です。

発達障がいに関する相談

名称 住所 対応時間 電話 対象

福岡県ひきこもり
地域支援センター

春日市原町3-1-7   
平日

9:00～17:15
092-582-7530

社会的ひきこもり

状態にある本人

や家族

福岡県ひきこもり支援等関係団体ガイドブック引用

ひきこもりに関する相談

名称 住所 電話

折尾警察署
北九州市八幡西区光
明1-6-6

093-691-0110

警察

名称 住所 電話

福岡県宗像
児童相談所

宗像市東郷1-2-3 0940-37-3255

18歳未満の児童を対象に、児童に関する各種の相談に応じ、それぞれの

問題解決のために必要な指導・援助を提供する機関です。

児童相談所

名称 住所 課 係 電話番号

宗像・遠賀保健福祉
環境事務所

宗像市東郷1-2-1 健康増進課 精神保健係 0940-36-2473

名称 住所 課 係 電話番号

介護保険課
高齢者支援係
（地域包括支援センター）

093-245-7716

福祉支援課 障がい者福祉係 093-246-6282

中間市蓮花寺3－1－6
（中間市保健センター）

健康増進課 健康係 093-246-1611

健康・子ども課 健康づくり係 093-223-3533

高齢者支援係 093-223-3536

障がい者・生活支援係 093-223-3530

健康づくり課 健康増進係

長寿あんしん課 地域包括支援係

福祉課 障害者支援係

健康こども課　 健康対策係 093-293-1253

福祉高齢者支援係 093-293-1294

障がい者支援係 093-293-1296

地域包括支援係 093-293-1293

高齢者支援係

包括支援係

障がい支援係

水巻町頃末南3-11-1
（いきいきほーる）

健康課 健康推進係 093-202-3212

名称 住所 電話番号

福岡県精神保健
福祉センター

春日市原町3-1-7 092-582-7510

岡垣町役場 岡垣町野間1-1-1 093-282-1211

各市町ホームページより引用

水巻町役場
水巻町頃末北1-1-1 福祉課 093-201-4321

芦屋町役場 芦屋町幸町2-20
福祉課

福祉課 

代表電話

遠賀町役場 遠賀町大字今古賀513

中間市役所
中間市中間1－1－1

行政

市町名 名称 住所 電話

訪問看護ステーション
デューン中間

太賀1-1-1 093-244-7381

訪問看護ステーション
Bees

桜台1-19-5 093-244-4888

すずらん訪問看護
ステーション

岩瀬西町55-5 093-981-9753

アウル訪問看護
ステーション

通谷4-1-8 093-482-8075

芦屋町
訪問看護ステーション

こころ
正門町7-11 093-701-4360

小児の訪問看護ステー
ション　にこり

野間3-4-24 093-282-5810

高倉苑
訪問看護ステーション

公園通り1-7-1 093-282-1664

遠賀町
浅木病院訪問看護

ステーション
浅木2-30-1 093-293-8839

水巻町
遠賀中間医師会

訪問看護ステーション
下二西2-1-33 093-202-3504

医師の指示に基づいて、利用者の自宅へ訪問し、

必要な医療や療養生活をサポートします。

中間市

岡垣町

県HP：訪問看護ステーション　看護ケア情報（宗像・遠賀保健所管内）より引用

訪問看護ステーション

名称 対応時間帯 電話番号

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 平日　8:30～17:15 0940-36-2473

心の健康相談電話
月～金　9:00～16:00
（12～13時は除く）

092-582-7400

心の電話（福岡）
火・木・金
13:00～17:00

092-821-8785

心の電話（北九州） 年中無休 ２４時間対応 093-653-4343

ふくおか自殺予防ホットライン ２４時間対応 092-592-0783

月曜日（13時～16時） 090-1366-7498

火曜日（13時～16時） 080-2750-0646

水曜日（13時～16時）
※第4以外

080-3986-1980

第4水（13時～16時） 0940-33-2731

木曜日（13時～16時） 080-3986-1980

金曜日（13時～16時）

土日祝日（8～16時）

※窓口により、相談内容が若干異なります。

心の相談電話

080-1729-1955

県HP:自殺予防に関する県内の相談窓口のご案内より引用

電話相談窓口
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市町名 名称 住所
電話

市外局番（093）

社会福祉法人仲間会 朝霧3-10-5 245-5558

株式会社コローレ 長津2-11-13 981-0457

芦屋町 社会福祉法人まつかぜ会 緑ケ丘3-8 221-4200

株式会社つつじ庵 旭台4-19-21 701-8858

社会福祉法人はまゆう福祉会 山田918 283-1304

社会福祉法人岡垣睦福祉会 大字手野400-1 282-4858

社会福祉法人つつみ会 鍋田2-1-5 283-0952

遠賀町 社会福祉法人桃李会 浅木3-18-39号 293-3540

コージーホーム合同会社 高尾10-6 080-9140-7223

株式会社PSTC 杁1-1-3 287-5278
県HP:指定障がい福祉サービス事業所一覧（令和4年3月1日現在）より引用(3障がい含む)

水巻町

事業所名

岡垣町

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介

護、日常生活上の援助を行うサービスです。

仲間園ケアホーム

わおんグループホーム水巻町えぶり

コージーホーム

つくしんぼ

共同生活援助　あゆみヶ丘

おはな

グループホームはまゆう

みやま邸

指定日中サービス支援型
共同生活援助事業所　まつかぜ苑

ポルト
中間市

共同生活援助（グループホーム）
市町名 名称 住所

電話
市外局番（093）

FAX
市外局番（093）

中間市
中間市障害者地域活動支援センター
パルハウスぼちぼち

通谷1-36-10 243-3387 244-1220

芦屋町 NPO法人　障がい者　YYくらぶ 祇園町2-12 090-7473-4961

岡垣町 身体障害者ディサービス　いこいの里 大字高倉598-1 283-2811 283-2824

遠賀町 障害者支援センターさくら 浅木3-18-33 293-8989 293-9009

水巻町 地域活動支援センター　はまゆう 吉田西3-19-11 201-8115 201-8151

障がいを抱えながら地域で生活する方が、日頃の生活に関する悩みを

相談したり、ゆったり過ごしたり、地域と交流できるきっかけづくりをサポー

トします。

遠賀中間地域障がい者支援協議会発行：遠賀中間地域社会資源MAPより引用（３障がい含む）

地域活動支援センター

                               【就労移行支援】

                               【就労継続支援A型・B型】

                               【就労定着支援】

市町名 申請者名 事業所名
電話

市外局番（093）

FAX
市外局番（093） 就労定着 就労移行 就労A 就労B

特定非営利活動法人 ＡＦＯ 障害者就労移行支援サービス ウイング中間 通谷6-36-11 701-5313 701-5317 〇

株式会社あいの里 障がい福祉サービス事業所 あいの里中間 中底井野1164-30 482-8281 651-1158 〇

一般社団法人オプティ 多機能型就労継続支援事業所いなほ 中間1-8-17 244-2929 244-2929 〇 〇

社会福祉法人　みんなの家会 ほのぼのファクトリーファーム 中央5-10-17 246-4868 246-4868 〇

株式会社コローレ コローレ 中央2-13-23 244-8866 244-8866 〇 〇

社会福祉法人仲間会 障がい福祉サービス事業所　仲間園 扇ケ浦3-13-23 245-2111 245-7835 〇

一般社団法人新生わくわく会 わくわくハッピー 桜台2-18-18 245-7001 701-7932 〇

株式会社ライフクオリティ だりあ 中鶴1-16-28 287-1738 287-1738 〇

合同会社be-h スーベニア 鍋山町13-16　１階 981-3462 981-9729 〇

NPO法人ネットワークぷらす北九州 アイリー
太賀1-1-11
麻生ビル3階

701-8172 701-8173 〇

NPO法人子どもの発達支援を考える
会　一歩

就労移行支援事業所てとて 小田ヶ浦2-2-28
070-

　5533-9325
〇

芦屋町 社会福祉法人　遠賀中間会 障がい福祉サービス事業所　みどり園 緑ケ丘3843-6 223-3311 223-3306 〇

社会福祉法人日本傷痍者更生会 希望舎 野間南4-7 282-0223 282-0297 〇

社会福祉法人つつみ会 就労継続支援B型　あゆみヶ丘 鍋田2-1-5 283-0952 283-2560 〇

社会福祉法人岡垣睦福祉会 てのビレッジ 大字手野969 282-4860 282-4850 〇

株式会社つつじ庵 就労支援センタージョビー 旭台4-19-21 701-8858 701-8857 〇

株式会社ドリカムサポート ドリカムサポート岡垣 海老津2-4-15 281-1555 281-1556 〇

株式会社ドリカムサポート ドリカムサポート遠賀 東山田1-10-32 701-7222 701-7228 〇

特定非営利活動法人　きぬた てぃーだ　Ａ 旧停2-2-12 293-6588 293-6588 〇

社会福祉法人　政憲会 ワークセンターおんが 島津字塚ノ元495-9 293-8931 293-8921 〇

一般社団法人アポロ 就労継続支援事業所　ポールスタ 遠賀川1-6-3 293-6080 293-6080 〇

株式会社勇会 ワークサポート勇おんが
遠賀川1-6-3　麻
生駅前テナント1F

080-
　9105-0781

614-5586 〇

特定非営利活動法人　きぬた てぃーだ　遠賀 遠賀川3-1-2 293-6588 293-6588 〇

株式会社ドリカムサポート ドリカムワーク水巻 頃末北1-12-12 701-7312 701-7313 〇

社会福祉法人
はまゆう福祉会 はまゆうサポートセンター 吉田西3-19-11 201-6151 201-8151 〇 〇 〇

企業などでの就職を希望する障がいのある方が、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を行うことができるサービスです。利用期限は2年間です。

就労したい気持ちはあるが、障がいを理由に、企業などで働くことが難しい方が、軽作業などの就労訓練を行うことができるサービスです。B型は、雇用契約を結ばな一方で成果に対する報酬を受け取ることができます。

A型は、雇用契約を結び、最低賃金額以上の給料が支払われます。どちらも、利用期限はありません。

障がいのある方の、就労に伴って生じる生活面の課題について、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたって行サービスです。

水巻町

中間市

　　　　　　県HP：指定障がい福祉サービス事業所一覧（令和4年3月1日現在）より引用（３障がい含む）

岡垣町

遠賀町

就労支援

市町名 申請者名 事業所名 住所
電話

市外局番（093）

FAX
市外局番（093）

地域移行・

地域定着

社会福祉法人　中間市社会福祉協議会
中間市社会福祉協議会
指定一般相談支援事業所「ぼちぼち」

通谷1-36-10 244-1230 244-1232

一般社団法人　オプティ 計画相談支援こむぎ 中間1-8-16 244-2929 244-2929

NPO法人子どもの発達支援を
考える会一歩

障がい児相談支援事業所　さんぽ 東中間2-15-13 701-4677 701-4677

合同会社　風花 相談支援センター　ふぁみりぃ 中尾1-12-17 246-2608 981-0357

社会福祉法人　仲間会 相談支援事業所　仲間園 扇ケ浦3-13-23 245-2111 245-7835

NPO法人  ネットワークぷらす北九州 レーテ 太賀1-1-11 776-6262 776-6262

社会福祉法人　まつかぜ会 特定相談支援事業所　まつかぜ荘 緑ケ丘2-2 222-0765 222-3344

社会福祉法人
芦屋町社会福祉協議会 芦屋町社協特定相談支援事業所 緑ケ丘4-22 701-5330 222-2885

社会福祉法人　遠賀中間会 障がい福祉サービス事業所　みどり園 緑ケ丘3843-6 223-3311 223-3306

合同会社三本松 小児の相談支援事業所　にこり 野間3-4-24 282-5810 282-5810

社会福祉法人　つつみ会 岡垣町東部高齢者・
障害者相談センター 鍋田2-1-5 282-5103 282-5239

社会福祉法人　岡垣睦福祉会 カワセミ 手野401-1 281-4088 281-4066

医療法人　成晴会 岡垣町障害者相談センター 公園通り1-7-1 282-5167 282-6541

社会福祉法人　局会 海老津園 海老津708-3 283-1288 283-1291

社会福祉法人　日本傷痍者更生会 リアン 海老津3-2-10 282-0223 282-0297

株式会社　福祉人 相談支援センターこころ工房 別府3602-3 701-7820 701-7821

株式会社　ＭＩＲＡＩ 相談支援センター　みらい 遠賀川2-20-4 701-4225 701-4232

株式会社ライフステージ 相談支援ぱれっと・おんが 松の本2-10-18 981-8283 981-8285

水巻町 社会福祉法人　福祉松快園 水巻町南部高齢者・
障害者支援センター 吉田南2-9-1 201-8826 201-2517 〇

中間市

芦屋町

岡垣町

遠賀町

県HP：指定障がい福祉サービス事業所一覧（令和4年2月1日現在）より引用（３障がい含む）　

生活での困りごとや、福祉サービスを利用するときの相談対応などを行っています。
相談支援

名称 住所 対応時間 電話 対象

北九州障害者しごと

サポートセンター

北九州市戸畑区汐井町
1-6ウェルとばた2階

月～金
8:30～18:30

093-871-0030
北九州市・中間市・遠賀

郡にお住まいの、障がい
のある15歳以上の方

北九州若者サポート
ステーション

小倉北区浅野3-8-1
AIMビル2階
若者ワークプラザ内

第1,3,5火曜日
10:00～17:00

093-512-1871
15～39歳までの若者と

その家族

福岡障害者職業センター
（北九州支所）

北九州市小倉北区
荻崎町1-27

平日
8：45～17：00

093-941-8521 障がいのある方

ハローワーク八幡
北九州市八幡西区黒崎
3-15-3　コムシティ6F

平日
8:30～17:15

093-622-5566

　　　　　　福岡県ひきこもり支援等関係団体ガイドブック引用

専門の職員が「働くためにはどうしたらよいか」「どんな仕事が向いているか」などの相談や、就業するた

めに必要な支援に関する情報提供を行っています。
就労相談
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嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
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１ 地域の現状 

（１）管内の概況 

  嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所は、飯塚圏域と直鞍圏域の両圏域で直方市・飯塚市・宮若市・

嘉麻市・小竹町・鞍手町・桂川町の 4 市 3 町を管轄している。管内の面積は 620.84ｋ㎡、人口

279,624 人である（令和 4 年 3 月末現在 令和 3 年度業務概要より）。 

  管内の精神科病院が 8 病院、診療所が 6 か所、総病床数は 1,587 床である。 

  障がい者総合支援法に基づく地域自立支援協議会は、直方・鞍手圏域（直方市・宮若市・鞍

手町・小竹町「直鞍地区障害者等地域自立支援協議会」）、飯塚圏域（飯塚市・嘉麻市・桂川町

「飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワーク」）が、それぞれ平成 21 年 4 月から設置。飯塚

圏域では一時活動中止となったが、平成 28 年度に再開となった。 

  また、平成 29 年度から直方・鞍手圏域では、地域生活支援拠点等準備会を設立し定例会議が

実施され、令和 3 年 4 月から事業開始となる。その他、R3 年度より精神障がいにも対応した地

域包括ケアシステムの協議の場としてシステム構築に向けた情報交換会を開催。R4 年度からは

準備会となる予定。飯塚圏域では、令和 2 年度に精神障がいにも対応した地域包括ケアシステ

ム構築に向けての協議を行い、令和 3 年度からくらし部会を設置し協議の場と位置付けられた。 

   

（２）事業経過（図１参照） 

平成 20 年度から旧嘉穂保健福祉環境事務所で本事業を開始。平成 21 年 10 月事務所の統合

により嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所となり、平成 22 年度からは嘉穂地域のみでなく、鞍手地

域も含め管内全体を対象に本事業を実施してきた。 

（本事業の主な内容） 

①精神障がい者自立支援関係機関会議の開催 

国の動向や管内の状況、地域移行・地域定着に関する事例等をテーマに、情報交換や地 

域の課題についての意見交換を行っている。 

  ②管内の各種会議に参加 

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、くらし部会、飯塚・嘉麻・

桂川圏域精神保健福祉関係者会議に参加。直鞍圏域では直鞍圏域精神障がいにも対応した

地域包括ケアシステムの構築に向けての情報交換会に参加。 

⑤社会資源の把握 

管内の医療機関や相談支援事業所、行政機関等の社会資源情報をまとめた冊子「困った 

ときの１・２・３」を嘉穂・鞍手地域で作成。3 年毎に改訂し令和元年度 10 月に改訂した

ため、次回は R4 年度に改訂予定。当所ホームページからダウンロードできることを関係

者に周知している。 

⑥医療と福祉の連携上における課題等の把握 

管内精神科病院や相談支援事業所に対し、ヒアリングやアンケート調査を必要時実施。 

  ⑦その他 

    処遇プラン普及や地域移行・定着支援に関する研修の実施。 

 

２ 令和３年度の実施状況 

（１） 630 調査及び ReMHRAD による地区診断 
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  令和３年度は精神保健福祉調査（以下「630 調査」と言う）や ReMHRAＤ等による管内精神

科病院の患者等の状況及び地域の状況を分析した。新型コロナ感染症のため精神障がい者自立

支援関係機関会議は書面開催となったが、資料として対象機関へ情報提供。また、飯塚・嘉麻・

桂川圏域精神保健福祉関係者会議や直鞍圏域精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの

構築に向けての情報交換会にて、参加者へ情報提供した。 

 

（２）精神障がい者自立支援関係機関会議の開催  

「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」に向けて、当事者からの講演と当所

から地区診断について情報提供を予定。新型コロナウイルス感染症感染拡大のため書面開催と

した。 

 

日時・場所 内 容 講 師 参加者 

 

令和 4 年 

3 月 

＜テーマ＞ 

精神障がいにも対応した地域包括

ケアシステムの構築に向けて 

 

１）講演 

自分らしく（当事者の話） 

 

 

 

２）情報提供 

精神障がいにも対応した地域包

括ケアシステムについて 

 

 

 

 

 

宗像コスモス会共同作業所ひ

だまり 

職業指導員 帆足 章 氏 

 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

保健監 川原 明子 

 

    

管内精神科

医療機関、 

基幹相談支

援ｾﾝﾀｰ 

相談支援事

業所（地域移

行に対応）、 

市町（障がい

担当課） 

 

 

（３）精神障がいのある人の退院後支援 

  国のガイドラインを受け、福岡県が平成 30 年 9 月以降に措置入院となった者（緊急措置入院

を含む）を対象として退院後支援計画を受けることを同意した者に計画策定をすることになり、

当所のマニュアルとして「退院後支援計画に係る担当の役割について（嘉穂・鞍手版）」を作成

した。 

  ＜退院後支援計画策定状況＞                

   令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 31 日における退院後支援計画の対象者、この間に退院した

（緊急）措置入院患者 17 名（R2 年度措置入院した患者を含む）、そのうち同意が得られ計画

策定したのは 5 名、計画終了者は 4 名（R2 の策定者を含む）である。 

   退院後支援計画策定に向けて、入院当初より医療機関との情報共有や福祉サービス事業者

と協議できること、本人の意向を確認しながら支援ができることなどは効果的である。また、

同意が得られず、計画策定には至らなかった事例も多いが、訪問看護や福祉サービスの利用、

当所の家庭訪問等は継続的に支援している。医療が中断せず、地域で生活が継続出来ること
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を支援していく必要がある。 

 

（４）地域定着推進事業について 

  ・処遇プラン普及事業 

研修会や会議を通して紹介した、措置入院者の退院後支援計画を策定することになり、

進捗状況を会議や研修会等で報告した。 

処遇プラン作成者：4 名 退院後支援計画策定者： 4 名 

・こころの健康手帳活用事業 

  手帳の活用者：1 名 

 

（５）冊子「困ったときの１・２・３」   

管内の医療機関や相談支援事業所、行政機関等の社会資源情報をまとめた冊子を令和元年 10

月作成し会議等で紹介した。 ホームページに掲載（21P 分） 3 年に 1 回更新する。 

 

（６）会議等に参加 

〇飯塚・嘉麻・桂川圏域精神保健福祉関係者会議…年 7 回 

    基幹相談支援センターの主催で、飯塚地区精神科病院 PSW や保健所保健師で実務レベ

ルの会議に定例的に参加している。事例の相談や社会資源について等情報共有の場となっ

ている。令和 2 年度より嘉麻市が参加し、くらし部会の方針等についても協議している。 

〇くらし部会に参加…年 2 回（コロナにより 2 回延期） 

    令和 3 年度に部会として立ち上がり、事務局は嘉麻市と基幹相談支援センター。飯塚圏

域の精神科医療機関、自主グループ、家族会、当所が参加し、精神障がいにも対応した地

域包括ケアシステムに関する協議の場としている。 

  〇直鞍地域における精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築に向けての情報交換

会に参加…年 3 回 

    事務局は直鞍圏域の市町と基幹相談支援センター。直鞍圏域の市町の福祉分野担当者、

精神科医療機関、福祉サービス事業所、当所が参加している。精神障がいにも対応した地

域包括ケアシステムに関する協議の場としている。 

 

 

３ 事業のまとめと課題・今後の方針 

630調査や ReMHRAD等を分析した結果、当所管内の平均在院日数は減少傾向にあるものの、 

全国・県と比較すると長い。今年度は管内の現状を圏域ごとに提示し、会議や研修会等での課

題の共有に努めた。以下 2点の課題が挙げられる。 

 

（１）長期入院患者の退院支援について 

  当所管内も全国や県と同様に入院期間が 1 年以上、特に３年以上の患者の退院率が低い。圏

域ごとに医療機関の特色がある。両圏域とも入院期間が 1 年未満の患者は自宅退院が多いのに

対し、１年以上となると自宅外の退院が多くを占める。また年齢構成の影響もあると思われる

が、死亡退院の割合が全国・県と比較して多い。 
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令和３年度より、管内両圏域において精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムに係る部

会や情報交換会が開始された。多機関で連携しながら地域課題の抽出を行い、地域移行に関する

データなどタイムリーに情報提供していく必要がある。 

 

（２）地域移行支援事業の利用がない 

  地域精神保健医療のあり方では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築推進

が理念として明確化された。市町村の障害福祉計画でも事業を義務化され、地域移行促進に向

けての取り組みが求められている。当所管内では社会資源が豊富である一方で、地域移行支援

事業の実績がない状況が数年間続いている。医療・福祉分野双方に、精神障がい者の地域移行

を円滑に進めていく為の調整をしていく。今後も保健・医療・福祉関係者の協議の場に参加し、

重層的な連携による支援体制の構築を進めていきたい。 

 

＜目標＞ 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に向けて、管内関係機関との協議の場
を増やし、精神障がい者が地域で生活できることを目指す。 
 

＜事業内容＞ 

１ 精神障害者自立支援関係機関会議の開催 

２ 管内医療機関へ長期入院患者に対する地域移行支援事業の利用について働きかける 

３ 630調査、ReMHRAD等のデータから地区診断を行う。 

４ 2圏域の自立支援協議会や各関係会議との連携  

５ 精神障がいのある人の退院後支援（退院後支援計画の作成） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40



 

〈事業スキーム図〉 

 

精神障がい者が、住み慣れた地域で安心した生活を送ることができる。 

精神科医療機関 

 

・退院後生活環境

相談員、PSW 等 

地域の関係機関会議 

 

・研究会 PNC 

住まい 

 

・自宅、公営住宅等 

・グループホーム 

・アパート等 

嘉穂・鞍手保健福祉 

環境事務所 

 

・精神保健福祉部会 

・自立支援関係機関会議 

・医療保護入退院届 

・630 調査、ReMHRAD 

・啓発活動 
訪問看護 

社会参加 

就労 

障がい者基幹相談支援センター 

障害福祉介護サービス事業所 

地域包括支援センター 

市町 

自立支援協議会 

 

・飯塚地区、直鞍地区 
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田川保健福祉事務所
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１ 地域の現状及び問題点 

 田川保健福祉事務所の管轄地域は、福岡県の北東部に位置する田川市郡１市６町１村であり、令和３

年１０月１日現在、世帯数は５０，５８２世帯、人口は１１５，９７８人である。かつて筑豊炭田の中

核として国経済の原動力に大きな役割を果たしたが、エネルギー政策の転換に伴い炭鉱閉山。その後も

基幹産業が起業せず、生産年齢人口の流出による人口の減少を余儀なくされ、高齢化率は３７．３％（令

和４年４月１日時点）となっている。 

一方で、精神科病院は管内に６か所あり、精神科病床数は１，６５２床（令和３年９月末）、人口１

０万対１，４００床と非常に多い地域である。さらに病院間で差はあるものの平均在院日数は長く、１

年以上の長期入院患者が約６０％を占めている。 

こうした状況の中、平成２１年度から当事業を開始し、精神障がい者が地域で安心して生活できるよ

うに地域支援体制の構築を目指し、個別支援事例の検討や関係者間の情報交換、協議、地域支援サービ

スについての理解促進にむけた研修会等を実施してきたところである。 

事業開始当初に比べ地域の社会資源も増えてきており、医療・福祉・行政機関との連携は少しずつ取

りやすくなってきたが地域移行や定着に向けた十分な支援体制の構築には至っていない状況である。 

  

２ 令和３年度の実施状況 

（１）田川地区精神保健福祉社会資源情報一覧の改訂（資料１） 

 ＜改訂点＞ 

  新たに開設された事業所の追加を行った。 

 ４月に新年度体制になり部署名や住所、連絡先が変わる関係機関もあるため、６月時点の情報で作成 

 している。 

 

（２）田川地区自立支援協議会事務局会議、相談支援部会、地域支援部会への参加 

  自立支援協議会との連携を促進するため、自立支援協議会の下部組織である相談支援部会や地域生

活部会に適宜参加し、地域の支援者が課題と感じていること、ケース対応で難しいと感じていること

の情報共有を行った。 

当所からはこれからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会で示された内容や管内の精神障

がい者の入院の現状と社会資源の状況等についても情報提供し、精神障がい者の社会復帰を進めてい

くために、管内の精神科病院や相談支援事業所をはじめとした地域の支援機関とともに、退院に向け

た会議や事例検討などを一緒に取り組んでいくことを説明した。 

 

（３）地域の支援者と事例検討会を実施 

 当所が関わっている処遇困難事例について、市町村の地域保健従事者や訪問看護師、障がい者基幹

相談支援センター等地域の支援者に参加してもらい事例検討会を開催した。顔の見える関係づくりを

はじめ、支援者同士の役割、できることを各々が把握し、今後も地域で継続して生活できるように統

一した支援方針を定め、項目別に分類した課題を整理しつつ、各々が具体的な関わり方を考えること

ができた。また、支援者としての知識、対応技術、関係機関との連携対応の実際についても学ぶこと

ができ、個々の能力向上にも繋がった。 
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（４）精神障がいのある人の退院後支援 

  措置入院患者（緊急措置入院を含む）のうち、退院後支援計画に基づく支援を受けることに同意し

た者に退院後支援計画を作成し、関係機関と連携して支援を行った。 

  

退院後支援計画実施状況（R3.4.1～R4.3.31）

12

7

うち、同意が得られた件数　(件) 1

0

2

2

1

0年度途中で支援が中止となった件数　(件)

措置入院(緊急措置入院のみを含む)患者数　(人)

計画作成に同意するかどうか本人へ確認を行った件数　(件)

年度末時点において計画作成中の件数　(件)

会議を開催した件数　(件)

計画を交付した件数　(件)

計画に基づく支援を終了した件数　(件)
　（転居等で他保健所等へ計画を引き継いだ場合を含む）

 

 

（６）個別支援会議 

当所または精神科病院等が主催するケース会議に出席し、関係機関と連携しながら退院や地域生

活の継続に向けた支援を行った。  

 

個別支援会議
実数 延べ回数

地域移行　(件) 7 12
地域定着　(件) 6 12
困難事例　(件) 5 5

総数　(件) 18 29  

 

３ 今後の方針 

（１）長期入院患者の地域移行・地域定着を推進するため、医療機関で行われる退院支援委員会等の

会議に相談支援事業所や訪問看護ステーションなど地域の支援機関とともに参加することで

支援者側の課題を共有し課題解決に向けての取組みを一緒に行う。 

 

（２）長期入院患者の地域移行・地域定着を推進するため、管内市町村や精神科病院、障がい者基幹

相談支援センター等、関係機関に対し事例検討会や研修会の開催を通じて、行政、医療、福祉

の各関係機関の顔の見える関係づくりを促進するとともに、各支援者のスキルアップに繋げる。 
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田川地区精神保健福祉社会資源情報一覧 

市　町　村 担　当　部　署 住　　所 電話

田川市 高齢障害課　障害者支援係 田川市中央町1-1 85-7130

香春町 福祉課 福祉係 香春町大字高野994 32-8415

添田町
保健福祉環境課
子育て・障がい者支援係

添田町大字添田2151 82-1231

糸田町 健康福祉課　 糸田町1975番地1 26-1231

川崎町 福祉課　福祉係 川崎町大字田原789-2 72-3000

大任町 福祉課 大任町大字大行事3067 63-3004

赤村 住民課　 赤村大字内田1188 62-3000

福智町　 福祉課 福祉係 福智町金田937番地2 22-7763

<行政機関：福祉サービス（自立支援医療等）の窓口>　　　　　　

相談機関

名　　称 住　　所 電話

田川警察署 田川市平松町3-36 42-0110

<警察署>

電話

090-7445-3815
（会長宅）

名　　称

田川地域精神障がい者家族会
（わかば会）

<家族会>

<社会福祉協議会>
名　　称 住　　所 電話

田川市社会福祉協議会
田川市大字伊田2735-13
スマイルプラザ田川内

44-5757

香春町社会福祉協議会
香春町大字高野727
地域福祉センター「香泉荘」内

32-4616

添田町社会福祉協議会
添田町大字添田1573
ふれあいの館そえだジョイ

82-2600

糸田町社会福祉協議会
糸田町1971-1
糸田町社会福祉センター内

26-4540

川崎町社会福祉協議会
川崎町大字田原804
川崎町総合福祉センター内

72-5244

大任町社会福祉協議会
大任町大字大行事3090
老人福祉センター内

63-4828

赤村社会福祉協議会
赤村大字内田1199
赤村役場内

62-3004

福智町社会福祉協議会
福智町金田1154-2
金田社会福祉センター内

22-6631

<就労について>
名　　称 住　　所 電話

障害者就業・生活支援センター
じゃんぷ

田川市大字夏吉4205-3 23-1150

ハローワーク田川 田川市弓削田184-1 44-8609

筑豊若者サポートステーション
飯塚市吉原町6番12号　飯
塚商工会議所3階　304号

0948-26-3031

※若者サポートステーションについては対象年齢が１５～４９歳までです。
　　　

名　　称 住　　所 電話

田川市　生活支援課
自立支援係（市民ふれ
あい支援センター）

田川市中央町１
番１号

85-7126

福岡県自立相談支援事
業所（嘉穂郡・田川郡）
困りごと相談室

田川市伊田3292
番地13  田川保
健所別館1Ｆ

44-8631

<生活困窮者自立相談支援機関>

令和３年６月時点 

管轄地域 名　　称 担　当　部　署 住　　所 電話

田川郡 福岡県田川保健福祉事務所保護課 田川市伊田3292-2 42-9311

田川市
田川市福祉事務所
（田川市役所）

生活支援課 田川市中央町1-1 44-2000

＜福祉事務所：生活保護に関する窓口＞

名　　称 住　　所 電話

ゆう・もあ 田川市大字夏吉4205-7 46-9505

<福岡県発達障がい者支援センター>

※発達障害児者及びその家族、支援者への支援や相
談を行っています。診断を受けていない方も利用できます。

名　　称 担　当　部　署 住　　所 電話

福岡県田川保健福祉事務所 健康増進課　精神保健係 田川市伊田3292-2 42-9307

田川市役所 高齢障害課　障害者支援係 田川市中央町1-1 85-7130

田川市保健センター 地域福祉課　保健センター 田川市大字伊田2550-1 44-8270

香春町役場 保険健康課　健康づくり係 香春町大字高野994 32-8401

添田町役場
保健福祉環境課
健康対策係

添田町大字添田2151 88-8111

糸田町保健センター 健康福祉課　保健衛生係 糸田町1971-1 49-9020

川崎町保健センター 健康づくり課　健康促進係 川崎町大字田原804 72-7083

大任町役場 住民課　衛生係 大任町大字大行事3067 63-3003

赤村役場 住民課　健康増進係 赤村大字内田1188 62-3000

福智町　コスモス保健センター 保健課　保健係 福智町赤池970－1 28-9500

<行政機関：保健師がいる部署>　　　　　　

<地域包括支援センター>
名　　称 住　　所 電話

田川市地域包括支援センター 田川市大字伊田2735-13 スマイルプラザ田川内 42-9420

香春町地域包括支援センター 香春町高野994　　なごみの杜 32-2855

添田町地域包括支援センター 添田町大字添田1247－1 41-3888

糸田町地域包括支援センター 糸田町1971番地1　　糸田町社会福祉センター内 26-9090

川崎町地域包括支援センター 川崎町大字田原804番地 72-3155

大任町地域包括支援センター 大任町大字大行事3090 41-8060

赤村地域包括支援センター 赤村大字内田1188　赤村役場内 62-3330

福智町地域包括支援センター 福智町金田1272番地1 22-9502
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<基幹相談支援センター>
名　　称 住　　所 電話

田川地区障がい者基幹相談支援センター
田川市大字伊田２７３５-１３
（ｽﾏｲﾙﾌﾟﾗｻﾞ内）

23-0400

計画作成
担当

地域移行・
定着担当

名　　称 住　　所 電話
指定特定
（市町村）

指定一般
（県）

障がい者支援センターくれそん 田川市夏吉4205番地3 46-9503 ○ ○

ゆう 田川市川宮1524番地の8 46-2678 ○ ○

障がい者相談支援センター　リンクサービス 田川市奈良1529-223 48-1223 ○ ○

ほほえみ 田川市大字夏吉字長尾4203番地の3 50-7177 ○

相談支援センター　ムーンサークル 田川市糒字坂本1237番地の3 42-6300 ○

つくしの里相談支援センター 田川市川宮852番地8 85-8858 ○

相談支援ステーション里ごころ 田川市大字夏吉749番地6 23-2331 ○

相談支援事業所くりえいと 田川市大字弓削田3237番地 85-8080 ○

相談支援事業所　太陽の家 田川市宮尾町11-11 85-8703 ○

相談支援センター　アイオーン 田川市川宮１５２４-９ 23-0333 〇

相談支援センター　ぷらす 田川市夏吉348番地 88-9178 ○

香春町社会福祉協議会　障がい者相談支援事業所 香春町大字高野727番地 32-4616 ○

相談支援センターオレンジ 添田町野田1494番地の1 82-4443 ○ ○

相談支援事業所　Ｇ－on 糸田町1045-24 26-2136 ○

相談支援センター　アイリス 川崎町大字池尻457-1 49-1122 ○ ○

相談支援事業所ひかり 川崎町大字川崎529-3 72-5085 ○

相談支援事業所　たっくの森 川崎町大字田原１３８２ 72-7599 〇

川崎町社会福祉協議会　障害者相談支援事業所 川崎町大字田原804番地 72-5244 ○

株式会社　よろこび 大任町大字大行事3090 41-8030 ○

西友苑相談支援事業 福智町大字神崎１５３３番地の１５１ 22-3939 〇

相談支援事業所　ひかり 福智町神崎708番地 22-5529 ○

振風苑 福智町伊方4050番地 47-3000 ○

あっとほーむ 糸田町中糸田2448－1 26-9200 ○

相談支援ステーション　リリ 田川市千代町1－10 23-2255 ○

相談支援事業所　陽なたぼっこ 田川市夏吉2133番地 23-2332 ○

<相談支援事業所>

名　　称 住　　所 電話

福岡県ひきこもり地域生活支援センター 春日市原町3‐1‐7　南側2階 092‐582‐7510

不登校・ひきこもりサポートセンター
（福岡県立大学）

田川市伊田4395 42‐1346

ひきこもり地域支援センター
サテライトオフィス

田川市猪国2559 45‐1155

<ひきこもりについて>

<住まいついて>
名　　称 住　　所 電話

一般社団法人 そーしゃる・おふぃす
宮若市本城405番地
光不動産ビル201号

0949-28-8102

※住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への住宅の情報提供、入居相談等の居住支援
法人です。

<その他>
名　　称 住　　所 電話

福岡県若者自立相談窓口（若まど）
大野城市白木原3-5-25
福岡県筑紫総合庁舎１Ｆ

092-710-0544

※高校在学中で学校に行けていない方、高校途中退学者の方などへ
　就学や就職の相談、支援機関の紹介等を行っています。

医療機関 名　　称 住　　所 電話 デイケア
デイナイト

ケア
ショート
ケア

訪問看護

一本松すずかけ病院 田川市夏吉142 44-2150 〇 〇

大法山病院 田川市猪国690 42-1929 〇 〇 〇 〇

見立病院 田川市大字弓削田3237 44-0924 〇 〇 〇

英彦山病院 添田町大字中元寺844-14 82-1300

上野病院 福智町上野3420 28-2182 〇

田川慈恵病院 福智町弁城3552 22-1887 〇

<精神科病院>

名　　称 住　　所 電話

福岡県精神保健福祉センター 春日市原町3‐1‐7　南側2階 092-582-7510

※県民の精神的健康の保持増進、精神障害者の自立・社会参加促進の援助を総合的
に推進すること目的とした施設。その他、調査研究、組織の育成、精神保健福祉手帳等
の事務も行っています。
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名　　称 住　　所 電話

ひな訪問看護ステーション 田川市伊田1126-6 42-1183

医療法人昌和会　訪問看護ステーション
であい

田川市弓削田940番地1 42-8481

暖家の丘
訪問看護ステーション

田川市糒824番地20 49-0533

訪問看護ステーション
あおぞら　田川営業所

田川市伊田4191-1 45-2810

訪問看護ステーション
る・る・ル

田川市伊田79番地1
MKハイツ伊田IC-10

42-0666

訪問看護ステーション
リアン

田川市千代町8-4
丸の内ビル3階

85-9853

訪問看護ステーション慈愛 田川市大字伊加利1955-26 85-8954

訪問看護ステーション　ここあ 田川市弓削田3299番地 23-0838

訪問看護ステーション　リリ 田川市千代町1-10 23-2245

訪問看護ステーション
あけぼの

香春町中津原1251番地1 32-3202

はろうず訪問看護ステーション 香春町中津原1246番地17 32-5275

株式会社
眞希訪問看護ステーション

添田町庄2180番地1 31-4237

りはなす
訪問看護ステーション

糸田町上糸田2241番地9 85-8110

<訪問看護ステーション>

名　　称 住　　所 電話

ゆらら
訪問看護ステーション

川崎町川崎337-10 72-6577

あい愛田川訪問看護ステーション 川崎町池尻993-1 23-1511

訪問看護ステーション　りぼん
川崎町川崎字古大日823番地
4

23-0607

訪問看護ファイン 福智町金田1061番地 23-2524

あやめ訪問看護ステーション 福智町弁城2127-2 85-8941

えくぼ訪問看護ステーション 福智町上野3679-3 85-8331

訪問看護ステーション　すなお 福智町神崎1098番地237 22-0011

訪問看護リヴ 福智町赤池628番地 28-4733

Ｌux（ルークス）訪問看護ステーション 福智町伊方2811番地 23-2907

NPO法人
むゆうげん訪問看護一会

田川市大字夏吉1205番地１１ 45-7500

ルピナス
訪問看護ステーション

添田町大字添田1242‐21 82-2130

訪問看護ステーションわんず 田川市大字伊加利1955‐56 88-9134

ユートピア訪問看護リハビリステーション 赤村大字内田346‐5 41-1001

通所施設

名　　称 住　　所 電話 就労移行支援
就労継続支援

(A型)
就労継続支援

(B型)

アドバンスセンター 田川市大字川宮1524番地の8 45-2050 ○

つくしの里 田川市大字川宮1524番地の10 44-5615 ○

第２つくしの里 田川市大字川宮1524番地の10 42-9479 ○

ドリカムサポート田川 田川市栄町1番5号 85-8286 ○

寺子屋作業所　ほのぼのの家 田川市弓削田800番地4 42-8076 ○

ワークステーション　みたて 田川市弓削田1128-1 42-7110 ○

障害者就労移行支援サービス
ウィング

田川市弓削田1765-6 45-0600 ○

多機能型事業所千樹の森 田川市大字奈良1529番地の223 50-8200 ○

障がい者支援施設　真養園 田川市大字奈良1529番地の224 48-1221 ○

障がい者就労支援サービス
ｏｎｅ　ｓｔｅｐ

田川市伊加利662番地1-2 85-8655 ○

夢語り庵 田川市伊加利1905-7 42-5753 ○

恵の森 田川市伊加利2195-40 Ｋ－１ビル2階 85-8815 ○

多機能型事業所
スマイルホール里ごころ

田川市糒2085番地13 23-2331 ○

コミュニティ碧空 香春町大字中津原字池尾862-1 48-2003 ○

わぁくわく舎 香春町中津原1251番地1 44-2150 ○

ぱねっと 添田町添田2141-2 31-3100 ○

たいよう 川崎町田原128-4 73-9111 ○ ○

秀峰園 川崎町大字川崎字六郎原1430番地の1 72-5615 ○

すみれアクティブセンター 川崎町池尻1313-45 50-8415 ○

のぞみの里就労支援事業所 大任町大字今任原字向ヶ迫3401番地129 63-4567 ○

サンライフ 赤村大字内田817番地 62-3377 ○

ジョブサポートみろく 福智町弁城2641番地6 22-3221 〇 ○ ○

<就労移行支援・就労継続支援>

49



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名　　称 住　　所 電話

コミュニティ碧空 香春町大字中津原字池尾862-1 48-2003

英彦学園 添田町大字野田1494番地の1 82-4443

たいよう 川崎町田原128-4 73-9111

トータルライフサポートあゆみ 福智町赤池418番地27 28-5068

<自立訓練（生活訓練）>

名　　称 住　　所 電話

地域活動支援センター　ゆう 田川市大字川宮1524－8 46-2678

<地域活動支援センター>

住居について

名　　称 住　　所 電話

ほのぼのの家  グループホーム凸凹 田川市弓削田866-4 42-8076

精神障害者グループホームであい 田川市弓削田1147番地1 44-0924

グループホームあゆみハイツ 田川市夏吉151 42-7739

ほんわか荘 田川市夏吉194-379 45-1068

ひがしの杜 田川市夏吉８７８番地１ 63-4567

グループホームフォレスト 田川市夏吉4203番地2 23-2328

グループホーム　歩 田川市栄町5番9号 45-0123

障がい者共同生活ホーム　里ごころ 田川市大字糒1789番地14 46-0011

グループホーム　カトレア 田川市猪国2017-1 42-3971

しろがね 田川市位登200番地2 50-8335

グループホーム　青い鳥 田川市平松町14番3号 85-8794

グループホームあすなろ館 田川市大字伊田1199番地5 72-7599

心の家 田川市伊田1017 46-1000

共同生活援助事業所　香旬 田川市伊田石場浦2705番地1 44-3600

グループホーム彩 香春町香春1379番地 85-8810

ケアホーム　リーフ 香春町香春1276番地1 32-2111

コミュニティ碧空 香春町大字中津原1249-6 48-2003

英彦ホーム 添田町添田1085番地の1 82-3747

<グループホーム>

名　　称 住　　所 電話

ＴＵＫＵＳＩすまいるホーム 糸田町川宮1880‐5 26-0007

如月ハウス 川崎町大字川崎3569番地 72-7404

すみれの杜 川崎町大字池尻字大谷1313番地43 45-5647

グループホーム　太陽 川崎町田原128-4 73-2333

グループホーム　ゆーとぴあ 赤村内田346番地5 62-2074

ケアホーム西友 福智町赤池68-26 22-0039

グループホーム　みろく 福智町赤池409番地12 28-2310

グループホーム　みのり
福智町赤池418番地71
 ピッティＦＵＫＵＣＨＩ 1階101号

28-2477

ＧＨ　オレンジハウス 福智町赤池551番地の28 28-6223

ケアホーム日和莉 福智町上野117-7 28-3777

グループホーム　クローバー 福智町神崎1626番地3 22-6025

グループホームわかくさ 福智町神崎1910番地1 22-2877

ふれあいの森 福智町弁城3719-3 22-6655

グループホーム　清和園
田川市奈良235-9 グリーンヒル原田
205号室

080‐7987‐8675

グループホーム　ほのか 福智町上野3857番地 090‐3798‐0981

グループホーム　そわか 福智町伊方4030番地1 47‐3333

障がい者グループホーム　さくらの杜 糸田町原1897 23‐0630

トータルライフサポートあゆみ 福智町赤池418番地27 28-5068 ○

サンライフ田川 福智町神崎1623番地2 85-8280 ○

（発行） 

福岡県田川保健福祉事務所 

（田川保健所） 

健康増進課 精神保健係 

名  称 住  所 電話

障害者支援施設　月の輪苑 田川市大字糒字坂本1237番地3 42-6300

障がい者支援施設　真養園 田川市大字奈良1529番地の224 48-1221

障害者支援施設　西友苑 福智町大字神崎1533番地の151 22-3939

<施設入所支援>
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令和３年度精神障がい者社会復帰促進事業（地域支援事業）報告 
 

１ 地域の現状及び課題 

（１）管内の概況 

北筑後保健福祉環境事務所の管轄区域は、県都福岡市の南東３０㎞に位置する朝倉市を中心
にうきは市、小郡市、筑前町、大刀洗町、東峰村の３市２町１村で構成され、総面積５５１．
６ｋ㎡、世帯数６９，９９６戸、人口１８３，９１２人（令和３年１０月１日現在）となってい
る。管内の精神科病院は５病院で、精神科病床は８４８床（令和４年４月末現在）である。 

   

（２）事業の経過 

   精神障がい者が住み慣れたところで安心して生活できるよう、地域支援体制の整備を図るこ
とを目的に、平成１９年８月から朝倉地域において、NPO 法人あゆみの会共同作業所に委託
し精神障がい者地域支援のあり方に関するモデル事業として開始した。平成２０年度からは精
神障がい者への地域支援をより充実強化するため県保健福祉環境事務所が実施主体となり、精
神障がい者地域支援会議を実施してきた。 

 
 （３）課題 
   ①入院中からの地域移行に向けた支援体制の強化 
   ②多職種による支援の充実、関係者のスキルアップ 
   ③精神障がい者に対する地域住民の理解 
 
２ 実施状況 
  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を縮小し実施した。 
（１）地域の現状・課題の整理 
  管内精神科病院、指定一般相談支援事業所、市町村福祉担当課を持ち回りでヒアリングを実施 
していたが、今年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、書面でのアンケート調査を 
実施した。 

（２）地域支援会議 

期 日 内 容 参加者数  

令和 3年 

10月 28日 

 

（１）情報交換 

・保健福祉環境事務所における取組 

・市町村における精神障がいにも対応した地域包括ケア
システム（以下「にも包括」）取組状況 

・県内市町村における「にも包括」取組状況（福岡県精
神保健福祉センターより） 

・管内精神科病院、相談支援事業所の取組状況 

（２）情報提供 

・データに基づく現状把握（ReMHRADより） 
・退院後支援計画の事例紹介 
・国の動向 

（３）措置入院者の退院後支援計画について事例紹介 

（４）その他 

・精神保健福祉社会資源情報一覧 

・精神科病院 
・指定一般相談支援事
業所 
・市町村 
・福岡県精神保健福祉
センター 

１９名 

 
【考察】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者数・時間を縮小し実施した。 
一昨年度から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業を縮小したことと、R３年３月に取り

まとめられた「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進についての報告書」の結
果を受け、今年度からは、新たな概念である「にも包括」をテーマに事業を再構築し実施した。今回
は、「にも包括」の共通理解と各機関の役割を再認識することを目標に、「にも包括」を取り巻く状
況を、国、県、管内と段階を分けて情報提供し協議した。会議終了後アンケートでは「にも包括につ
いて参考になった」等の意見が多くあり、目標は達成できたと考える。今後も「ReMHRAD」を活用し
た市町村毎の情報整理・分析を続けていくとともに、地域の課題設定に取り組んでいく。 
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（３）地域移行支援連絡会 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

  

（４）地域支援研修会 

場 所・日 時 目 的・内 容 参加機関 

R４年 
1月 26日（水） 
15:30～16:00 

1月 27日（木） 
13:00～13:30 

 

＜目的＞ 

「にも包括」構築に向け、支援者の初任者向け研修と
して実施した。 

 
＜内容＞ 
「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
に向けて～事例紹介と管内社会資源の紹介～」 

講師：北筑後保健福祉環境事務所 保健師 

 
 ＊Zoomにて実施 

管内精神科病院、精

神科診療所、相談支

援事業所、市町村 

 ３５か所、のべ 83名 

【考察】 
コロナ禍前は、管内精神科病院 5 か所に出向いて実施していたが、コロナ禍にて病院内での実施が

難しくなったため、今年度から Web 研修とした。初任者向けの研修として位置づけなおし、対象者
を広げ、地域支援会議と関連した内容で実施することで、事業に一貫性を持たせることができたと考
える。 

 
（５）地域支援講演会（中止）                                          

日 時 目 的・内 容 参加者 

 
 

＜目的＞ 
精神障がい者の地域理解と社会復帰促進を図る。 

＜内容＞ 
講演：「精神障がいのある方への理解を深める 

～だれもが住みやすい町へ～」 
講師：①久留米市南部障害者基幹相談支援センター センター長  

②障害者地域生活支援センターのぞえの杜 精神保健福祉士 
場所：うきは市るり色ふるさと館 

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止のため中止 
 
 

 【考察】 
  精神障がいのある方を地域で受け入れ、偏見をなくしていくため、管内市町村民生委員・児童委員

を対象に講演会を行っている。令和元年度からピアスタッフを講師に招いており、特に高い評価を得
ている。民生委員児童委員と住民両方の立場から、精神障がい者をどう受け入れ支援するか考えるこ
とができる内容となっている。 

 
（６）精神障がい者地域定着推進事業 
  精神障がい者が安定した地域生活を継続できるよう、関係機関による支援体制の構築及び精神
障がい者の希望する生活の実現に向けた支援を行う仕組みをつくることを目的に実施した。 

① 処遇プラン普及事業 

  令和３年度実績：支援機関（精神科病院・相談支援事業所）にて１事例に活用 

② こころの健康手帳活用事業 

  令和３年度実績：なし 
③ 精神障がいのある人の退院後支援計画の策定（平成３０年９月開始）R4.3.31現在 
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【考察】 
処遇プラン・こころの健康手帳については、相談支援事業所のマンパワー不足等の理由で積極的な

活用に至っていない。    

退院後支援計画は制度開始から約３年経過し、医療機関、保健福祉環境事務所、地域の支援機関の
支援体制が構築されてきている。また、支援計画に同意しなかった方についても、従来どおりの支援
を行っている。今後も地域生活を継続できるよう努めていく必要があると考える。 

 
（７）個別支援会議 
 

 対象者実数 述べ回数 
（再掲）退院後支援計画

に関すること 
（再掲）医療観察法
に係るケア会議 

R２年 ５５ ７６ １１ ６ 

R３年 ４１ ５２ ８ ０ 

 
【考察】 

対象者実数、延べ数ともに昨年度より減少した。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、病院
内で実施する会議が減り、延べ回数は前年度より減少した。主催は様々であるが、保健所主催でも適
宜実施できており、参加者の選定や実施時期、患者の受診に合わせた会議の実施等、工夫して実施で
きた。会議で多職種が集まることにより、関係者の顔の見える関係が構築できたことで、支援の方向
性と役割を確認し、地域での支援や情報共有が円滑に実施できた。今後も積極的に取り組んでいきた
い。 

 

（８）北筑後地区精神保健福祉情報一覧の更新（令和３年度版）・配布 

   

３ 今後の方針 

（１）「にも包括」に関わる支援者の連携強化を促進する。 
   ①地域支援会議の開催 

②支援者を対象とした研修会の実施 
  

（２）多職種による個別支援の充実、スキルアップを行い、連携を促進する。 

①個別支援会議の実施や充実化を図る。 

②措置入院患者の退院後支援計画策定に積極的に取り組むことにより、関係機関による連携
体制を構築する。 

（３）精神障がい者への正しい理解を深め、精神障がい者が安心して生活できる地域を目指す。 

①地域住民を対象とした講話を実施する。 

②「北筑後地区精神保健福祉社会資源情報一覧」を年１回更新する。 
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市町村名 〒 住所 電話番号

福祉 838-8601 朝倉市菩提寺412-2 0946-22-1111

健康 838-0068 朝倉市甘木198-1 0946-22-8571

福祉 838-0802 筑前町久光951-1 0946-23-8490

健康 838-0298 筑前町篠隈373 0946-42-6649

福祉 838-1692 東峰村大字小石原941-9 0946-74-2311

健康 838-1692 東峰村大字小石原941-9 0946-74-2311

福祉 838-0198 小郡市小郡255-1 0942-72-2111

健康 838-0126 小郡市二森1167-1 0942-72-6666

福祉 830-1298 大刀洗町大字冨多819 0942-77-2266

健康 830-1298 大刀洗町大字冨多819 0942-77-1377

福祉 839-1393 うきは市吉井町新治316 0943-75-4961

健康 839-1393 うきは市吉井町新治316 0943-75-4960
うきは市

(福祉）自立支援医療（精神通院医療）、精神障害者保健福祉手帳、障がい福祉
          サービスなどの申請窓口です。
（健康）こころの健康に関する相談窓口です。

朝倉市

筑前町

東峰村

小郡市

大刀洗町

名称 〒 住所 電話番号
計画

相談

地域

移行

地域

定着
備考

朝倉市障がい者相談支援事業所 838-8601 朝倉市菩提寺412-2 0946-21-8075 基本相談のみ

相談支援ｾﾝﾀｰ あゆみの会 838-0068 朝倉市甘木655-1 0946-23-9365 ○

愛夢ｽﾏｲﾙ 838-0068 朝倉市甘木1464-1 0946-23-8355 ○

朝倉医師会障害者相談支援事業所 838-0069 朝倉市来春422-1 0946-21-0066 ○

清流学園 838-0062 朝倉市堤1420-1 0946-23-1901 ○

こがね園 838-0039 朝倉市桑原1088-1 0946-24-1294 ○

相談支援ｾﾝﾀｰ ほっとﾘﾝｸ 838-0205 朝倉郡筑前町三並1140 0946-42-6690 ○ ○ ○

筑前町社会福祉協議会
障がい者相談支援事業所

838-0215 朝倉郡筑前町篠隈373 0946-42-4555 ○ ○ ○

相談支援ｾﾝﾀｰ 菊池園 838-0823 朝倉郡筑前町山隈1607-11 0946-24-7311 ○

相談支援ｾﾝﾀｰ 翔朋 838-0106 小郡市三沢745 0942-75-4190 ○

小郡市障害者生活支援ｾﾝﾀｰ ｻﾎﾟﾈｯﾄおごおり 838-0126
小郡市二森1167-1
小郡市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ　あすてらす内

0942-72-3175 ○ ○ ○ 基幹

障害者相談支援事業所 ｾﾙﾌｻﾎﾟｰﾄ こぐま 838-0142 小郡市大板井1143-1 0942-72-7221 ○

相談支援センター　かえるランド 838-0160 小郡市三沢4151-1 0942-75-8018 〇

グリュック相談支援センター 838-0141 小郡市小郡2476ﾄﾚﾝﾃﾞｨITO　A-101 0942-48-1136 ○

相談支援事業所 dai dai 838-0141 小郡市小郡98番地１　サンハイツ小郡1階 0942-73-1050 〇

指定特定（障害児）相談支援事業所みらい 838-0111 小郡市吹上1060番地３ 0942-48-1740 〇

相談支援事業所SOALA 838-0136 小郡市上西鰺坂473 0942-48-1595 〇

大刀洗町社会福祉協議会
障がい者相談支援事業所ぬくもり

830-1201
三井郡大刀洗町大字冨多819
ぬくもりの館大刀洗内

0942-23-2610 ○ ○

相談支援センター　聖ヨゼフ園 830-1226 三井郡大刀洗町山隈374番地の1 0942-77-1393 ○

うきは市障害者相談支援ｾﾝﾀｰ 839-1321 うきは市吉井町347-1　うきは市総合福祉ｾﾝﾀｰ内 0943-76-3977 ○ ○ ○ 基幹

相談支援事業所 あかい実 839-1333 うきは市吉井町富永1864-2 0943-76-4654 ○

相談支援センター　きらめき 839-1412 うきは市浮羽町小塩814-2 0943-73-9052 ○

 ２ ３ 

名称 〒 住所 電話番号 

北筑後保健福祉環境事務所
健康増進課 精神保健係

838-0068
朝倉市甘木2014-1
 (朝倉総合庁舎 2F)

0946-22-3965

　こころの健康や精神保健・医療・福祉に関する相談を行っています。精神科医
（予約制）や保健師が対応します。

名称 〒 住所 電話番号

朝倉警察署 838-0068 朝倉市甘木225ｰ1 0946-22-0110

小郡警察署 838-0142 小郡市大板井234-1 0942-73-0110

うきは警察署 839-1321 うきは市吉井町343-3 0943-76-5110

名称 〒 住所 電話番号 

福岡県精神保健福祉センター 816-0804 春日市原町3-1-7 南側2F 092-582-7510

　こころの健康や精神保健・医療・福祉に関する専門的な相談を行っています。

名称 〒 住所 電話番号

朝倉市福祉事務所保護係 838-0061 朝倉市菩提寺412-2 0946-28-7552

小郡市生活自立相談支援窓口 838-0126 小郡市二森1167-1 0942-73-1120

うきは市社会福祉協議会 839-1321 うきは市吉井町347-1 0943-76-3977

福岡県自立相談支援事業所
（朝倉郡・三井郡）

830-0035
久留米市東和町1-9
成富ビル5F

0942-38-8501

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に対応する相談窓口です。

名称 〒 住所 電話番号 

筑後サテライトオフィス 830-0027
久留米市長門石3丁目10-34
ニューグリーンビル1階

0942-37-2280

　電話や来所等による相談、訪問を行っています。

名称 〒 住所 電話番号

あおぞら 834-0122 八女郡広川町一條1361-2 0942-52-3455

Life（ライフ） 816-0804
春日市原町3-1-7
クローバープラザ1階　東棟

092-558-1741

発達障がい（児）者及びその家族、支援者の支援を行っています。
診断を受けていない方もご利用できます。

名称 〒 住所 電話番号

朝倉市
社会福祉協議会

838-0068
朝倉市甘木198-1
総合市民センター(ﾋﾟｰﾎﾟｰﾄ甘木)内

0946-22-7834

筑前町
社会福祉協議会

838-0215
朝倉郡筑前町篠隈373
ｺｽﾓｽﾌﾟﾗｻﾞ内

0946-42-4555

東峰村
社会福祉協議会

838-1602
朝倉郡東峰村小石原鼓2846
高齢者活動促進施設(喜楽来館)内

0946-74-2012

小郡市
社会福祉協議会

838-0126
小郡市二森1167-1
小郡市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ
あすてらす内

0942-73-1120

大刀洗町
社会福祉協議会

830-1201
三井郡大刀洗町大字冨多819
ぬくもりの館大刀洗内

0942-77-4877

うきは市
社会福祉協議会

839-1321
うきは市吉井町347-1
うきは市総合福祉ｾﾝﾀｰ内

0943-76-3977

　福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などに不安がある方を対象に、福祉サービ
スの利用手続きや金銭管理等のお手伝いをします。

障がい者が自立した生活を送ることができるよう、福祉に関する各種の
    相談 に応じます。
（計画相談）福祉サービス利用のための「サービス等利用計画」を作成し、
    連絡調整を行います。
（地域移行）施設・病院から地域生活に移行するための相談や必要な支援
    を行います。
（地域定着）単身で生活している障がい者を対象に常時連絡体制を確保
     し、緊急時に必要な支援を行います。

【社会福祉協議会】 

【保健所】 

 【警察署】 

【精神保健福祉センター】 

 【市町村】  

【生活困窮者自立支援機関】 

【地域包括支援センター】 

【福岡県ひきこもり地域支援センター】 

 【福岡県発達障がい者支援センター】 

【相談支援事業所】 

【就労移行支援・就労継続支援】  

〒 住所 電話番号

秋月･甘木 838-0061 朝倉市菩提寺183-53 0946-23-1322

南陵･十文字 838-0022 朝倉市城859 0946-21-1837

比良松･杷木 838-1315 朝倉市入地2262-1 0946-23-8823

小郡市（基幹型） 838-0198 小郡市小郡255-1 0942-72-2111

小郡西地区 838-0106 小郡市三沢883-1 0942-65-4118

小郡市東地区 838-0103 小郡市三国が丘1丁目50-1 0942-48-0561

小郡市南地区 838-0141 小郡市小郡278-17 0942-23-8666

うきは市 839-1393 うきは市吉井町新治316 0943-75-4105

浮羽地域 839-1401 うきは市浮羽町朝田582-1 0943-76-9907

838-0802 筑前町久光951-1 0946-22-0171

830-1298 大刀洗町大字冨多819 0942-77-6211

838-1692 東峰村大字小石原941-9 0946-74-2311

　保健師や社会福祉士、ケアマネージャー等が中心になって、地域に暮らす高齢者の
日々の暮らしを様々な側面からサポートします。

筑前町

大刀洗町

東峰村

朝倉市

小郡市

うきは市

市町村名
A型 B型

こがね園 838-0039 朝倉市桑原1088-1 0946-24-1294 ○ ○

愛夢ﾁｬﾚﾝｼﾞ 838-0068 朝倉市甘木1464-1 0946-23-8355 ○ ○

あゆみの会共同作業所 838-0068 朝倉市甘木655-1 0946-23-9365 ○ ○

K‘ｓファームあさくら 838-0023 朝倉市三奈木291 0946-21-6661 〇 〇

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 ちくぜん野の花 838-0214 朝倉郡筑前町東小田3539-10 0946-42-5701 ○ ○ ○

社会福祉法人 第二野の花学園 838-0202 朝倉郡筑前町三箇山1147-2 0946-42-4131 ○ ○

NPO法人くるみ苑 838-0227 朝倉郡筑前町朝日817 0946-42-0744 ○ ○

ほっとｽﾍﾟｰｽあさくら 838-0205 朝倉郡筑前町三並1140 0946-42-1360 ○ ○

障害者ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰ Work Step 838-0142 小郡市大板井1143-1 0942-72-7221 ○ 相談可

就労継続支援B型事業所 Smile work 838-0142 小郡市大板井1143-1 0942-72-7221 ○ 相談可

就労継続支援事業所 ｳﾞｨｵﾗ 838-0106 小郡市三沢水訳465-3 0942-72-0667 ○ ○

株式会社 結乃家 838-0107 小郡市希みが丘3-3-57 0942-65-3415 ○ ○

花とお日さま 838-0141 小郡市小郡1284-1 0942-65-8738 ○ ○

福祉支援ｾﾝﾀｰ ｱｯﾌﾟﾙ 838-0106 小郡市三沢2955-1 0942-23-0588 ○ ○ ○

就労継続支援ｾﾝﾀｰのぞみ 838-0106 小郡市三沢4225-43 0942-75-4010 ○

就労継続支援 Kataru　 838-0126 小郡市二森1350-2 0942-65-5855 ○

就労継続支援事業(B型)風の丘 838-0136 小郡市上西鰺坂37-1 0942-23-8885 ○ ○

社会福祉法人 小郡市福祉会 きぼうの家 838-0106 小郡市三沢99-1 0942-75-3962 ○ ○

にじのかけはし 838-0111 小郡市吹上1060-2 0942-48-1740 〇 ○

NPO法人ﾋﾟｱ･ｻﾎﾟｰﾄかだん　ろｰど 838-0141 小郡市上岩田1365-1 0942-65-5030 ○ ○

MOW 830-1226 三井郡大刀洗町山隈23 0942-77-4871 ○ ○

ブルースカイ 830-1203 三井郡大刀洗町大字三川443 0942-77-2787 ○ ○

ﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄ 白鳥の家 839-1401 うきは市浮羽町朝田578 0943-77-4866 ○ ○ ○

TYｴｲﾄﾞ株式会社 弥栄 839-1321 うきは市吉井町624-5 0943-75-4343 ○ 一部

ｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾛ 839-1311 うきは市吉井町若宮55ｰ5 0943-75-8855 ○ ○

就労継続支援A型事業所 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ T 839-1311 うきは市吉井町若宮56-4 0943-74-2828 ○ ○

就労継続支援B型事業所 ﾙｯｺﾗ 839-1321 うきは市吉井町212-7 0943-75-3165 ○

障がい者支援事業所 だいちに水 839-1406 うきは市浮羽町高見字神田橋659-9 0943-76-9138 ○ ○

就労継続支援A型事業所 ここみらい 839-1402 うきは市浮羽町浮羽428-4 0943-77-7550 ○ 条件あり

就労継続支援Ｂ型　パプリカ 839-1321 うきは市吉井町624-4 0943-76-9406 ○ ○

就労継続支援B型事業所　やすらぎ会千年 839-1304 うきは市吉井町千年613-2 0943-76-9605 〇 〇

　（就労移行支援）一般企業等への就労を希望する６５歳未満の方に一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
　（就労継続支援Ａ型）６５歳未満の方に雇用契約に基づく就労の機会を提供し、一般就労に必要な訓練などを行います。
　（就労継続支援Ｂ型）雇用契約に基づく就労が困難な方に就労の機会を提供し、就労に必要な訓練などを行います。

名称 〒 住所 電話番号
就労

移行

支援

就労継続

支援 送迎
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１ ４ 

名称 〒 住所 電話番号 診療科目 その他

甘木心療クリニック 838-0069 朝倉市来春150 0946-21-1701 精神科、心療内科、内科

あかし心療ｸﾘﾆｯｸ 838-0142 小郡市大板井1392-3 0942-41-2233 心療内科、精神科

柴田ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 838-0144 小郡市祇園1-14-8 2F 0942-42-7700 精神科、心療内科、神経科、内科

こぐま学園診療所 838-0142 小郡市大板井1143-1 0942-72-7221 小児科、リハビリテーション科、内科、精神科

希みが丘ｸﾘﾆｯｸ 838-0107 小郡市希みが丘2-19-12 0942-75-3030 心療内科、精神科

楡の木ｸﾘﾆｯｸ 838-0108 小郡市美鈴の杜1丁目1-1  1F 0942-27ｰ7841 心療内科、精神科

医療福祉センター聖ﾖｾﾞﾌ園 830-1226 三井郡大刀洗町大字山隈374-1 0942-77-1393 内科、小児科、精神科、リハビリテーション科、歯科 ショートケア

　外来治療を受けることができる医療機関です。

名称 〒 住所 電話番号 形態 送迎

福祉支援ｾﾝﾀｰ　ｱｯﾌﾟﾙ 838-0106 小郡市三沢2955ｰ1 0942-23-0588 通所 ○

　自立した日常生活や社会生活ができるよう、食事や家事等の生活能力の向上のために必要な訓練
を行います。

名称 〒 住所 電話番号 区分

小郡市障害者生活支援ｾﾝﾀｰ
ｻﾎﾟﾈｯﾄおごおり

838-0126
小郡市二森1167-1
小郡市総合保健福祉ｾﾝﾀ-　あすてらす内

0942-72-3175 Ⅰ型

NPO法人共同作業所ひだまり 838-0802 朝倉郡筑前町久光950-1 0946-22-2288 Ⅲ型

地域活動支援ｾﾝﾀｰ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ虹 838-0141 小郡市小郡1095-1 0942-73-5212 Ⅲ型

浮羽共同作業所 839-1321 うきは市吉井町347-1 0943-75-5726 Ⅲ型

NPO法人みるくはうす 838-0801 筑前町栗田1656 0946-24-6567 Ⅲ型

通所による創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、多彩な活動の場を提供します。
Ⅰ型：精神保健福祉士などの専門職員が配属され、創作活動または生産活動の機会の提供、
　　　　社会との交流を行います。
Ⅲ型：日中の活動をサポートする福祉施設です。共同作業所や作業所と呼ぶこともあります。

○精神障がい者　家族会

名称 〒 住所 電話番号

あゆみの会 838-0068 朝倉市甘木655-1 0946-23-9365

ワンハート陽だまり・れいんぼー 838-0141 小郡市小郡1095ｰ1 0942-73-5212

みつば会 839-1321 うきは市吉井町347ｰ1 0943-75ｰ5726

　当事者や家族が集まり、交流会などを通して仲間づくりを行う場です。
　日頃の悩みを話し合ったり、意見交換を行うことで、不安や孤独感を軽減する場となっています。

○ひきこもり・不登校について

名称 〒 住所 電話番号 対象

子と親・花花の会（親の会）　大刀洗支部
（問合せ先：大刀洗町社会福祉協議会）

830-1201 三井郡大刀洗町大字冨多819 0942-77ｰ4877
当事者
家族

うきは市不登校・ひきこもりを考える親の会　みつ
ばちの会（問合せ先：うきは市社会福祉協議会）

839-1321 うきは市吉井町347ｰ1 0943-76ｰ3996 家族

○断酒会

電話番号

0943-72ｰ2890

090-3605‐6724浮羽断酒友の会　（問合せ先：会長　中野　氏） 当事者・家族

名称 対象

浮羽断酒会　（問合せ先：代表者　田中　義嗣　氏） 当事者・家族

＊上記サービスの利用を希望される場合は、
市町村（福祉）の窓口にお問い合わせください。

ホームヘルパーが自宅を訪問して、調理・洗濯・掃除・
買い物等、生活全般にわたる援助を行います。

自己判断能力が制限されている方が行動する時に、危険
を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

　介護者が病気などの場合、短期間施設等へ入所できる
サービスです。

名称 〒 住所 電話番号

ﾊﾛｰﾜｰｸ朝倉 838-0061 朝倉市菩提寺480-3 0946-22-8609

ﾊﾛｰﾜｰｸ久留米 830-8505 久留米市諏訪野町2401 0942-35-8609

　障がい者の職業に関する相談窓口があり、障がいの状況、技能、知
識、適性、希望に応じて相談や職業紹介を行います。

名称 〒 住所 電話番号

ちくぜん 838-0214 筑前町東小田3539-8 0946-42-6801

ぽるて 839-0864
久留米市百年公園1-1
久留米ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 7階

0942-65-8367

　障がい者の仕事に関する相談や仕事をする上で必要な日常生
活についてのアドバイス・支援を行います。

名称 〒 住所 電話番号 診療科目
訪問

看護

ﾃﾞｲ

ｹｱ

ﾃﾞｲ

ﾅｲﾄ

ｹｱ

ｼｮｰﾄ

ｹｱ

甘木病院 838-0031 朝倉市屋永2295-2 0946-22-8111 精神科、心療内科 ○ ○

朝倉記念病院 838-0825 朝倉郡筑前町大久保500 0946-22-1011 精神科、内科、もの忘れ外来 ○ ○ ○ ○

蒲池病院 838-0141 小郡市小郡1342-1 0942-72-2007 精神科、心療内科、内科、児童・思春期精神科 ○ ○ ○

本間病院 838-0106 小郡市三沢526 0942-73-0111
精神科、心療内科、内科、循環器内科、リウマチ科、放射線科、
リハビリテーション科

○ ○ ○ ○

筑後吉井こころﾎｽﾋﾟﾀﾙ 839-1321 うきは市吉井町216-2 0943-75-3165 精神科、神経科、心療内科、内科、小児科 ○ ○ ○ ○

　精神科病床があるため、外来治療だけでなく、入院治療も可能な医療機関です。

朝
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市
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町
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う

き

は
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甘木病院訪問看護ステーション 838-0031 朝倉市屋永2285-2 0946-22-8111 ○ ○ ○ ○

甘木中央病院訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 838-0068 朝倉市甘木667 0946-22-9022 ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝけんせい 838-0069 朝倉市来春132 0946-41-2388 ○ ○ ○ ○

訪問看護ステーション　Reafあさくら 838-0068 朝倉市甘木1233-1　柿原住宅２ 0942-65-4928 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ｸﾞﾘｭｯｸ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 838-0141 小郡市小郡2476 ﾄﾚﾝﾃﾞｨITO A-101 0942-27-5415 ○ ○ ○ ○ ○

まどか訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 838-0109 小郡市あすみ1-40 0942-65-5324 ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝｱｿｼｵｰﾙ 839-1333 うきは市吉井町富永1864-2 0943-76-4663 ○ ○ 他地域要相談

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾃﾞｭｰﾝ久留米 830-0033 久留米市天神町61-1ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ天神101号室 0942-65-6220 ○ ○ ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾙﾅ 839-0814 久留米市山川追分1丁目6-10 0942-27-8424 ○ ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝｸﾛｰﾊﾞｰ 830-0048 久留米市梅満町994番6 0942-33-1587 ○ ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝReafくるめ 830-0046 久留米市原古賀町18-11　ﾘｰｶﾞﾙ・ﾀｯｸｽﾋﾞﾙ3階 0942-65-4926 ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾃﾞｭｰﾝ太宰府 818-0133 太宰府市坂本1-3-18　ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ102号室 092-928-2106 ○ ○ ○ ○ ○

家庭や地域で安心して生活が送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、服薬や日常生活についてのアドバイスや支援を行います。
訪問看護を利用するためには、かかりつけ医の指示書が必要です。

名称 〒 住所 電話番号

対象地域

備考

【精神科病院】 

【診療所】 

【訪問看護ステーション】 

【自助グループ】 

【グループホーム】 【障害者就業・生活支援センター】 

【公共職業安定所（ハローワーク）】 

【居宅介護（ホームヘルプ）】 

【行動援護】 

 【短期入所（ショートステイ）】 

【地域活動支援センター】          

【自立訓練（生活訓練）】 

名称 〒 住所 電話 定員

グループホーム　ほのか 838-0031 朝倉市屋永2315-1 0946-21-2333 10名

グループホーム　すまいる 838-0039 朝倉市桑原527-1 0946-28-8722 7名

あっとﾎｰﾑ みなみ 838-0205 朝倉郡筑前町三並902-3 0946-42-1400 13名

社会福祉法人 野の花学園
第六野の花学園

838-0816 朝倉郡筑前町新町212 0946-23-1101
男性7名
女性10名

第一･第二さくら寮 838-0127 小郡市大崎1141-11 0942-23-0588 13名

風の丘ﾎｰﾑ小郡 838-0136 小郡市上西鰺坂180ー3 0942-23-8885 7名

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 三線 838-0106 小郡市三沢水訳465-1 0942-72-0667
20名

（内ｻﾃﾗｲﾄ
3名）

アンソレイユ 838-01０6 小郡市三沢2955-1 0942-23-0588 10名

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあおぞら 838-0106 小郡市三沢528-1 0942-73-0123 6名

こもれび 838-0106 小郡市三沢746 0942-23-0022
男性6名
女性6名

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ もちの樹 830-1226 三井郡大刀洗町山隈23-1 0942-77-4871 7名

医療法人社団 宗仁会
ｽﾃｯﾌﾟﾊｲﾂ ｵﾘｰﾌﾞ

839-1321 うきは市吉井町269ー7 0943-75-2160 40名

りーふ・あっぷる 839-1401 うきは市浮羽町朝田223-11 0943-74-3050 7名

　共同生活を行う住居で、夜間や休日に相談や日常生活上の援助を行います。
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１ 地域の現状及び問題点 

（１）管内の概況 

管内は、福岡県の南部に位置し、大牟田市、柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・大木町・

広川町の 6市 2町からなっており、加えて医療圏は、久留米、八女・筑後、有明の 3つに及ぶ。管内

の総面積は 877.8ｋ㎡、人口 390,157人（令和 3年 3月末現在）、高齢化率は 33.3％（令和 3年 4月 1

日現在）となっている。管内の精神科病院は 9病院で、精神科病床は 2130床である。 

精神科病院入院患者の状況としては、入院が一年以上の患者数が全国平均の 4倍以上となっている

市町もあり、入院が長期化している傾向にある。また障害者総合支援法に基づく自立支援協議会は、

管内全市町で設置されている。市町によって差が大きいことなど管内の状況を考慮すると、広域的に

地域移行・地域定着を推進していけるよう「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を

進めていく必要がある。 

[管内市町別の精神科病院入院患者状況] 

 

 

（２）事業の経過 

H21 年度から、有明保健医療圏で地域支援関係機関会議（自立支援関係機関会議）を開始し、

H22 から 23 年度は医療圏ごとに、H24 年度から医療圏合同で会議を実施している。 

［地域支援事業「研修」内容の経過  講演会実施状況について（支援機関従事者が対象）］ 

年度 テーマ 講師 

H23 「精神疾患の理解及び治療中断予防について」 久留米大学病院 富田 克氏 

H25 
「みんなで支え合う地域づくり」 

～精神障がい者の地域生活を支えるために～ 

西九州大学准教授  

橋本 みきえ氏 

H26 
「精神障がい者の地域生活を支えるために」 

～支援者に必要な視点とﾈｯﾄﾜｰｸづくりについて～ 

地域生活支援センター長 

今野 えり氏 

H27 「当事者の社会参加をはばむもの」 国際医療福祉大学福岡保健医療学部 

Ｈ２１年度 Ｈ２２・２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 R1年度 R2年度 R3年度

課題
抽出

会議

研修

啓発

地域
定着
推進
事業

地域
支援
事業

旧山門

地域

有明医療圏、

八女・筑後医
有明医療圏、久留米医療圏、八女・筑後医療圏

ワーキンググループ会議

処遇プランの作成

会議出席者へのアンケート 市町

ヒアリング

疾患や治療中断予防に関す

る講演会
支援者の連携に

関する講演会

処遇プラン普及

こころの健康手帳

市町

ヒアリング

精神科病院・

相談支援事業所

ヒアリング

相談支援事業所

ヒアリング

相談支援事業所

ヒアリング

啓発に関する

講演会

パンフレット

作成

社会資源

マップの改訂

地域づくりの視点に関する講演会

社会資源

マップの作成

精神科病院

ヒアリング

健康教育

市町

ヒアリング

精神科病院

ヒアリング

自治体の取り組みに

関する講演会

中

止
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～地域で支え合う精神障がい者の支援について～ 教授 原口 健三氏 

H28 
精神障がい者を地域で支えるための支援者の連携について」 

～長期入院被保護者社会復帰促進事業の実践から～ 

保健医療経営大学保健医療経営学部 

教授 泉 賢祐氏 

H29 
「精神障がい者の地域移行・地域定着への関係機関の在り
方について」～厚生労働省の最近の動向～ 

帝京大学福岡医療技術学部 

准教授 櫻木 初美氏 

H30 「病院から在宅へ 医療、保健、福祉の連携」 
福岡県立精神医療センター太宰府病院  
地域医療連携室 窪井かおり氏 

R1 
精神科病院における精神保健福祉士の役割と地域連携につ
いて 

筑水会病院 地域医療推進部長  

大隈 岩雄 氏 

R3 地域包括ケアシステムの構築に向けた自治体の取り組み 
聖マリア学院大学 

教授 眞﨑 直子氏 

  ※令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症拡大を受け中止 

 （３）課題 

  ①自殺や認知症の啓発は全ての市町で行われているが、精神障がいに特化した啓発は 2 市のみでしか

実施されていない。また、自立支援協議会や個別支援会議以外で庁内の横断的な協議を行っている

市町はないこと等から、市町の関係部署の職員が精神障がいに取り組む必要性を認識するまでには

至っていない。 

  ②退院後の受け入れ先が少ない現状があり、退院調整を困難にし、入院が長期化する傾向にある。ま

た、退院に対して家族等の理解を得られにくいことで退院が困難な事例もある。 

  ③精神障がい者の地域定着には事業所等の支援が必要であるが、精神科病院へのヒアリングでは病院

と事業所間のつなぎが円滑に行われていない現状がみられている。 

（４）令和 3 年度事業目標 

  管内市町が、精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムを構築できるよう支援するとともに、

精神科病院等関係機関の理解を促し、協働で取り組んでいけるよう広域での体制作りを図る。 

   

２ 取組状況 

 
 

（１）措置入院者等の退院後支援 

【目的】 

 平成 30 年 3 月、国において、「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライ

ン」が示された。本県においても、平成 30 年 9 月から保健所が主体となり、医療機関、市町村、
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地域相談支援事業所等と連携して、措置入院者のニーズに応じ、必要な支援を受けられるよう退院

後の環境を整備し、地域で安心して生活できるよう退院後支援計画を作成し、支援している。 

 

表１ 当所の退院後支援計画の取組状況について(人) 

  H30～Ｒ元年度 
(H30.9月～Ｒ2.3月) 

R２年度 
(R2.4月～R3.3月) 

R3年度 
（R3.4月～R4.3月） 計 

管内に住所のある 
措置入院者 

当所措置分 43 27 27 97 

管外保健所措置分 2 2 2 6 

内訳 

計画作成 
対象者 

 同意確認待ち 3 8 7 18 

 同意あり（作成予定） 0 3 2 5 

 計画書交付 0 6 1 7 

終了 22 1 0 24 

同意なし（作成なし） 19 8 15 42 

 
（２）大牟田市内 5精神科病院へのヒアリング 

   令和 2年度に大牟田市へのヒアリング調査を行った。本年度は大牟田市内精神科病院と連携を深

めることにより、精神保健福祉の充実を図っていく。 

【成果・今後の方針】  

  精神科病院の窓口である精神保健福祉士に当所の地域支援事業への理解を促すことができ、各医療

機関の特徴を把握することができた。またヒアリングを通して今後の連携のための顔の見える関係づ

くりを行うことができた。 

（３）地域支援関係機関会議及び地域支援関係機関研修会   

【目的】   

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築の中心となる市町職員の理解を深め、福祉と保

健の連携を高め、精神障がいの予防から障がいの有無にかかわらず安心して生活できる地域づ

くりを促す。 

【成果・今後の方針】  

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、意見交換を減らした上で説明と報告に重点を置い

ての実施だったが、市町に対して理解を促し、取り組みを共有することができた。今後も市町の理解

を深めるとともに、医療機関等関係機関に対しても、精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステ

ムについての理解を図っていく。 

（４）精神障がい者地域定着推進事業 

【目的】 

精神障がい者が安定した地域生活を継続できるよう、関係機関の支援体制の構築及び精神障がい

者の希望する生活の実現に向けた支援を行う仕組みをつくる。 

 

内容 対象者 時期・場所 

精神障がい者地域支援の取り組み

状況について 

大牟田市内精神科病院の 

精神保健福祉士 

令和 3年 6月 29日～7月 2日 

大牟田市内精神科病院 

内容 対象者 時期・場所 

講話：精神障がい者にも対応した地域

包括ケアシステム構築に受け

た自治体の取り組みについて 

報告：市町ヒアリング結果 

ReMHRADの活用 

退院後支援計画 

管内 8市町障がい福祉部署・保 

健部署・生活保護部署・当所保 

護課 

 

令和 3年 11月 25日 

柳川総合庁舎大会議室 
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内容 対象者 時期 

・処遇プラン普及事業      

・こころの健康手帳活用事業 

本事業に同意する精神障がい者 通年（随時） 

【成果・今後の方針】 

 例年地域支援事業関係機関会議において当事業を紹介しているが、本年度は新型コロナウイルス感

染症のため会議が短時間となったため、紹介することができなかった。処遇プラン及びこころの健康

手帳の活用：実績 0件。地域支援事業の中で、具体的事例を活用できるよう計画し、啓発を図る。 

（５）個別支援会議 

【目的】 

措置事例や処遇困難事例を中心に支援方針等を検討し、安心して地域生活をするための支援体制

の整備を図る。                   

内容・対象者 時期 

・関係機関とのケース会議   延べ 68件（退院後支援会議含む） 

・措置解除面接        29件 

・所内事例検討        延べ 8件       

通年（随時） 

【成果・今後の方針】 

ケース会議への参加により、関係機関と情報共有し役割分担のもと支援方針を立てることができた。

今後も関係機関と連携を取りながら支援の充実を目指すとともに、必要な支援機関が効果的に介入で

きるよう働きかけを行っていく。 

（６）健康教育 

【目的】  

精神疾患についての一般住民や支援者の理解を促進する。   

内容 対象者 時期 

(１)講話 

①「精神障がい者への地域支援」 

②「措置入院患者の退院後支援に関する報告」 

① 大川市民生部会委員 21名 

② 管内市町（福祉課・健康づ

くり課・保護課） 

通年(随時) 

回数：2回 

【成果・今後の方針】  

今年度は新型コロナウイルス感染症流行に伴い啓発の機会の確保が難しかったが、2件の実施

の中で、精神障がい者との関わりに苦慮している民生委員の実情を把握することができ、措置入

院患者の支援に市町の協力依頼を得る機会となった。今後も、大牟田市を含め市町に対し健康教

育を積極的に行い、地域住民の精神障がい者への理解促進につなげる。 

  

３ 今後の取組 

精神障がい者の地域生活を支えるためには医療と福祉が両輪となり支援していく必要がある。ま

た地域で精神障がい者が安心して生活を続けられるようにするためには、精神障がい者にも対応し

た地域包括ケアシステムを構築していくことが重要となる。このため、市町をはじめ当地域におけ

る医療・障がい福祉・就労関係機関の連携が促されるよう下記の取り組みを引き続き行っていく。 

（１）精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの理解の促進 

（２）精神科病院と市町・地域支援関係機関との連携強化 

（３）精神障がいに対する正しい理解の促進 

（４）措置入院者への退院支援の強化 
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182,509

4

900

4

指定一般相談
（地域移行支援・地域定着支援）

（精神対応） 7

指定特定相談
（計画相談支援）

（精神対応）24

（精神対応）53

（精神対応）22

（精神障がい者） 3

（精神障がい者） 0

管内人口
（R3年4月1日現在、人口移動調査）

精神科病院数

精神科病床数

精神科クリニック数

相談支援
事業所数

日中活動系福祉サービス事業所数

グループホーム事業所数

地域移行個別給付利用者数（令和３年度）

地域定着個別給付利用者数（令和３年度）

３ヶ月未満 171人 25.9% 136人 20.3%

３ヶ月未満ヶ月以上１年未満 149人 22.6% 167人 24.9%

１年以上 338人 51.3% 367人 54.8%

不明 1人 0.2% 0人 0%

計 659人 100.0% 670人 100.0%

R１年 R２年

１ 地域の現状及び問題点 
   

当所は、福岡県東南部に位置し、行橋市、豊前市、京都郡及び築上郡の２市５町を管轄する。 

平成２０年度から医療、福祉、行政等の関係機関が連携して、精神障がい者やその家族に支援を行うこ

とで、精神障がい者が地域で安心して生活できるように精神障がい者の地域移行を進めるため精神障がい

者社会復帰促進（地域支援）事業に取り組んできた。 

また、平成２９年にこれからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会にて、精神障がいにも対応し

た地域包括ケアシステムの構築を目指すことが提言された。 

令和３年度は、令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響で関係機関を集めての会議・

研修がほとんど開催できなかったが、感染の状況を見ながら、精神障がいにも対応した地域包括ケアシス

テム構築の取り組みに向け、市町の自立支援協議会での講話、ピアサポーターについて普及啓発、関係機

関へのヒアリング調査等を実施した。 

今後も精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができるよう、保健・

医療・福祉それぞれの支援者が地域移行や地域定着支援に関する地域の現状や課題について共通の想いを

持ち、共有することができる体制づくりの構築に取り組んでいく必要がある。 

 

○管内の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和３年度の実施状況 

（１）６３０調査結果等による地区診断  

  精神保健福祉資料等による管内の精神科病院の患者等の状況及び地域の状況を分析した。 

管内の精神病床における入院患者数（Ｒ１,Ｒ２年度 管内３病院の６３０調査データから集計） 
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H28 H29 H28 H29 H28 H29 H28 H29 H29 H30

管内 50% 57% 80% 73% 86% 87% 138 143 479 448
福岡県 61% 59% 81% 77% 89% 86% 137 137 11,515 11,521
全国 65% 64% 82% 81% 89% 88% 129 127 174,292 171,620
福岡県障がい者福
祉計画（第4期：H30

～H32年度）目標値

（国）障害福祉計
画（第6期：R3～R5

年度）目標値

69%
以上

86%
以上

92%
以上

10.6万人～12.3万人

精神病床におけるアウトカム指標（H28～H30年度精神保健福祉資料）

新規入院患者の
平均在院日数（日）

10,189

在院期間一年以上の
長期在院患者数（人）

入院後
3ヶ月時点の

退院率

69%
以上

入院後
6ヶ月時点の

退院率

84%
以上

入院後
１年時点の

退院率

90%
以上

精神病床におけるアウトカム指標（Ｈ２８～Ｈ２９年度精神保健福祉資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自立支援協議会へのヒアリング調査 

  精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを構築するためには、市町村をはじめとした関係機関に

おける包括的かつ継続的な支援体制の確保が求められる。そこで、精神障がいにも対応した地域包括ケア

システム構築に向けた取り組みに向け、目指す方向性や地域の現状や課題を整理することを目的とし、ヒ

アリングを実施した。対象は、自立支援協議会の中でも精神分野に密に関わっている相談支援部会とした。 

【結果】 

  地域の現状として、相談支援事業所の負担が大きい、福祉と医療の思いが一致せず連携が難しい、各市

町で地域の特徴が異なることにより、課題の共有が難しい場合があるといった課題が挙がった。 

京築管内の社会資源は限られているため、対象者に必要なサービスを導入するためには管内全体で広域

的に意見交換を行うことや、事例等を通して、医療と福祉の役割を相互に認識できる機会を設けることが

必要である。 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、自立支援協議会は重要な役割を担って

いる。対象者にとってより良いサービスが提供できるよう、日頃から医療・福祉・行政が連携し合う必要

がある。 

 

 

（３）関係機関代表者会議での報告及び協議 

  管内４精神科病院の院長、地域援助事業者（相談支援事業所・グループホーム・就労相談）の管理者、

市町障がい担当課長、ピアサポーター等の保健・医療・福祉関係者等による会議を毎年開催している。 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため書面開催とした。 

日  時 内  容 参加者 

令和３年 

１０月 

地域支援関係機関会議（書面開催） 

「地域移行及び地域生活継続のための支援について」 

関係機関職員代表者 

(精神科病院長、市町担当課長、 

警察、消防、教育事務所、 

公共職業安定所、民生・児童委員、

相談支援事業所、地域援助事業所、

ピアサポーター）２０名 

 

日 程 内  容 対 象 

令和３年 

10月～12月 

自立支援協議会へのヒアリング調査 

内容：各自立支援協議会における現状と課題について 

自立支援協議会の相談支援部会長

及び事務局  ３か所 計１２名 
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（４）自立支援協議会での講話 

  令和３年度は、京都郡地区自立支援協議会と、豊築地区自立支援協議会から、精神障がいにも対応した

地域包括ケアシステムについての説明会の要望があり、各自立支援協議会において講話を行った。 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを実現するためには、ピアサポーターの役割が重要とな

る。そこで、令和２年度から、当所管内でピアサポーターとして活動されている方と連携し、豊築地区自

立支援協議会にてピアサポーターについての講話を実施している。 

  令和２年度はピアサポーターについての基本的知識の周知のための概要や活動内容について講話を行

った。令和３年度はさらに理解を深めることを目的とし、管内でピアサポーターとして活動されている方

に依頼し、活動内容について講話を行った。 

自立支援協議会 日時 テーマ 講師 参加人数 

京都郡地域 

自立支援協議会 

全体会 

令和３年 

10月 27日

（水） 

講話 

「精神障がいにも対応した地域 

包括ケアシステムとは」 

福岡県精神保健福祉センター 

社会復帰課長 
19名 

豊築地区 

自立支援協議会 

相談支援部会 

令和３年 

11月 10日

（木） 

講話 

「精神障がいにも対応した地域 

包括ケアシステムについて」 

福岡県精神保健福祉センター 

社会復帰課長 

18名 
説明 

「ピアサポータについて概要紹介」 

京築保健福祉環境事務所 

保健師 

体験談 

「ピアサポーターについて」 

社会福祉法人 共生の里 

夢活動センター行橋  

ピアサポーター 

【結果】 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの講話では、漠然としていたイメージから理解が進み、

協議を深める意識づけになった。 

ピアサポーターとして活動されている方に実際の活動を話してもらう機会を設けることで、ピアサポー

ターについての理解がより深まり、今後ピアサポーターの養成に取り組む際のイメージを描くことができ

たのではないかと考える。今後もピアサポーターの活動について、広く周知していきたい。 

 

 

（５）処遇プランに関する取り組み 

  令和３年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、処遇プランについての研修会の実施を

見合わせた。 

処遇プランを継続して利用している対象者については、退院した後も、作成した処遇プランが対象者自

身の体調把握のツールとなっているとともに、施設職員が対象者の状態悪化を把握するための指標として

も活用されている。 

 

 

（６）こころの健康手帳活用への取組 

精神障がいのある方が希望する生活の実現に向け、支援者がこころの健康手帳についての理解を深め、

活用できることを目的とし、令和３年度は訪問看護ステーション連絡協議会において、こころの健康手帳

についての説明を行った。 

令和３年度こころの健康手帳新規活用事例は１例。文章を書くことが好きな事例に手帳の利用を提案し

た。病院からグループホームに移行する際に有効に活用できた。 

  今後も様々な支援機関が集まる機会に合わせ、具体的な活用方法を周知する。 
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（７）精神障がいがある人の退院後支援 

  措置入院者（緊急措置入院を含む）のうち、退院後支援計画に基づく支援を受けることに同意した者に

退院後支援計画を作成し、関係機関と連携して支援を行った。 

  精神障がいがある人の退院後支援実績（人） 

 
R２年度 R３年度 

措置入院（緊急措置入院のみも含む）患者数 16 12 

退院後支援計画

の同意確認 

同意あり 6 4 

入院中等で同意未確認 2 2 

同意後撤回 1 0 

同意なし 5 1 

他保健所へ情報提供 2 1 

退院後支援計画に基づく支援期間終了者 5 4 

 

 

（８）個別支援会議 

令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、多機関が集合する会議を見合わせることも多

く、実施回数は令和２年度の半数以下となった。感染拡大時には、書面やオンラインでの個別支援会議が

開催された。 

個別支援会議開催実績（回） 

  主催 会議種類 R2 年度 R3 年度 

保健所 

退院後支援会議 14 4 

処遇プラン作成に係る会議 4 0 

上記以外の当所主催の会議 9 5 

他機関 
医療観察法ケア会議 4 11 

その他の会議 22 5 

計 53 25 

 

 

 

（９）京築保健福祉環境事務所社会資源名簿の改定（別添参照） 

  管内の社会資源名簿「こころの健康づくり 社会資源情報誌 ～京築版～」を毎年改定し、関係機関に配

布している。作成した情報誌は、管内の市町や医療機関、相談支援事業所、就労に関する機関、発達やひ

きこもりに関する機関、生活困窮者相談支援事業所、教育機関、薬剤師会、警察の計２５６か所に配布し

た（配布は令和４年４月に実施）。 
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３ 事業を進める上での課題及び今後の方針 

課題 今後の取り組み 

＜退院意欲の醸成を図る体制作り及び支援者の 

精神障がいに対する理解や支援技術の向上＞ 

 

○処遇プランやこころの健康手帳について周知が

十分であるとは言えない。 

 

○当事者の退院意欲の喚起への働きかけを行う必

要がある。 

①支援機関に対し、処遇プランやこころの健康手帳に

ついて周知する機会を設ける。 

②処遇プランの利用が効果的であると思われる方に

ついて、病院等に作成の打診をし、病院等と一緒に

プランを作成する。 

③相談支援事業所等と連携し、身近な療養上の世話を

している病院職員に向けた研修会を検討する。 

④病院職員及び支援機関の職員等を対象に、事例を通

して考える研修会を実施する。 

＜精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム 

構築のための取組み＞ 

 

○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム

について取り組みを進めていく必要がある。 

 

①管内の相談支援事業所（指定一般相談支援事業所、

指定特定相談支援事業所）を対象にヒアリング調査

を実施する。課題を把握するとともに、精神障がい

にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けて

目指す方針・方策などを把握する。 

②支援者のニーズを把握し、管内の研修会に反映す

る。 

③精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構

築に向けての協議の場の設置について、自立支援協

議会と連携しながら検討する。 

＜関係機関との連携強化＞ 

 

○お互いの機能と役割を理解した顔の見える関係

づくりが必要である。 

①連携のノウハウはケースを通じて培われるので、個

別事例から病院職員と一緒に考える場を設ける。 

②病院職員や地域支援者と協議する場を設ける。 
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～京築版～ 

  

【作成】 福岡県京築保健福祉環境事務所 健康増進課 精神保健係 （令和４年 ３月改定） 

 

こころの健康づくり 

社会資源情報誌 

【京築地区】 

行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、

吉富町、上毛町、築上町 
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※記載内容は法改正や事業所によって変更になることがありますので、事前に事業所にお問い合わせください。 

◇こころの健康相談◇ 
保健所では、こころの健康や精神保健・医療・福祉
に関する相談を行っています。 
ひとりで悩まずに相談してみませんか。 
精神科医師（予約制）や保健師が対応します。 
※祝日の場合は、変更あり 

・保健師による相談 
平日 8 時 30 分～17 時 15 分 

 ・精神科医師による相談（予約制）  
行橋会場 ： 毎月第２水曜日 13:30～ 

    豊前会場 ： 毎月第１月曜日 14:00～ 
 ・思春期相談（予約制）    

行橋会場 ： 毎月第３水曜日 13:30～  
（令和 4 年度は 7 月のみ第４水曜日） 

 

名   称 所　在　地 電話番号

行橋記念病院 行橋市北泉3-11-1 0930-25-2000

行橋厚生病院 行橋市大野井640 0930-23-1230

大川病院 豊前市大字四郎丸281 0979-82-2203

豊前病院 豊前市久路土1545 0979-82-2309

さくら心のケアクリニック 豊前市赤熊1359番3 0979-64-8633

谷クリニック 苅田町京町1-11-5-2F 093-436-2867

喜之道クリニック 吉富町広津291-1 0979-22-2411

こうげクリニック 上毛町東下1584 0979-72-2028

電話番号 FAX

0930-23-2966 0930-23-4880

名　　　　称

福岡県京築保健福祉環境事務所
健康増進課　精神保健係

所　　在　　地

行橋市中央1丁目2-1

名　　称 所　在　地 電話番号

行橋記念病院訪問看護ステーション 行橋市北泉3-9-1 0930-23-8111

あざみ訪問看護ステーション 行橋市大野井６40 0930-23-80８3

ゆくはし訪問看護ステーション 行橋市南泉4-11-4 0930-23-4541

訪問看護ステーションかがやき 行橋市南泉2-5-16 0930-55-1188

リハビリ訪問看護ステーションりふる 行橋市道場寺1589-1 0930-26-1167

訪問看護ステーション　心の駅 行橋市流末1277番地3 0930-26-3629

ケアフル訪問看護リハビリステーション 行橋市神田町6-29 0930-25-5672

いちご訪問看護 行橋市中央1丁目7-41 0930-26-0055

ひと息の村　訪問看護ステーション 行橋市行事7丁目25-3 0930-22-3332

訪問看護ステーション　リリー 行橋市宮市町3-2-301 0930-25-2328

はーとふる訪問看護ステーション 京都郡苅田町若久町2丁目18-3 093-434-1070

訪問看護ひかり 京都郡苅田町若久町2丁目1-9 093-953-7718

ラシック訪問看護ステーション 京都郡苅田町与原3丁目5-5 0930-55-2220

訪問ステーションほうらい 豊前市四郎丸1960番地3 0979-53-6161

訪問看護ステーション幸の蔵
築上郡吉富町広津384-1
ストロベリーフィールズⅡ202

0979-24-0020

訪問看護ステーションひびき 築上郡上毛町西友枝1938-1 0979-64-7853

名 　　称

福岡県認知症医療センター
(行橋記念病院内)

電話番号

0930-25-2184

名 　　称

産業医科大学病院

所　在　地

北九州市八幡西区医生ケ丘1番1号

電話番号

093-603-1611

  

認知症に関する相談 

保 健 所 

病院・診療所 

 

訪問看護ステーション 

 

高次脳機能障がい支援拠点機関 

主治医の指示のもと、看護師等の専門職が訪問し、療養の支援を行います。 
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名　　称 所　在　地 電話番号

行橋市役所
福祉
健康

地域福祉課　障がい者支援室 行橋市中央1-1-1 0930-25-1111

豊前市役所　
福祉
健康

福祉課　障害者福祉係 豊前市大字吉木955 0979-82-1111

福祉
地域福祉課
障がい者福祉サービス担当

093-434-1039

健康 子育て・健康課　健康増進担当 093-588-1235

みやこ町役場
福祉
健康

子育て・健康支援課　障がい者支援係 京都郡みやこ町勝山上田960 0930-32-2725

吉富町役場 福祉 福祉保険課　福祉保険係 築上郡吉富町大字広津226-1 0979-24-1123

吉富町あいあいセンター
（保健センター）

健康 子育て健康課　健康係 築上郡吉富町大字広津342 0979-23-9900

上毛町役場
福祉
健康

長寿福祉課　福祉医療係 築上郡上毛町大字垂水1321-1 0979-72-3188

福祉 保険福祉課　障がい者支援係

健康 子育て・健康支援課　健康づくり係
0930-56-0300

担　当　課

苅田町役場　 京都郡苅田町富久町1-19-1　

築上町役場 築上郡築上町大字椎田891-2

名　　称 所　在　地 電話番号 市町村からの委託

行橋市障がい者等基幹相談支援センター 行橋市大字中津熊501　ウィズゆくはし１F 0930-25-5534 行橋市

  
市 町 

（福祉）自立支援医療（精神通院医療）、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービスなどの申請窓口です。 

（健康）こころの健康に関する相談窓口です。  

障がいのある方が自立した生活を送ることができるよう、福祉に関する各種の相談に応じます。 

 （計画相談）福祉サービス利用のための「サービス等利用計画」を作成し、連絡調整を行います。 

（地域移行支援）施設・病院から地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。 

（地域定着支援）単身で生活している障がい者を対象に常時連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。 

（市町村からの委託）市町村が実施する障害者相談支援事業を事業所へ委託し、相談に応じます。 

 

 

相談支援事業所（行橋市・京都郡） 

基幹相談支援センター 地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務等を実施します。 

（市町村からの委託）市町村が実施する障害者相談支援事業を事業所へ委託し、相談に応じます。 

 

 

精神 身体 知的 児童

相談支援事業所　共生の里 行橋市泉中央6-11-15 0930-28-9388 ○ ○ ○ 行橋市

愛和相談支援センター 行橋市南泉2-28-1 0930-25-6623 ○ ○ ○ ○ 苅田町

行橋市社会福祉協議会
相談支援センターふれあい

行橋市大字下崎字皆尻1235番地 0930-23-3161 ○ ○ ○ ○

障がい者相談センター　さくら 行橋市西宮市2-20-22 0930-55-6868 〇 ○ ○ ○

相談支援センターせかんど 行橋市南泉1-21-12 0930-25-7354 ○ ○ ○ ○

相談支援事業所　らしく 行橋市泉中央8丁目18－1 0930-26-1187 ○

相談支援事業所　めばえ 行橋市大橋1丁目1-20 0930-55-0330 ○ ○ ○ ○

ゆうりずむ 行橋市大字下崎字大向1207番地 0930-26-3338 ○ ○

指定相談支援事業所　リンク 行橋市南泉1-21-10 0930-26-2657 ○

苅田町社協
障害者相談支援センター　そら

京都郡苅田町幸町6-91 093-434-3641 ○ ○ ○ 苅田町

相談支援事業所まごころ 京都郡苅田町大字稲光1225 0930-25-7732 ○ ○ ○ ○ 苅田町

相談支援事業所　榮荘ハウス 京都郡苅田町大字二崎70 0930-25-1072 ○ ○

そうだんしえんcottoｎ 京都郡苅田町下片島420-2 0930-55-6645 ○ ○ ○ ○

相談支援事業所　ペンギン教室 京都郡苅田町幸町6-91 093-434-5110 ○

相談支援事業所　さいがわ 京都郡みやこ町犀川大坂1194-9 0930-42-2496 ○ ○

みやこ町社協障がい者相談支援事業所 京都郡みやこ町犀川古川50番地 0930-42-1000 ○ ○ ○ ○ みやこ町

相談支援センター　錦陵の苑 京都郡みやこ町節丸930番地 0930-33-2940 ○ ○ ○ ○ みやこ町

相談支援センター　こすもす 京都郡みやこ町上原1011番地4 0930-33-5571 ○ ○ ○ ○

市町村から
の委託

名　　　称 所　　在　　地 電話番号
計画相談 地域移行・

地域定着
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精神 身体 知的 児童

相談支援センター　みらい 豊前市大字久路土1491-１ 0979-33-8350 ○ ○ ○ ○ ○
豊前市
上毛町
吉富町

地域生活支援センター　すおう 豊前市大字塔田589-1 0979-64-6105 ○ ○ ○ ○ ○

恵光園　ハイジ 豊前市大字荒堀37-12 0979-82-4478 ○ ○ ○ ○ ○

豊前市障害者地域生活支援センター
「すずの家」

豊前市大字荒堀523-1 0979-83-1139 ○ ○ ○ ○ ○ 豊前市

豊前アニマノ相談支援事業所 豊前市大字才尾450-3 0979-84-1171 ○ ○

障害者相談支援センター　芽吹き
築上郡吉富町広津385-7
寄宿舎幸の蔵

080-5270-7061 ○ ○ ○ ○

指定特定相談支援事業所

ひとつのP-run
築上郡吉富町大字土屋141-1 0979-53-9395 ○ ○ ○

相談支援センター　つきのわ 築上郡上毛町上唐原1284-1 0979-53-8766 ○ ○ ○ ○ ○ 上毛町

指定相談支援事業所「てのひら」 築上郡築上町小山田2390-3 0930-53-1122 ○ ○ ○ ○ ○ 築上町

相談支援センター　きずな 築上郡築上町小山田2058-20 0930-52-3007 ○ ○ ○ ○

相談支援センター　空の窓 築上郡築上町上ノ河内1033-1 0930-56-4850 ○ ○ ○ ○ ○

市町村から
の委託

名　　　称 所　　在　　地 電話番号
計画相談 地域移行・

地域定着

名　　　称 所　　在　　地 電話番号
就労移
行支援

就労定
着支援

就労継

続支援

Ａ型

就労継

続支援

Ｂ型

自立
訓練

就労支援センター　アシスト 行橋市大字延永208 0930-24-6066 　 ○ 　 　

夢活動センター行橋 行橋市大橋3-9-10 共生の里行橋ビル 0930-24-8866 　 　 ○ 　

光センター 行橋市沓尾590-5 0930-25-8868 　 　 ○ 　

就労支援センター　ガイド 行橋市大字道場寺1323-51 0930-55-6612 　 ○ 　 　

じょぶトレーニング行橋 行橋市西宮市2-20-22 0930-55-6868 ○ 　 　 ○

愛和社会復帰センター 行橋市南泉2-28-1 0930-25-6623 ○

サポートセンターあいわ 行橋市南泉2-50-1 0930-55-2202 ○ ○ 　 ○

わーく・いずみ 行橋市南泉4-11-6 0930-24-1584 　 　 ○ 　

みやこの杜 行橋市大字大野井355-1 0930-26-0303 　 ○ 　 　

就労支援センター希京 行橋市大字宝山890-1 0930-24-1886 　 ○ 　 　

ハッピーライフ　行橋作業所 行橋市大字延永90-1 0930-25-2246 　 ○ ○ 　

ワークセンター　どりーむ 行橋市大字徳永701-1 0930-25-6012 　 　 ○ 　

どんぐり 行橋市大字高来19-1 0930-25-2923 　 　 ○ 　

azuｌ 行橋市高瀬64-1 0930-28-8909 ○

ハッピーライフ　大橋作業所 行橋市東大橋4-1679-1 0930-26-0732 ○

ゆくはし第２ふれあいの家 行橋市大字下崎1235番地 0930-23-3161 ○

作業所　大和 行橋市南泉1-21-12 0930-25-7354 ○

夢活動センター秋桜 行橋市神田町9-8 0930-55-2744 ○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

（就労定着支援）一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 

（就労継続支援 A 型）一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 

（就労継続支援 B 型）一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 

（自立訓練（生活訓練））自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行います。 

相談支援事業所（豊前市・築上郡） 

就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援（A 型/B 型）・自立訓練（生活訓練）【行橋市】 
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名　　　称 所　　在　　地 電話番号
就労移

行支援

就労定

着支援

就労継

続支援

Ａ型

就労継

続支援

Ｂ型

自立

訓練

ハッピーライフ　苅田作業所 京都郡苅田町大字鋤崎479-1 0930-28-8861 ○

多機能型就労支援事業所
ハッピーライフサポートセンター

京都郡苅田町大字稲光261 0930-25-0732 ○ ○ 　

多機能型事業所　くすの木作業所 京都郡苅田町尾倉4-1-7 093-435-3231 　 　 ○ 　

就労継続支援事業所　こらぼっくる 京都郡苅田町新津２-９-１７ 0930-26-1158 ○

夢活動センター苅田 京都郡苅田町富久町1-27-13 093-383-0075 ○

就労支援センターこころ
京都郡苅田町神田町1-22-7
シーポート09,104

093-482-2448 ○

これくとワーク 京都郡苅田町大字新津1598-8 0930-24-8881 ○

障がい者地域サポートセンター京の郷 京都郡みやこ町犀川本庄180-1 0930-55-0923 ○

シーズ 京都郡みやこ町豊津699 0930-28-9421 ○

風和里くらぶ 京都郡みやこ町豊津516-1 0930-25-3940 ○

ワークセンター　ほーぷ 京都郡みやこ町犀川大村950 0930-25-6012 ○

こすもす園・京都 京都郡みやこ町上原 1011-４ 0930-33-5571 ○

勝山学園 京都郡みやこ町勝山宮原418 0930-32-4420 ○

工房　うらら 京都郡みやこ町国作1123-23 0930-33-3710 ○

就労支援事業所　クローバー 京都郡みやこ町勝山黒田字深沼607-3 0930-55-0357 ○

多機能型施設あごら 豊前市大字八屋1801-1 0979-83-1612 ○

多機能型事業所　第二周防学園 豊前市大字川内3724-5 0979-82-4619 ○ ○ 　 ○ ○

ＬｉｆｅＲｏａｄ 豊前市大字皆毛134-1 0979-53-9370 　 ○ 　 　

障がい者就労支援施設　みらい 豊前市大字久路土1491-3 0979-83-0352 　 　 ○ 　

ワークセンター栃 豊前市大字大西1120 0979-82-0885 ○

きのこセンター翼 豊前市大字青畑415 0979-53-9591 　 ○ 　 　

森の学校 豊前市大字下河内658 0979-84-8155 　 　 ○ 　

ハミングバード 豊前市川内2344-３ 0979-64-9661 ○

障がい福祉サービス事業所　ゆるり 築上郡吉富町大字幸子392-4 0979-64-8916 　 　 ○ 　

通所工房Ｉ‐ＴＥＭ 築上郡吉富町大字土屋141-1 0979-53-9395 ○ 　

就労継続支援事業所　幸い 築上郡吉富町広津368番地8 070-7645-2515 ○ ○

就労移行支援事業所　みのる 築上郡吉富町広津291番地1 080-2727-8935 ○

村のぱん屋・ＳＵＮ 築上郡上毛町大字安雲1-1 0979-72-1615 　 ○ 　 　

ソーシャルサポート　Tsukinowa 築上郡上毛町上唐原1284-3 0979-53-9851 ○ 　 ○ ○

東上きのこ苑 築上郡上毛町大字東上2782 0979-72-3361 　 ○ 　 　

ワークランド・こすもす 築上郡築上町大字小山田2382-1 0930-53-1022 ○ ○ 　 ○ 　

就労継続支援施設のぞみ 築上郡築上町坂本402-1 0930-56-5236 　 ○ 　 　

とび梅学園 築上郡築上町越路474-1 0930-56-3870 ○ 　 ○ 　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援（A 型/B 型）・自立訓練（生活訓練）【京都郡・豊前市・築上郡】 
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名　　称 所　在　地 電話番号 型

地域活動支援センター美夜古 行橋市大字宝山600-4 0930-22-1029 Ⅲ型

地域活動支援センター山びこ 豊前市薬師寺593-1 0979-82-0693 Ⅲ型

地域活動支援センターあぐり 豊前市大字八屋2278-2 0979-82-8713 Ⅲ型

名　　称 所　在　地 電話番号 備　　　考

グッドライフ 行橋市大字延永78-1 0930-23-2180 グッドライフ１・グッドライフ２

NEXTグッドライフ 行橋市大字延永78-1 0930-26-0251

グループホームわかば 行橋市大字大野井657-15 0930-22-1751

グループホーム　なが居 行橋市南泉1-31-14 0930-28-9990

愛和社会復帰センター
グループホーム

行橋市南泉2-28-1 0930-25-6623
愛和社会復帰センターグループホーム１，２，

３，４

グループホーム　共生の里 行橋市矢留1246 0930-25-3958
第１ホーム・第２ホーム・第３ホーム・豊津ホー

ム・苅田ホーム・そよかぜホーム

泉　荘 行橋市南泉4-11-5 0930-24-1584
本館・新館・さつき・あかり・みどり・さくら・

すみれ・わかば・つくし・かえで

グループホーム　榮荘ハウス 行橋市東大橋2-19-24 0930-26-1072 榮荘ハウス１号館・榮荘ハウス２号館

憩いの郷　行橋 行橋市大字延永208 0930-55-2288

ケアホーム　叶芽 行橋市南泉1-21-11 0930-25-7354

いなみつ 京都郡苅田町大字稲光1442 0930-22-8681
いなみつ・一刻ハイム・グリーンルームＡ,Ｂ・すみれ

庵・もみじ・グレープ・グレープⅡ・ほおずき・うぐ

いす

グループホーム　さいがわ 京都郡みやこ町犀川大坂546-1 0930-42-1233 １号館・２号館

グループホーム　うらら風 京都郡みやこ町田中515 0930-33-3710

こすもすの里 京都郡みやこ町豊津1371-9 0930-33-6004 こすもすの里・第二こすもすの里

共同生活ホーム　あすなろ荘 豊前市大字久路土1491-1 0979-83-0357

ゆずりは荘 豊前市大字久路土1487-1 0979-82-3250

ラポールすおう 豊前市大字塔田589-1 0979-82-1305 ラポールⅠ・ラポールⅡ・のぞみ・せせらぎ

恵光園グループホーム 豊前市大字荒堀36-18 0979-82-2676
大西・シャムロック1番館・シャムロック2番

館・シャムロック3番館

あごらんち 豊前市八屋1801-1 0979-83-1613

グループホームB－RooK（弐番館） 築上郡吉富町大字土屋149-8 0979-53-9395

グループホームうぐいす 築上郡上毛町大字下唐原2060-15 0979-84-8088

共同生活介護事業所「こすもす」 築上郡築上町大字下香楽103-13 0930-52-2100 豊・楠

名　　称 所　在　地 電話番号

育誠寮 京都郡苅田町大字新津1598-8 0930-24-8881

名　　称 所　在　地 電話番号

無料低額宿泊所 心の駅行橋 行橋市大字流末1277番地3 0930-26-3634

 

 

   

住まいの場（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います。 

地域活動支援センター（日中活動の場） 
Ⅲ型：通所による創作的な活動や生産活動、社会との 

交流促進など多彩な活動の場を提供します。 

自立支援施設ほか福祉保健医療関連情報を提供するインターネットサイトがあります。 

「WAMNET（ワムネット）」、「独立行政法人 福祉医療機構 wam」、「wamnet」、「ワム」等で検索してください。 

宿泊型自立訓練 地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練等を行います。 

日常生活支援住居施設 単独では居宅での生活が困難な状態である方に対し、状態に応じた自立した生活を送ることができるよう支援します。 
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就 労 相 談 

児童発達相談機関等 

名　　称 所　在　地 電話番号

自立生活援助事業所　共生の里 行橋市泉中央6-11-15 080-4314-2744

名　　　称 所　在　地 電話番号 内容
【発達障がい者支援拠点病院】

九州大学病院
（子どものこころ診療部）
※対象：福岡県全域

【発達障がい児療育等支援事業所
（医療連携型）】

行橋記念病院

【発達障がい者支援センター】

福岡県発達障がい者支援
センター（北九州地域）

※対象：京築地域・中間市・遠賀郡

【福岡県障がい児等療育支援事業所】
豊前市大字荒堀37-12 0979-82-2676

障がい児（者）のライフステージに応じた療育指導、相談等
を行い、障がい児（者）及びその保護者の地域における生活
を支援しています。

医学的知見に基づき、発達障がい児（者）のライフステージ
に応じた療育指導、相談等を行い、発達障がい児（者）及び
その保護者の地域における生活を支援しています。

行橋市北泉3-11-1 0930-25-2000

北九州市小倉南区
春ヶ丘10-2

093-922-5523

発達障がいに関する相談、発達支援、就労支援に加えて、発
達障がいの正しい理解や適切な支援方法を広めていくため、
行政・学校・企業等に対して研修や講師派遣を行い、発達障
がい児（者）やその保護者、発達障がいに関わる支援者・関
係機関をサポートします。

恵光園　ハイジ

医学的専門性を活かし、県内の医師や関係機関に対する発達
障がいの症例に関する医学的支援、診療に関わる医師の育成
及びネットワークの構築、支援者に対する講習会及び研修会
の監修を行っています。

福岡市東区馬出
3丁目1-1

092-642-5624

名　　　称 所　在　地 電話番号

行橋京都児童発達相談センター　ポルト
 ※対象：行橋市・京都郡在住 の18歳までの児童

行橋市東大橋2-9-1 0930-25-7720

子ども総合センター行橋 行橋市大字道場寺1730-1 0930-25-5343

恵光園こどもの家 豊前市大西1188-11 0979-82-4473

名　　称 所　在　地 電話番号 内　　容

障害者就業・生活支援
センター「エール」

行橋市南泉2丁目50-1 0930-25-7511
ニーズや課題に応じて、職業準備訓練や職場実習への
あっせん、求職活動への同行、生活面の支援など様々
な相談に応じます。

行橋公共職業安定所
ハローワーク行橋

行橋市西宮市5-2-47 0930-25-8609

ハローワーク行橋
豊前出張所

豊前市八屋322-70 0979-82-8609

福岡県若者就職支援センター
北九州ブランチ

北九州市小倉北区浅野3-8-1
AIMビル２階 若者ワークプラザ内

093-531-4510 若年者の就労支援（おおむね39歳まで）

北九州若者サポートステーション
行橋サテライト（要予約）
（第2・第３・第４金曜日10:00～17:00）

行橋市中央1丁目1-1
行橋市役所内

093-512-1871

北九州若者サポートステーション
豊前サテライト（要予約）
（第２・第４火曜日10:00～17:00）

豊前市大字吉木955番地
豊前市総合福祉センター内

093-512-1871

求職登録を行い、具体的な就職活動の方法などの相談
や指導を行います。専門的な支援が必要な方には、地
域障害者職業センターを紹介します。

就労についての悩みを抱えている若年者を対象に職業
的自立など将来に向けた支援（15歳～４9歳まで）

名　　称 対応時間 電話番号 備　　考

24時間対応 　092-592-0783

平日：16:00～翌日9:00
休日：  9:00～翌日9:00

　0120-020-767

北九州いのちの電話 24時間対応 　093-653-4343

いのちの電話インターネット相談 メールでの相談を受け付けます

心の健康相談電話     月～金 （9:00～12:00・13:00～16:00） 　092-582-7400 ※祝日・年末・年始を除く

月曜日 090-1366-7498

火曜日 080-2750-0646

水曜日（第４水曜日） 0940-33-2731

水曜日（第４以外）、木曜日 080-3986-1980

金曜日、土日祝日 080-1729-1955

ふくおか自殺予防ホットライン　　　

https://www.inochinodenwa.org/soudan.php

当事者・家族電話相談
（福岡県委託事業）

「心の相談電話」

　 相談時間：13：00～16：00
　 土日祝日：  8：00～16：00
 ※曜日によって電話番号が異なります。

【対象者】
　心の病のある方、そのご家族

【お問い合わせ】
 （公社）福岡県精神保健福祉会連合会
　　　　  092-292-0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  電 話 相 談 

自立生活援助 

発達障がい支援機関（福岡県委託） 

 

障がいのある方で、地域で一人暮らしをする方に対し、地域で自立した日常生活を送るための支援を行います。 
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社会福祉協議会 

ひきこもり等相談窓口 

名　　　称 所　在　地 電話番号

福岡県立大学　不登校・ひきこもりサポートセンター
　　　　　　　　　　　　　　※小学生～高校生

田川市伊田4395
相談専用
      0947-42-1346

ひきこもり地域支援センター　※おおむね18歳以上
春日市原町3丁目1-7
福岡県精神保健福祉センター内

専用電話
      092-582-7530

ひきこもり地域支援センター
筑豊サテライトオフィス　　   ※おおむね18歳以上

田川市猪国2559
いいかねPalette内

0947-45-1155

フリースクール風の里　　　   ※青少年の自立支援 行橋市行事5-8-10 090-9409-5652

名　　称 担当課 所　在　地 電話番号

行橋市福祉事務所 生活支援課 行橋市中央1-1-1 0930-25-1111

豊前市福祉事務所 福祉課　保護係 豊前市大字吉木955 0979-82-1111

保護第1課第１係 0930-23-3025

保護第1課第２係 0930-23-3176

保護第２課 0930-23-3163

福岡県
京築保健福祉環境事務所

行橋市中央1-2-1

名　　称 所　在　地 電話番号

行橋市社会福祉協議会 行橋市中津熊501　ウィズゆくはし内 0930-23-1111

豊前市社会福祉協議会 豊前市大字吉木955　総合福祉センター内 0979-82-3391

苅田町社会福祉協議会　 京都郡苅田町幸町6番91　パンジープラザ内 093-434-3641

みやこ町社会福祉協議会
京都郡みやこ町犀川古川50番地
みやこ町コミュニティセンターいこいの里内

0930-42-1000

吉富町社会福祉協議会
築上郡吉富町大字広津641-1
吉富町住民福祉センターひだまり内

0979-23-5400

上毛町社会福祉協議会 築上郡上毛町大字八ツ並143番地1　げんきの杜内 0979-72-2900

築上町社会福祉協議会 築上郡築上町大字椎田861番地1 0930-56-2223

名　　称 所　在　地 電話番号

ゆくはし生活相談センター（行橋市委託）
行橋市大字中津熊501
ウィズゆくはし１F

0930-55-6665

豊前市生活困窮者自立相談支援センター（豊前市委託）
豊前市大字吉木955
（豊前市社会福祉協議会内）

0979-82-3391

くらし・しごと・家計困りごと相談室（京都郡・築上郡委託）
行橋市宮市町2－8
 へブンリービル1階

0930-26-7705

電話番号

AA(アルコホーリクス・アノニマス） 099-248-0057

福岡県断酒連合会 090-9657-2025

福岡県断酒協議会 093-472-5218

アラノン家族グループ 03-5483-3313

行橋断酒友の会

ＧＡ苅田

ＧＡなかつ

ギャンブル
依存症

アルコール
依存症

名  　　 称

（お問い合わせ先）

京築保健福祉環境事務所

0930-23-2966

ボランティア　　　虹

（お問い合わせ先）

　京築保健福祉環境事務所
　　　　0930-23-2966

コスモス家族会
（お問い合わせ先）

0930-23-2966

定例会　　偶数月　第4金曜日

会場：京築保健福祉環境事務所

 

 

 

自助グループ 

ボランティア 

家族会 

福祉事務所 生活保護担当課 

生活困窮者自立相談支援事業所 生活困窮者からの相談に、早期かつ包括的に応ずる相談窓口です。 

当事者や家族が集まり、交流会などを通して 

悩みに対処する力を得ていくことを目的としています。 

障がいのある方等の在宅生活を支援するために、さまざまな福祉サービス等を行います。 
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