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「障がい」の表記について 

一般的に、「しょうがい」の表記については「障害」「障がい」等が使われており、そ

れぞれに考え方があります。その中で、本計画では法令や固有名詞等を除き、極力「障

がい」と表記しています。 

ただし、「障がい」という表記は、まだ全国的に統一した表記とはなっていないため、

条例等での表記については今後の議論の推移を見守り検討を続けることとし、広報啓発

等多数の人の目に触れる機会には「障がい」と表記することを検討していきます。 
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第１章 計画の概要 

１．計画策定の背景と趣旨 

2014 年１月、わが国は障害者権利条約の批准・締結を行いました。この条約の締結に必要

な国内法の整備をはじめとする、障がい者に係る制度の集中的な改革に取り組む中で、2011

年には障害者基本法の改正、2012 年には障害者自立支援法に代わる障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）の制定を行いました。これに

より、発達障がい者や難病患者等が障害福祉サービスの対象となることが法律上明示され、利

用者負担について応能負担を原則とするほか、相談支援の充実、障がい児支援の強化、地域

における自立した生活のための支援の充実などの新しい内容が示されました。 

障がい者の人権に関しては、2011 年の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

等に関する法律（障害者虐待防止法）に続き、2013 年には改正障害者基本法第４条の「差別

の禁止」の基本原則を具体化するために、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（障害者差別解消法）が制定されました。 

近年の障がい者を巡る社会状況の変化を受け、2013 年３月に策定した「遠賀町障害者計画」

と、2015 年３月に策定した「遠賀町障害福祉計画」を見直し、計画に基づく取組の現状と残され

た課題を検証しつつ、障がい者を取り巻く環境の変化と新たな課題やニーズに対応した、「遠

賀町障がい者計画」、「遠賀町障がい福祉計画」及び「遠賀町障がい児福祉計画」を策定する

こととしました。 

 

２．計画の位置づけと期間 

この計画は、障害者基本法第 11 条第 3 項に定める「当該市町村における障害者のための施

策に関する基本的な計画」（市町村障害者計画）と、障害者総合支援法第 88 条に定める「市町

村障害福祉計画」、児童福祉法 33 条の 20 に定める「市町村障害児福祉計画」を一体として策

定するものです。 

障がい者計画は、町における障がい者に関連する施策・事業を全体的に把握し、体系づけ

ることで、障がい者を取り巻く地域環境の整備を計画的に進めるとともに、町民や事業者、各種

団体が積極的な活動を行うための指針となる中長期の計画です。 

一方、障がい福祉計画は、障がい者計画の中の「生活支援」、｢雇用・就業｣に係る施策の実

施計画的なものとして、３年を１期として策定する計画です。 

なお、本計画は、上位計画である「第５次遠賀町総合計画」をはじめとする町の各種関連計

画及び国・県の計画との整合性を図っています。 

  



- 2 - 

 

３．計画の基本理念 

 

いきいきと、人が輝く福祉のまちづくり 

 

この計画は、障がい者も障がいのない人もお互いに一人の人間として尊重し合い、いきいき

と、輝きながらともに暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、「いきいきと、人が輝く福祉の

まちづくり」を基本理念とします。 

 

４．計画の策定体制 

（１）アンケート調査の実施 

本計画の策定に先立ち、障がい者の生活実態や行政に対する要望を把握するために、

障がい者に対するアンケート調査を実施しました。 

● 調査地域  遠賀町 

● 調査対象  遠賀町において身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳を所持されている方、障害福祉サービスや児童発達支援事業、放課後等デイ

サービス事業を利用している方の内から抽出。 

● 抽出方法  全員 

● 調査方法  郵送による配布・回収 

● 調査期間  2017年６月 14 日～2017年７月 20 日 

 

調査対象者数 有効回収数 有効回収率 

1,110 人 619人 55.8％ 
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（２）ヒアリング調査の実施 

● 調査期間  2017年 11 月８日～2017年 11 月 10 日 

● 調査対象団体 

手をつなぐ親の会 社会福祉法人はまゆう福祉会 

ぱれっと・おんが 遠賀町身体障害者福祉協議会 

四方の里 社会福祉法人政憲会 ワークセンターおんが 

ふれあいクラブ 障害者支援センターさくら 

ＮＰＯ法人 きぬた てぃーだ遠賀  

 

（３）障がい者施策等検討委員会の設置 

計画案を検討するため、障がい者施策等検討委員会を設置し、協議を行いました。障が

い者施策等検討委員会は、保健・医療・福祉の関係者のほか、障がい者団体や当事者の

代表者を委員とし、幅広い意見の集約を行いました。 

 

（４）町民の参画 

2018 年１月 26 日～２月８日までの期間、計画素案を公表し、広く町民からの意見募集

（パブリックコメント）を行いました。 
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第２章 障がい者を巡る遠賀町の現状 

１．人口の動向 

（１）人口構造 

本町の総人口は 2017 年３月末現在 19,331 人であり、うち、男性は 9,207 人、女性は

10,124 人となっています。そのうち、高齢者の人口は 6,145 人となっており、総人口に対す

る高齢者の割合（高齢化率）は 31.8％となっています。高齢化率は男性（29.5％）よりも女性

（33.8％）の方が高くなっています。 

 

図表 1 人口ピラミッド 

 

2017 年３月末現在     資料：住民基本台帳 

 

（２）年齢３区分別人口の推移 

本町の総人口は 2000 年をピークに、緩やかに減少しています。一方、65 歳以上の人口

は一貫して急激に増加しており、総人口に占める高齢者人口の割合（高齢化率）は 2005 年

以降、国、県の平均より高く推移しています。 
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図表 2 年齢３区分人口の推移 

 

資料：国勢調査    各年 10 月１日現在 

※ 年齢３区分人口には年齢不詳を含んでいないため、各区分人口の和と総人口は一致しないことがある。 

 

図表 3 年齢３区分別構成比 

 

資料：国勢調査     各年 10 月１日現在 

  

3,230 3,289 2,708 2,367 2,305 2,426 

11,712 
12,900 

13,252 
12,797 

11,915 
10,650 

2,165 

2,810 3,341 4,115 
4,929 

5,798 

17,107 

18,999 19,301 19,279 19,160 18,877 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

(人) 15歳未満 15～64歳 65歳以上

18.9 17.3 14.0 12.3 12.0 12.9 

68.5 67.9 
68.7 

66.4 
62.2 

56.4 

12.7 14.8 17.3 21.3 
25.7 

30.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

15歳未満 15～64歳 65歳以上



- 6 - 

 

２．身体障がい児・者の状況 

本町の身体障害者手帳所持者数は、2016 年度末現在 843 人となっています。総人口に占

める本町の身体障がい者の割合は 4.36％（2016 年度末現在）となっています。障がい種別毎

に見ると、肢体不自由が 424 人（50.3％）と最も多く、次いで内部障がいが 294 人（34.9％）とな

っています。また、等級別に見ると、重度障がい者（１、２級）は 422 人で、全体の 50.1％を占め

ています。 

図表 4 等級別身体障害者手帳所持者数の推移（単位：人） 

 

各年度末現在 

図表 5 身体障害者手帳所持者数（単位：人） 

 

2017 年３月末現在  

区分 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

１級 247 257 248 288 293

２級 147 147 149 142 129

３級 131 136 141 118 123

４級 202 211 216 190 190

５級 47 43 47 51 50

６級 60 60 60 59 58

合計 834 854 861 848 843

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

18歳未満 0 0 0 0 0 0

18歳以上 9 21 2 2 10 2

合計 9 21 2 2 10 2

18歳未満 0 2 0 0 0 0

18歳以上 0 13 18 11 0 25

合計 0 15 18 11 0 25

18歳未満 0 0 0 0

18歳以上 2 1 4 3

合計 2 1 4 3 0 0

18歳未満 5 0 1 0 1 0

18歳以上 77 90 70 110 39 31

合計 82 90 71 110 40 31

18歳未満 3 0 0 0

18歳以上 197 2 28 64

合計 200 2 28 64 0 0

18歳未満 8 2 1 0 1 0

18歳以上 285 127 122 190 49 58

合計 293 129 123 190 50 58

等級別
障がい種別 年齢別

内部障がい

合計

視覚障がい

聴覚・平衡

機能障がい

音声・言語

障がい

肢体不自由
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３．知的障がい児・者の状況 

本町の療育手帳所持者数は、2016年度末現在 141 人となっており、おおむね増加傾向にあ

ります。総人口に占める本町の療育手帳所持者の割合は0.73％（2016年度末現在）となってい

ます。 

障がい程度別に見ると、Ａ判定が 75 人（53.2％）、Ｂ判定が 66人（46.8％）となっており、Ａ判

定の方が多いものの、2012 年度からの増加率はＢ判定が 1.27 倍であり、比較的軽度者の伸び

が目立っています。 

 

図表 6 障がい程度別療育手帳所持者数の推移（単位：人） 

 

各年度末現在 

 

年齢階層別に見ると、18歳未満の手帳所持者数は横ばいであり、増加しているのは 18歳以

上となっています。 

知的障がいは発達期に現れるものであり、発達期以降に新たに知的障がいが生じるもので

はないことから、身体障がいのように人口の高齢化の影響を大きく受けることはありません。 

 

図表 7 年齢階層別療育手帳所持者数の推移（単位：人） 

 

各年度末現在 

  

区　分 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

Ａ判定 76 81 79 80 75

Ｂ判定 52 51 59 63 66

合　計 128 132 138 143 141

区　分 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

18歳未満 37 33 36 41 37

18～64歳 84 91 96 94 95

65歳以上 7 8 6 8 9

合　計 128 132 138 143 141
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４．精神障がい児・者の状況 

本町の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、概ね増加傾向にあり、2016 年度末現在 116

人となっています。 

障がいの等級別に見ると２級が最も多く、全体の 64.7％を占めています。 

また、自立支援医療（精神）利用者数も 2012 年以降増加傾向にあり、2016 年度末現在 239

人となっています。2012 年度と比べて 41.4％増加しています。 

 

図表 8 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（単位：人） 

 

各年度末現在 

 

図表 9 自立支援医療（精神）利用者数の推移（単位：人） 

 

各年度末現在 

 

  

区 分 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

１ 級 7 9 8 6 5

２ 級 49 58 64 65 75

３ 級 25 27 32 32 36

合 計 81 94 104 103 116

年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

利用者数 169 200 214 230 239
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第３章 障がい者計画 

１．安全・安心な生活環境の整備 

（１）住まいと住環境の整備 

【本町における、現状と課題】 

障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境は、すべての町民にとっても安全

で、便利で、快適な環境です。本町で生活していく上で生じている、あらゆる障壁を除去す

るだけではなく、障がい者への配慮を特別なこととしないで、すべての町民にとって暮らしや

すいまちづくりを目指す必要があります。 

アンケート調査結果では、今後の希望する暮らしかたとして、約７割（67.7％）の方が、「家

族や親族と住み慣れた自宅で一緒に暮らしたい」と回答しています。一方、ヒアリングでは、

「現在暮らしている施設にずっと暮らし続けたい」という意見や、「自宅で暮らせることにこし

たことは無いけれど、家族の負担や今後のことを考えれば、施設にならざるを得ない」という

意見もありました。 

遠賀町障がい者施策等検討委員会では、現在は自宅で不自由なく暮らせていたとしても、

両親の高齢化等によって、将来、その生活ができなくなる可能性があるとの指摘がありまし

た。グループホームなど、将来の様々な選択肢を視野に入れておくことが、結果的に本人

の幸せにつながることもあることから、当事者の現時点における希望だけではなく、将来起こ

りうる様々な状況の変化を踏まえた上で、障がい者が安心して住むことができる環境につい

て検討していく必要があると言えます。 

地域共生社会の実現のためには、生活の基盤として必要な「住まい」が整備されることが

前提となります。障がい者によって障がいの程度や部位は異なることから、それらに最大限

配慮した、安全・安心な生活環境をつくっていく必要があります。 
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図表 10 希望する暮らしかた 

 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

住宅改修支援の推進 

①重度の障がい者の住宅における段差の解消等の住環

境の改善に対して、地域生活支援事業による住宅改

修費の給付を進めます。また、地域包括支援センター

と連携し、高齢で障がいのある人などの住宅改修は、

介護保険の住宅改修費を活用します。 

②「生活福祉資金貸付制度」による住宅の増築・改築の

資金の貸付について、利用の促進を図ります。 

③専門家による相談体制の周知・充実を図るとともに、住

宅に関する設備・公的助成等の情報提供ができる体

制を整備します。 

公営住宅の整備 

「遠賀町営住宅長寿命化計画」に基づいて老朽化の著

しい町営住宅を建替える際には、障がい者や高齢者の

利用に配慮したバリアフリー化や高齢者対応仕様での建

替を検討します。 

  

67.7

70.8

50.0

60.8

4.8

2.6

15.9

2.0

8.2

7.9

11.0

3.9

8.1

9.0

6.1

11.8

2.6

1.8

7.3

7.8

8.6

7.9

9.8

13.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:619人)

身体障がい者(計:456人)

知的障がい者(計:82人)

精神障がい者(計:51人)

家族や親族と住み慣れた自宅で一緒に暮らしたい

ほかの障がい者と共同生活をするグループホームなどで暮らしたい

病院や福祉施設などで暮らしたい

ひとりで暮らしたい

その他

無回答
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施策名 内容 

福祉施設の入所者の地域生

活への移行推進 

一定以上の施設入所者が地域生活へ移行という目標を

設定するとともに、地域移行が可能となるよう、各種サー

ビスを充実します。（54頁参照） 

共同生活援助の整備と、関連

施設のバリアフリー化 

共同生活援助（グループホーム）は、地域において自立

した日常生活上の支援が必要な場合に対象となり、相

談、介護等の日常生活上の支援を提供しています。居

住系サービスの整備促進を図るよう、関係機関に働きか

け、障がい者の住まいの確保を図ります。 

また、グループホーム等関連施設における施設内の移

動が支障のないようにバリアフリー化を行います。 

さらに、消防法に基づく火災の延焼防止、緊急時の避難

設備・避難の支援体制の確保等、特別の配慮を行うよう

関係機関等に働きかけます。 

 

（２）移動しやすい環境の整備 

【本町における、現状と課題】 

本町中心部にはＪＲの線路が横断しており、町民の多くはＪＲ遠賀川駅や最寄りのバス停

を利用しているものと思われます。アンケート調査結果によると、自家用車や徒歩以外の外

出手段として、電車（14.5％）やバス（14.3％）などの公共交通機関を利用されている現状が

みてとれます。 

ＪＲ遠賀川駅には車椅子用のスロープが設置されており、施設周辺にある段差の解消等、

ある程度配慮が進んでいる状況にありますが、ホームドア等の転落防止設備の導入や、障

がい者の利用に配慮した車両の整備の促進等、障がい者がより安全に、安心して移動する

ことができる生活環境になるよう、引き続き官民連携して取り組んでいく必要があります。 

なお、公共交通機関の施設や車両内において、障がい特性に配慮した案内表示や情報

提供等をすることは、特段のコストが伴わず実現可能な施策です。ヒアリングでは、「道路か

ら砂利を取り除くだけで車いすの通行が可能になる」「僅かな段差でも車いすは登れないが、

段差を埋める簡易的なスロープさえあれば登ることができる」「看板の文字の横にイラストを

描いたり、ひらがな表記にしたりすることで、理解が可能になる」「階段の角に色づけをすれ

ば、躓いて転倒する危険が随分と減る」「黒背景に白抜きの文字であれば見やすい」など、

様々な要望が寄せられました。たとえば、ノンステップバスの乗り降りのしやすさは、乗降口

の幅の他に、ステップと地面の高さが大きく関係します。バスの昇降時に、バス停によっては、

バスと歩道の間にブロックがあったり、歩道が傾斜していてバス停毎にステップまでの高さが

異なったりしています。当事者にヒアリングすることで、障がいのない人の視点では思い至ら
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なかった改善するべき場所が明らかになることから、今後も、どのような取り組みがより効果

的であるか、当事者も交えて協議を進めていく必要があります。 

 

図表 11 外出の時の移動手段 

 

  

48.7 

33.3 

26.9 

17.8 

14.5 

14.3 

9.7 

5.5 

3.6 

7.3 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80%

自家用車（家族等が運転）

自家用車（自分で運転）

徒歩

タクシー

電車

バス

自転車・バイク

車いす・電動カート

福祉タクシー（リフト付きタクシー等）

その他

無回答

（計:579人）
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【取組の方向性】 

施策名 内容 

利用しやすい公共交通機関

の整備 

①コミュニティバスについて、遠賀町地域公共交通会議

及びバス対策協議会で更なる利用促進に向けた検討

を行います。 

②障がい者のＪＲ等の公共交通機関の円滑な利用につ

いて、運行事業者及び関係者へ啓発を図るとともに、

障がい者の公共交通機関利用時における周囲の住民

による援助活動等について啓発を図ります。 

交通情報の提供 

障がい者に対し、「障がい者福祉のしおり」の配布等を継

続して行い、利用しやすい交通機関や助成・割引制度の

周知を図り、利用を促進します。 

改善すべき場所の把握 

道路の段差やバス停の改善等、当事者の意見を聞きな

がら改善すべき場所を特定するとともに、関係各課や事

業者等に情報提供することで、利用しやすい環境の整備

を進めます。 

 

（３）アクセシビリティ※に配慮したまちづくりの総合的な推進 

【本町における、現状と課題】 

従来の「ハートビル法」「交通バリアフリー法」を統合し、「高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律」が、2006年 12 月 20 日より施行され、すでに 10 年が経過してい

ます。 

しかし、アンケート調査結果では、外出に際して「道路・建物の段差がたいへん」と回答し

た人（16.6％）が最も多く挙げられており、また、「障がい者に配慮した設備が不十分」

（11.5％）との回答もみられ、施設のアクセシビリティに配慮すべき箇所は依然として多く残さ

れていることが分かります。ヒアリングでは、町内の「運動公園の駐車場から体育館までの通

路がでこぼこで危険」「施設の周辺が夜間暗くて危険」「施設や病院等の周辺の道路に横断

歩道があれば安心」などの声が寄せられました。このような当事者の声を関係各所に伝え、

可能なところから、少しでも改善していく必要があります。 

 

※ アクセシビリティ：年齢や障がいの有無に関係なく、だれでも必要とする情報に簡単に

たどり着け、利用できること。 
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【取組の方向性】 

施策名 内容 

道路環境の整備 

「遠賀町ひとにやさしい福祉のまちづくり整備基本計画」

に位置づけた事業を推進するとともに、「遠賀町交通バリ

アフリー基本構想」に従って、高齢者・障がい者等の円

滑な移動の確保を図ります。事業の実施にあたっては、

国の「道路の移動円滑化整備ガイドライン」に基づき、歩

道と車道の分離により十分な幅員のある歩道設置や段

差の解消等を図ります。駅南地区の道路新設について

は、ユニバーサルデザインに基づき整備を行います。 

ユニバーサルデザインの推進 

①公園や広場等の屋外の公共スペース等において、障

がい者等の利用を考慮した段差や急傾斜の解消等を

進めます。 

②国や福岡県が示すユニバーサルデザインの指針に基

づき、公共施設等における手すり・スロープ・障がい者

用も含めた多目的トイレ・点字案内等の推進を図りま

す。 

③民間建築物のうち、不特定多数の人が利用する病院

やスーパー等では、「高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律」が適用されます。この法律

による特定建築物としての建築基準に基づく税制上の

特例や融資制度の活用を周知します。 

住民意識の向上 

障がい者駐車場等について、「ふくおか・まごころ駐車

場」の周知を図り、障がい者の外出時において、周囲の

住民が気づき援助できるように、意識の向上を図ります。 

バリアフリーマップの活用・整

備 

福岡県作成のバリアフリーマップ等を活用し、ユニバー

サルデザインに配慮した施設や道路・駐車場・公園等を

障がい者に案内するために、施設等を紹介したマップを

作成し、町のホームページに掲載し案内することを検討

します。 

危険箇所等の把握と関係各

課への情報共有 

町内に存在する危険箇所等の情報を収集し、リストアッ

プするとともに、情報を関係各課と共有することで、アクセ

シビリティに配慮したまちづくりを推進します。 
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図表 12 外出に関しての不便や困難、外出しない理由 

 

  

16.6 

14.9 

14.2 

13.4 

11.5 

11.1 

11.1 

10.2 

6.0 

5.2 

3.6 

3.4 

3.2 

2.7 

2.3 

5.2 

14.2 

10.8 

17.8 

0% 5% 10% 15% 20%

道路・建物の段差がたいへん

障がいが重い、体が弱い、高齢である

気軽に利用できる移動手段が少ない

電車・バス等の乗り降りがたいへん

障がい者に配慮した設備が不十分

障がい者用トイレが少ない

コミュニケーションがとりにくい

経済的余裕がない

付き添ってくれる人がいない

まわりの人の目が気になる

偏見や差別が残っている

外出するところがない

通路上に障害物があってとおりにくい

交通機関の利用方法がわからない

まわりの人の手助けが足りない

その他

不便や困難を感じることはない

特に理由はない

無回答

（計:619人）
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（４）情報アクセシビリティの向上 

【本町における、現状と課題】 

行動の制約を伴う障がい者にとって、ホームページや電子メールは非常に有効な情報収

集・コミュニケーションの手段となっています。障がい者が必要な情報を主体的に選択すると

ともに、自ら情報発信することで、自立生活や社会参加の可能性を広げることができます。 

アンケート調査結果では、携帯電話やメール、インターネットの利用状況は約半数

（51.6％）となっていますが、障がい種別にみると、知的障がい者は 37.9％に留まっており、

他の障がい種別と比較して利用率が低い傾向にあることが分かります。 

一方、年齢別にみると、65 歳以上の利用率は 46.8％となっており、40～64 歳（61.8％）と

比べて利用率が低いことが分かります。特に、「よく使っている」と回答した人の割合は、65

歳以上では 18.6％となっており、40～64 歳（41.5％）と比較して半分以下の水準に留まって

います。 

このように、障がい者と障がいのない人の間だけではなく、障がい種別や年齢等によって

も、情報格差（デジタル・ディバイド）が生じている現状が分かります。すべての障がい者が

等しく情報にアクセスできるよう、配慮する必要があります。 

町が実施している福祉施策について、「町の広報誌、ホームページ」から入手する障がい

者が多いものの、その割合は 43.9％に留まっており、「家族・友人・知人」（21.8％）や「役場

の福祉担当窓口」（15.3％）、「福祉施設の職員」（12.9％）など、様々な入手先から情報を得

ていることが分かります。障がい福祉制度に関する情報等、複雑かつ難解な内容は、むや

みに情報量を増やすことでかえって分かりにくくなることもあり得ます。障がい者が必要とす

る情報を、簡潔に、より分かりやすく伝えられるよう配慮していく必要があります。 

ヒアリングからは、制度やサービスなどの情報が分かりにくく、また、どのようなサービスが

存在するのかについて、窓口で尋ねなければ教えてくれないことに対して不満の声が聞か

れました。町報等を通じてサービスに関する情報を広報しているものの、それだけでは不十

分であり、行政側からより直接的に働きかけていくことの必要性について意見がありました。 
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図表 13 携帯電話やメール、インターネットの利用状況 

 

 

図表 14 携帯電話やメール、インターネットの利用状況（年齢別） 

 

  

25.8

27.4

15.9

31.4

25.8

26.8

22.0

27.5

44.1

41.9

54.9

33.3

4.2

3.9

7.3

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:619人)

身体障がい者(計:456人)

知的障がい者(計:82人)

精神障がい者(計:51人)

よく使っている ときどき使っている 使っていない 無回答

35.8

41.5

18.6

21.1

20.3

28.2

42.1

34.7

47.8

1.1

3.4

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40歳未満(計:95人)

40～64歳(計:118人)

65歳以上(計:393人)

よく使っている ときどき使っている 使っていない 無回答
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図表 15 町が実施している福祉施策についての情報の入手先 

 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

情報提供の充実 

制度改正に対応した情報提供に努めるとともに、サービ

スを周知する情報提供の充実を図ります。障がい者の年

齢、障がいの種類や程度、部位に応じて使えるサービス

を、そのサービスを必要とする人に直接情報提供できる

よう、情報提供のあり方を検討します。 

相談窓口の利用のしやすさの

向上 

障がい者の相談支援事業実施箇所の拡充を図り、相談

窓口の休日利用について事業所と協議します。 

  

43.9 

21.8 

15.3 

12.9 

11.0 

9.5 

5.0 

4.7 

4.5 

3.1 

2.4 

2.1 

1.6 

1.0 

13.6 

8.2 

0% 20% 40% 60%

町の広報誌、ホームページ

家族・友人・知人

役場の福祉担当窓口

福祉施設の職員

民生委員・児童委員

病院・お医者さん・薬局

障がい者相談員

ホームヘルパーや訪問看護師

社会福祉協議会

相談支援事業所

所属している団体の会合や会報

インターネットのサイトやブログ

学校・職場

その他

特にない

無回答

（計:619人）
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２．防災、防犯等の推進 

（１）防災対策の推進 

【本町における、現状と課題】 

本町では、2009 年７月に発生した「中国・九州北部豪雨」や、2005 年３月に発生した「福

岡西方沖地震」などの災害を経験してきました。また、直接の被害が無いまでも、各地で発

生する大規模な災害に直面する中で、障がい者の災害に対する不安感は近年になく増大

しています。 

アンケート調査結果をみると、火事や地震等の災害時に、一人で避難することができない

と回答した人の割合は実に回答者の４割以上（43.6％）となっています。2014 年に実施した

「遠賀町障がい者福祉に関するアンケート調査」では、災害時にひとりで避難できないと回

答した人の割合は 32.1％であったことを考えれば、ここ３年の間に、災害時の避難について

大幅に悲観的になっていることが分かります。 

これは、2016 年４月以降に熊本県や大分県で相次いで発生した熊本地震や、2017 年７

月に福岡県と大分県を中心とする九州北部で発生した集中豪雨（2017 年 7 月九州北部豪

雨）などの災害に直面することで、大規模災害がより身近な、いつでも発生しうることだと受

けとめられるようになったことと、それらの災害が起こった時に、一人で避難することがいかに

困難であるかを真剣に考えた結果であるものと推察されます。 

一方、災害が起きた時のために事前に準備をしている障がい者は 20.8％に留まっている

こと、災害時の避難先を知らない障がい者が約４割（39.3％）存在することが明らかになって

おり、災害に対する不安感を抱えつつも、備えをしたり、避難先を確認したりするなどの具体

的行動までには至っていない現状が見てとれます。 

障がい者が危険な状況におかれても、速やかに救助され、あるいは避難できるように、平

時から、災害時を想定した準備を行っていく必要があります。 
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図表 16 災害時にひとりで避難できるか 

 
※ 前回調査結果は、「遠賀町障がい者福祉に関するアンケート調査」（2014 年実施） 

 

図表 17 災害が起きた時のために事前に準備しているか 

 
  

31.7

44.7

34.9

43.8

13.4

22.2

21.6

37.2

43.6

32.1

42.5

32.1

65.9

44.4

27.5

11.6

22.3

19.6

20.4

16.6

18.3

33.3

45.1

44.2

2.4

7.1

2.2

7.5

2.4

0.0

5.9

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:619人)

（前回調査結果）

身体障がい者(計:456人)

（前回調査結果）

知的障がい者(計:82人)

（前回調査結果）

精神障がい者(計:51人)

（前回調査結果）

できる できない わからない 無回答

20.8

21.5

25.6

15.7

72.4

71.9

65.9

80.4

6.8

6.6

8.5

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:619人)

身体障がい者(計:456人)

知的障がい者(計:82人)

精神障がい者(計:51人)

準備している 準備していない 無回答
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図表 18 災害時の避難先を知っているか 

 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

緊急時に対応できる体制の整

備 

①「遠賀町避難行動要支援者避難支援プラン」に基づ

き、避難行動要支援者名簿の作成を推進し、障がい

者に対する誘導体制と協力体制を整備します。 

②避難が困難な障がい者が、火災発生の感知等の緊急

事態を把握し対応できるように、地域生活支援事業に

よる火災警報器・自動消火器・電磁調理器の給付を図

ります。また、老人福祉法に基づき高齢者が利用でき

る火災報知器・自動消火器の給付を図ります。 

防災対策の推進 

①障がいの種別に応じたパンフレットの作成や講習会・

訓練等への参加を促進し、防災や防犯に対する知識

の普及を図ります。 

②地域住民が、障がい者や高齢者のみの世帯に防災点

検や声かけを行うことを推進します。 

避難時におけるユニバーサル

デザイン整備 

避難場所となる公園や公共施設等について、改修時に

ユニバーサルデザインに配慮した改修を行うとともに、併

せて福祉避難所の追加指定を行います。 

防災知識の普及 

障がい者やその家族、地域住民に対して研修会の開

催、防災に関する資料の提供、避難訓練などにより防災

知識の普及を図ります。 

  

52.2

57.0

30.5

51.0

39.3

33.8

62.2

45.1

8.6

9.2

7.3

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:619人)

身体障がい者(計:456人)

知的障がい者(計:82人)

精神障がい者(計:51人)

知っている 知らない 無回答
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（２）防犯対策の推進と消費者トラブルの防止 

【本町における、現状と課題】 

障がい者を犯罪から守り、消費者被害等にあわないようにするためには、障がい者自身

が防犯知識を身につけ、防犯意識を高めることも必要ですが、地域ぐるみでの見守り活動

を含めた安全・安心なまちづくりを進める必要があります。 

また、防犯教室等における犯罪類型に応じた防犯指導や、あらゆる広報媒体を活用した

啓発広報活動を推進し、防犯知識の普及を図るとともに、障がいのため判断能力が不十分

な方が消費者被害等の犯罪にあわないように、警察署や消費生活相談窓口との情報交換

や地域住民による防犯活動を推進し、犯罪の予防に努めなければなりません。 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

防犯対策の推進 
障がい者や高齢者のみの世帯に対し、犯罪に巻き込ま

れないように地域住民が見守りを行うことを啓発します。 

関係団体との連携による防犯

対策の推進 

警察等関係団体と連携しながら障がい者の防犯対策を

推進します。警察等関係団体の障がい者への理解促進

を進めます。 

消費者保護施策の推進 

障がい者の消費者としての権利を擁護するために、消費

者犯罪についての情報提供とともに被害に遭った場合

の保護対策・苦情処理等の体制整備を図ります。 

消費生活相談の充実 

買い物のトラブルや悪質商法などの消費生活相談の利

用促進を図ります。また、被害防止のための情報提供や

啓発に努めます。 
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３．障がいに対する理解と交流の促進 

（１）障がい者への理解と差別解消の促進 

【本町における、現状と課題】 

障がいのある、なしにかかわらず誰もが安心して暮らせる社会をつくるには、町民一人ひ

とりが障がいや障がい者に対する理解を深めることが必要です。 

アンケート調査結果をみると、町全体で障がいへの理解が深まっていると感じている人の

割合は 24.1％に留まっていることが分かります。 

具体的には、「交通機関や施設の整備」（14.4％）、「まちかどでの人の視線」（11.6％）、

「仕事や収入」（11.5％）などで障がい者への差別や偏見があると感じるとの回答が多く、障

がい者が人権を尊重されていると実感できる町づくりのために、今後も障がいについての正

しい理解を広めていくことが必要であることが分かります。 

特に精神障がい者は、理解が深まっていると考えている人の割合が１割にも満たず

（9.8％）、障がい種別によっても評価が大きく異なっています。ヒアリングでは、「精神障がい

者にとっての最大の社会的な障壁は家族や地域の中にある偏見である」との意見がありまし

た。障がい者が地域で暮らしていく場合、アパートの管理人や自治区長、隣組の組員、近

隣住民など、様々な地域の理解とサポートが必要となってくることから、一層の啓発に努め

ていく必要があります。 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

啓発広報活動の充実 

①「広報おんが」、遠賀町ホームページ等によって、障が

い者に対する正しい理解と知識の普及・啓発を行いま

す。また、各種地域団体等を対象に障がいへの理解

を深める講座の開催を検討します。特に、精神障がい

については重点課題ととらえ、啓発を進めます。 

②「広報おんが」やパンフレット、遠賀町ホームページ等

により、障がい者及び介助者・保護者に対する福祉・

保健・医療制度等の周知及びサービスの利用の案内

を行います。 

③障がい者週間を「広報おんが」等で紹介し、また、講演

会等を開催し、障がい者への住民の理解が深まるよう

に啓発します。 
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施策名 内容 

学校教育等における福祉教

育の推進 

①障がいや障がい者に対する理解を深めるために、小・

中学校等において発達段階に応じた福祉教育のあり

方を検討し、内容の充実を図ります。 

②障がい者が参加する行事・イベント等へ町内の学校の

参加を呼びかけ、ボランティア活動等への参加を促進

し、ボランティア団体とも連携して障がい者との交流の

場をつくります。 

障がい者福祉に関する講座

の開催等 

①ＰＴＡ活動や住民への講座開催等を通じ、障がいや障

がい者への理解が深まるよう啓発します。 

②住民の障がい者に関する共通の認識と理解を深める

ために、障がい者の人権をテーマにした講演会の実

施や、啓発冊子の配布等を行います。 

 

図表 19 町全体で障がいへの理解が深まっていると感じるか 

 

  

5.7

6.8

1.2

2.0

18.4

19.7

20.7

7.8

43.8

44.1

39.0

31.4

14.7

13.2

24.4

25.5

5.8

3.9

8.5

23.5

11.6

12.3

6.1

9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:619人)

身体障がい者(計:456人)

知的障がい者(計:82人)

精神障がい者(計:51人)

かなり深まっている まあまあ深まっている どちらともいえない

あまり深まっていない まったく深まっていない 無回答
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図表 20 どのようなときに、障がい者への差別や偏見があると感じるか 

 

 

（２）地域住民等との交流の促進 

【本町における、現状と課題】 

障がいや障がい者に対する誤った認識は誤解や偏見を生み、障がい者の自立や就労、

社会参加等を行う上での大きな阻害要因となることから、障がいや障がい者に対する差別

や偏見といった心のバリアを取り除くことが重要となってきます。 

各種広報手段を活用して啓発・広報活動の充実を図るとともに、幼少期からの福祉学習

の充実やボランティア活動等を通じて障がい者と障がいのない人とのふれあいを促進して

いくことで、本町に暮らすすべての人から「心の壁」を取り除き、ノーマライゼーション※の理

念の浸透を図る必要があります。 

調査結果では、現在、近所付き合いをしていないのは 32.1％と、３人に１人にもなってい

ます。特に知的障がい者（51.2％）、精神障がい者（54.9％）は半数を超えています。 

2014 年に実施した「遠賀町障がい者福祉に関するアンケート調査」では、近所付き合い

をしていないと回答した知的障がい者は 40.7％、精神障がい者は 27.9％であり、３年前と比

べて急速に地域との関係が希薄化していることがうかがえます。 

地域住民と積極的に交流し、関係性が構築できるよう、啓発に努めていく必要がありま

す。 

当事者の親に対するヒアリングでは、「親亡き後」のことが最も心配であるとの切実な声が

14.4 

11.6 

11.5 

6.6 

6.5 

5.7 

4.4 

3.7 

3.6 

48.9 

11.6 

0% 20% 40% 60%

交通機関や施設の整備

まちかどでの人の視線

仕事や収入

近所付き合い

店での応対や店員の態度

地域の行事や集まり

行政職員の応対・態度

教育の機会

その他

特に感じない

無回答

（計:619人）
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ありました。特に一人親が子どもを介助している世帯では、困難な毎日を 1 日、1 日乗り越え

ていくことで精一杯であり、困難な状況が普通の状態になっているために、誰かに相談する

時点ではすでに手遅れになっていることがあるとのことでした。 

普段から周囲の人が気にかけ、声をかけ合うことで、少しでも当事者や家族の負担を軽

減するとともに、手遅れになる前に関係機関につなぐことで深刻化を防ぐ必要があります。 

 

※ ノーマライゼーション：障がい者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社

会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方。 

 

図表 21 どの程度近所付き合いをしているか 

 
 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

地域における見守り・支え合

いの推進 

地域住民により、地域の施設や組織等の社会資源を活

かしながら、ひとり暮らし高齢者や障がい者等の自立した

生活を地域住民や組織で支え合い、見守り等の活動の

推進を図ります。特に、高齢の親が障がい者を介助して

いる世帯が増加している現状を踏まえ、突然介助者が倒

れる等した場合に備え、事前に関係機関を交え対策を

検討します。また、避難行動要支援者名簿を活用した地

域の見守り体制を整えます。 

  

6.9

8.6

1.2

2.0

26.2

29.8

13.4

9.8

29.6

29.4

24.4

29.4

32.1

27.9

51.2

54.9

5.2

4.4

9.8

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:619人)

身体障がい者(計:456人)

知的障がい者(計:82人)

精神障がい者(計:51人)

とても親しく付き合っている わりと親しく付き合っている

付き合いはしているがそれほど親しくはない ほとんどもしくは全く付き合っていない

無回答
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施策名 内容 

交流機会の拡大・充実 

①障がい者の就労の場や様々なイベント等の機会を活

用しながら、障がい者と障がいのない人との交流の促

進を図ります。 

②「健康・福祉まつり」の内容の充実を図りながら、障が

い者と障がいのない人との交流を進めます。 

③「障がい者運動会」への支援の継続を図るとともに、障

がい者が参加し、障がいのない人と交流を深めるスポ

ーツ・レクリエーション・文化活動等の充実・強化を図り

ます。 

行政機関・障がい者団体・ボ

ランティアの連携・活動促進 

障がい者と障がいのない人との交流の場における行政

機関・障がい者団体・ボランティアの連携を強化し、ボラ

ンティア活動の促進を図ります。 

地域活動への参加促進 

①地域に関する情報を障がい者へ提供するために、障

がいの種別に応じた情報伝達手段を検討し、地域活

動参加への拡大を図ります。 

②地域で孤立しないように障がい者が参加できる団体等

からの呼びかけを促進し、地域活動への参加を促進し

ます。 

地域住民との交流 

①地域住民の差別や偏見が障がい者の社会参加を妨

げることのないように啓発を行い、理解と協力を求めま

す。 

②障がい者と地域住民との交流の場をつくり、地域活動

参加への意識の向上を図ります。 

  



- 28 - 

 

４．自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

（１）意思決定支援の推進 

【本町における、現状と課題】 

自ら意思を決定することが困難な障がい者に対しては、本人の自己決定を尊重する観点

から、必要な意思決定支援を行うとともに、障がい者が自らの決定に基づき、身近な地域で

相談支援を受けることのできる体制を構築する必要があります。 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

成年後見制度の周知・活用 

障がい等により判断能力が不十分な人に代わって財産

管理や身上監護等を行う成年後見制度について、地域

包括支援センターと連携して制度の広報を行います。ま

た、専門機関と連携し、講座や相談会の開催に取り組み

ます。 

日常生活自立支援事業の周

知・活用 

日常生活を営むことに支障がある知的障がい者、精神障

がい者の福祉サービス利用援助や日常生活上の金銭管

理援助等を行う日常生活自立支援事業について、遠賀

町社会福祉協議会と連携し、制度の周知を図ります。 

意思決定支援の推進 

障がい者本人の自己決定を尊重する観点から、障がい

者本人が自主的に意思決定を行い、その意思を表明す

ることができるよう、相談の実施等による意思決定の支援

とともに、意思疎通のための手段を選択する機会の提供

を促進します。 

 

（２）相談支援体制の構築 

【本町における、現状と課題】 

障がいに起因する困りごとや不安、悩みは、その障がいのある本人や家族以外にはなか

なか理解してもらえないという現実があります。 

アンケート調査結果では、悩みや困ったことがあった場合の主な相談先として「家族・友

人・知人」など、身近な人を挙げた障がい者が圧倒的（81.6％）となっています。 

一方、公的な相談窓口等を挙げる障がい者は少なく、相談したくてもできない、あるいは、

相談する窓口を知らないことも考えられます。ヒアリングでは、「公的な相談窓口の存在すら

知らない障がい者が多い」「相談は信頼関係を構築できて初めて成立する」「相談があるの
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を待つのでは無く、こちらからアプローチすることが大切」など、多くの意見をいただきまし

た。 

今後、介助者が高齢となることで家族の負担がこれまで以上に増大したり、家族との死別

等で介助する人がいなくなったりする事案も増加してくることが考えられます。 

普段役場を利用しない人にとって、役場内にある相談窓口は敷居が高く感じられることも

あるため、相談窓口を病院やショッピングセンターなどに設置するのはどうかとのアイデアも

ありました。また、支援が必要な人が、自分が置かれている状況を正しく把握できているとは

限らないため、周囲の人が当事者とその家族を気にかけ、変化があった場合、しかるべき機

関につなげられるようにしていく必要があると言えます。また、いざというときに真っ先に頼ら

れるよう、より相談しやすく信頼されるように、窓口を整備・充実していく必要があります。 

 

 

図表 22 困った時などに相談する先 
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家族・友人・知人

病院・お医者さん・薬局

福祉施設の職員

役場の福祉担当窓口

民生委員・児童委員

相談支援事業所

障がい者相談員

ホームヘルパーや訪問看護師

学校・職場

社会福祉協議会

障がい者団体

インターネットのサイトやブログ

ボランティア

その他

相談する人がいない

無回答

（計:619人）
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【取組の方向性】 

施策名 内容 

相談支援事業の実施 

引き続き、相談支援事業を専門職員の配置を行っている

専門機関に委託して相談窓口の充実を図ります。事業

所間での情報交換・事例検討・研修を行い専門性を高

めます。 

関係機関との連携強化 

相談支援事業における困難事例の検討・情報共有・地

域課題解決のため、遠賀郡４町と中間市で設置している

障がい者支援協議会や、周辺の医療機関、障害福祉サ

ービス事業者、障害者就業・生活支援事業等の県の福

祉施策と連携し、相談支援の充実を図ります。 

障がい者と家族の集まりの場

づくり 

障がい者とその家族が自由に集まり交流し、活動を行う

ことのできる場の確保を支援します。また、ボランティア等

がサポートできる体制づくりを支援します。 

三障がいの家族会と障がい者

団体との連携強化 

活動の活性化へ向け、加入者を増やすような募集方法

について協議し、引き続きイベント等の支援を実施しま

す。また、障がいの違いを越えて身体障がい者・知的障

がい者・精神障がい者が、それぞれの抱える問題や課題

を共有化できるように、家族会や障がい者団体等との交

流の促進や活動の連携を強化します。 

相談を待つのでは無く、掘り

起こす活動の推進 

困っていることや不安に思っていることを定期的に尋ねる

ことで、わずかな変化にも気づき、深刻化する前に手立

てできる相談支援体制を検討します。特に、高齢の親が

介助している障がい者との２人世帯など、対象者を絞るこ

とで、できるところから徐々に拡大していきます。 
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（３）福祉サービスの充実 

【本町における、現状と課題】 

介助が必要である障がい者に主な介助者をたずねたところ、家族や親族（配偶者、親、

子どもなど）を挙げた人は 85.4％となっており、障がい者の介助は家族や親族に大きく依存

している実態が分かります。今後、介助者が高齢となることで介助負担がこれまで以上に増

大したり、家族との死別等で介助する人がいなくなったりする事案も増加してくることが考え

られます。介助者が困っていることとして最も多く挙げられたのが「自分自身の健康」である

ことからも、障がい者を介助する責任を感じながら暮らしている介助者の将来に対する不安

感の大きさが見て取れます。 

一人親に介助されている重症心身障がい者の事例  

高齢の母親とふたり暮らし。目の動きで意思を伝達することが可能。 

ある日、母親が倒れてしまったため、この方が突然孤立してしまう。急遽、短期入所（シ

ョートステイ）を利用することとなったが、見慣れない職員では筋緊張が出るため、信頼関

係が築けている生活介護（障がい者デイサービス）の職員しか食事の介助ができない。 

一方、現行制度では、短期入所施設に生活介護の職員を派遣することはできないこと

から、制度のはざまに陥ってしまった。 

 

上記事例と類似するケースとして、障がい者が入院することになっても、介助者が高齢で

あったり、認知症であったりした場合、当事者をよく理解しているヘルパーの付き添いが現

行制度ではできないという事例も寄せられました。このような場合は、医師に対して当事者

の症状や障がいをうまく伝えられず医療が受けられないことになります。 

国は、「施設から地域へ」との方針のもと、地域移行を推進しています。本計画でも、53頁

からの障がい福祉計画・障がい児福祉計画で、国の指針に則り、数値目標を設定していま

す。 

障がい者自身も、可能であれば地域で生活したいという希望があることは、調査結果やヒ

アリングで明らかになっていますが、その一方で、地域での生活が実現したとしても、上記の

ような制度のはざまに陥ってしまうことで、突然、自分自身が窮地に立たされてしまうのでは

ないかと不安になり、地域移行を思いとどまらせている現状があります。 

現行制度を厳格に適用するならば、筋緊張のため食事が摂取できない方については、

胃ろう（人工的水分栄養補給法）によって対応せざるを得ないという現実があります。しかし、

信頼関係が築けている職員が対応できれば、いつも通りの食事をとることができるのです。

障がい者の尊厳をうたった「障害者の権利に関する条約」を国が批准し、障がい者を巡る環

境を大きく変えようとしている中で、このような現状があるということを国、県に訴えるとともに、

町で対応できる緊急策を早急に検討する必要があります。  
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先に挙げた事例では、普段通っていた生活介護施設が費用を負担することで、母親の入

院期間（３週間）を乗りきることができました。この施設の利用者のうち、実に２割が高齢の一

人親と障がい者のみの世帯で暮らしており、他の利用者にも、親が認知症であるなど、先に

挙げた事例と同様のことがいつ起こっても不思議ではない状況となっています。今後、この

ようなケースが頻発することは確実視されています。 

「家族に何かあったときのことが不安」「親亡き後のことが不安」という声は、ヒアリングの中

で、どの対象者からも聞かれた切実な声です。将来、たとえ親が倒れたとしても、しっかりサ

ポートしてくれるのだという安心感を障がい者に持っていただけるよう、不安感の解消に努

めていく必要があります。 

 

図表 23 主な介助者 

 

  

85.4

84.3

91.1

81.6

6.4

7.8

2.2

2.6

8.2

7.8

6.7

15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:509人)

身体障がい者(計:396人)

知的障がい者(計:47人)

精神障がい者(計:45人)

家族や親族 その他 無回答
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図表 24 介助者が困っていること 

 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

訪問系サービスの実施 

障がい者の自宅での入浴・排せつ・食事の介護、外出時

の移動支援等について、障がいの種別や程度に応じた

適切なサービスの提供を事業者や関係機関との連携の

もとに実施します。 

日中活動系サービスの実施 

①常に介護を必要とする障がい者に、昼間の入浴・排せ

つ・食事の介護、創作的活動や生産活動の機会の提

供等について適切な実施を図ります。また、医療を必

要とする障がい者に、医療機関との連携のもと介護等

のサービスを実施します。 

②自立した日常生活又は社会生活ができるように、身体

機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等のサ

ービスについて、事業者・関係機関との連携のもとに

実施します。 

③就労を希望する障がい者に、事業者・関係機関との連

携のもと就労移行支援や就労継続支援のサービスを

実施します。 

  

36.1 

23.1 

17.7 

15.8 

13.5 

12.1 

5.9 

6.8 

27.0 

14.1 

0% 20% 40% 60%

自分自身の健康が不安

心身ともに疲れる

将来の見通しが立てられない

自由に外出できない

医療費や交通費などの経済的負担が大きい

自分の時間が持てない

仕事に出られない

その他

困っていることは特にない

無回答

(計:355人)
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施策名 内容 

居住系サービスの実施 

夜間や休日に入浴・排せつ・食事の介護等を行う施設入

所支援や共同生活を行うグループホーム等の居住系サ

ービスの確保を図り、日中活動系サービスと連携し実施

します。グループホーム等の立地において、地域住民の

理解と協力が得られるように啓発活動・広報活動を進め

ます。 

日常生活の支援 

日常生活の制約を解消し、円滑な社会的活動の参加を

促進するために、障がいの状況に応じて手話奉仕員の

派遣や、日常生活用具の給付又は貸与、移動の支援、

日中生活における障がい者及び家族の負担軽減を図る

日中一時支援事業等を行います。 

地域活動支援センター事業の

推進 

障がい者の創作的活動又は生産活動の機会提供や社

会との交流の促進を図るために地域活動支援センター

事業を実施し、活動の支援を行います。 

障がい児保育の推進 
障がいのある児童に対する早期療育として、保育所や幼

稚園における障がい児保育の充実を図ります。 

高齢者福祉サービスとの連携 

高齢の障がい者の介護給付は介護保険のサービスの適

用を受けるため、その周知を図るとともに、介護・医療・福

祉が一体となった支援を行い、介護保険では対応できな

い人や専門的に障がいサービスを受ける必要がある人

は、介護保険サービス事業者や関係機関等との連携の

もとに適切なサービスの実施を図ります。 

高齢の障がい者への情報提

供、関係機関の連携 

高齢の障がい者には、高齢者福祉サービス等への円滑

な移行を図るため、介護保険・年金制度等の適切な情報

の提供及び関係機関の連携を図ります。 

研修や支援者間の連携による

専門性の向上 

支援者の専門性の向上を図るため、必要な講習の機会

を設けるとともに、行政・サービス事業者の共同の事例検

討等による研修など、行政・サービス事業者の連携により

専門性の向上を図ります。 

ボランティアの養成・支援 

①日常的な助け合いのこころの育成を通して、ボランティ

ア活動への参加を呼びかける広報等の情報提供を強

化します。 

②手話・点訳・要約筆記等の技術向上のために、研修・

講習会の開催を検討します。 

ボランティアのネットワーク整

備 

遠賀町社会福祉協議会及びボランティア連絡協議会を

核として、住民・学生等のボランティア活動を推進するた

めに情報提供を行い、活動団体の組織化を図り、ボラン

ティア相互のネットワークづくりを進めます。 
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施策名 内容 

「制度のはざま」にある障がい

者を救済する手段の研究と情

報提供 

いわゆる「制度のはざま」にある障がい者を救済すること

ができる事例や、新しいサービスの動向、先進地の取組

等を常に情報収集するとともに、積極的に実現に向けて

検討します。また、それらの情報を該当する障がい者に

向けて情報提供します。さらに、町や遠賀町社会福祉協

議会等の補完的サービスを充実させることで、法制度に

よる福祉サービスだけでは対応できない課題について、

その解決に向けた取組を推進します。 

地域生活支援拠点の整備 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地

域が抱える課題に向き合い、地域で障がい児・者やその

家族が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談で

き、必要に応じて緊急的な対応が図られる体制として、

遠賀中間地域障がい者支援協議会で地域生活支援拠

点等の整備を推進していきます。 

（55頁参照） 
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（４）障がいのある子供に対する支援の充実 

【本町における、現状と課題】 

発達に課題のある子どもや障がい児の保護者の多くは、さまざまな不安や悩みを抱えな

がら日々を過ごしています。周囲に理解されないことによる孤独感や、介助による疲労など

によって、徐々に余裕が無くなってしまい、追いつめられた状況になってしまう可能性があり

ます。 

本町では、早期発見から療育・教育まで、それぞれの施策が一貫したシステムとして機能

するよう、医療機関、療育機関、教育機関、行政の連携を密にして、発達に課題のある子ど

もや障がい児個々の状況に応じた適切な相談・指導を充実しています。 

障がい児に対する福祉サービスは、2012 年度から、通所・入所の利用形態別に、児童福

祉法上の障害児通所支援と障害児入所支援に再編され、障害児通所支援においては、児

童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービスが新設されました。これらのサー

ビスは、発達障がい児の社会性、コミュニケーションの課題へのアプローチ、肢体不自由児

に対する機能訓練など、障がい児の個々の特性に合わせて専門的な支援を行う療育を目

的としたサービスと位置づけられています。 

療育機関での支援を実際の家庭や学校・保育所・幼稚園などの生活の場で生かしていく

には、障がい児の状況に合わせた細やかな支援が必要となります。さまざまな機関が重層

的に関わる障がい児の支援については、関係機関のネットワーク強化を引き続き推進し、障

がい児のライフサイクルを見据えた、切れ目のない支援ができるよう、さらなる体制整備を図

っていく必要があります。 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

相談支援体制の充実 

乳幼児健診や乳幼児発達相談など、乳幼児とその保護

者を対象とした相談体制の充実を図るとともに、子ども一

人ひとりの状態に応じ、家族を含めたトータルな支援を

図ります。また、保育所・幼稚園・学校・医療機関・福祉サ

ービスなどの関係機関をつなぐことによる継続的な支援

が行えるよう、情報提供を図り相談支援体制の充実に努

めます。 
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施策名 内容 

個々の特性とライフステージ

に応じた療育・教育支援の充

実 

発達に課題がある子どもや障がい児一人ひとりの状態と

乳幼児期から入学や進学、卒業などのライフステージに

応じたきめ細かな対応ができるよう、保健、医療、福祉、

保育、教育などの関係機関において円滑な情報共有を

図ることができる体制の拡充を図ります。 

障がい児保育及び保育所等

訪問支援サービスの充実 

発達に課題がある子どもや障がい児が、保育所、幼稚園

で保育・教育が受けられるよう、可能な限り保護者の望む

保育所・幼稚園での受け入れを行うとともに、子どもの心

身の状況を正確に把握し、子どもの発達が促進されるよ

う保育・教育内容の充実を図ります。また、専門的な支援

を要する場合の保育所等訪問支援サービスの提供につ

いて、集団生活への適応のための支援の整備を図りま

す。 

重症心身障がい児等への支

援体制確保 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所と放

課後等デイサービス事業所を確保することで、重症心身

障がい児等への支援体制を確保します。 

医療的ケア児支援のための関

係機関の協議の場の設置 

保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が

連携を図るための協議の場を設けることで、医療的ケア

児支援につなげていきます。 

教育相談・教育支援体制の充

実 

特別な支援が必要となる可能性のある子ども及びその保

護者に対し、早期からの情報提供や教育相談等を実施

するとともに、障がい児の個々の実態に即した就学を進

めるため、本人、保護者の意向を尊重しながら適切な教

育支援に努めます。また、児童や生徒の健康の保持・増

進を図り、将来の健やかな生活を送るうえでの生活習慣

を身につけさせるため、成長の段階に応じた健康教育、

食育等を推進します。 

児童発達支援の充実 

障がい児が日常生活における基本的動作や知識技能を

習得し、集団生活に適応できるよう支援の充実を図りま

す。 

放課後等デイサービスの充実 

学齢期における支援の充実のため、放課後や夏休み等

の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等

を提供する放課後等デイサービスの充実を図ります。 

発達障がいのある児童への支

援の充実 

「発達障害者支援法」に基づき、発達障がいの早期発

見、就学前の発達支援、学校教育における発達支援、

就労等について、保護者の理解を得ながら、保健・医

療・福祉・教育・労働に関する関係機関の連携のもとに

進めます。教育については、一人ひとりの教育的ニーズ

を把握し、巡回教育相談を活用しながら適切な指導・支

援を行います。 
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５．保健・医療の推進 

（１）保健・医療の充実 

【本町における、現状と課題】 

本町では、医療機関との連携により、地域医療やリハビリテーション体制の充実に取り組

むとともに、胎児期から高齢者まで各種健診を実施し、町民の健康づくりを推進してきまし

た。 

4 か月児健診（4、5 か月児）、9か月児健診（9、10 か月児）、１歳 6か月児健診（１歳 6か

月〜１歳 8 か月児）、2歳児歯科相談（2歳 1 か月〜2歳 3 か月児）、3歳児健診（3歳 1 か

月〜3 歳 3 か月児）のそれぞれの機会に早期対応及び相談などの支援に努め、早期治療

へとつないでいます。 

また、ことばと心の相談（臨床心理士による言葉や心の相談）や児童デイサービス等と連

携しながら保護者への支援を行っています。今後も、妊産婦への保健指導や乳幼児健康

診査などの母子保健事業を充実させていくことが大切です。 

ヒアリングでは、障がいをよく知る医師が診療する場合と異なり、緊急時に飛び込みで病

院に行く場合、受入体制が整っていないためにスムーズな診療が受けられない場合がある

との声がありました。また、馴染みの医師が転勤等で突然診療できなくなることもあることから、

普段からかかりつけ医を持ち、可能であれば、複数の医療機関との関係を築いておくことが

できれば安心です。 

また、病院にヘルパーが付き添うことができないことから、障がい者が入院した場合、著し

い生活の質の低下を招くとの声もありました。医療的ケアの必要な障がい者（難病を含む）

の病院内での支援や医療機関との連携を図るとともに、柔軟な制度の運用ができるよう検討

を進めていく必要があります。 
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【取組の方向性】 

施策名 内容 

医療・リハビリテーションの充

実 

①障がい者に対する医療機関相互の機能連携や医療

体制の整備を促進し救急医療体制整備を検討しま

す。 

②障がいの重複化・重度化に対応していくため、リハビリ

テーションを行う医療機関の確保に努めます。 

③高齢の障がい者が、機能回復訓練や生活指導等を受

けて心身機能を向上させる通所リハビリテーションの充

実を図ります。 

④在宅で医療やリハビリテーションを受けることができる

よう、往診可能な医療機関や訪問看護等の充実を図り

ます。 

医療費の負担軽減制度の周

知・充実 

自立支援医療費や高額障害福祉サービス費等の医療

費の負担軽減制度について、今後も手帳発行時やホー

ムページ等で制度の周知を図ります。 

医療機関等との連携強化 

医療機関に対して障がい特性等に関する情報提供をす

るとともに、障がい者に対しても、医療機関に関する情報

提供を進めます。 

 

（２）精神保健対策の充実 

【本町における、現状と課題】 

退院可能な精神障がい者の退院を促進するという流れの中、精神疾患に対する偏見や

社会復帰を図るための地域資源の不足など、精神障がい者の地域生活への移行を実現す

るためには、なお多くの課題が残されています。精神障がい者が地域で自分らしく安心した

生活を送ることができるよう啓発し、心の健康相談や訪問指導等、各種支援活動を推進して

いく必要があります。 

2016年 3 月には「自殺対策基本法」の改正が行われ、「誰も自殺に追い込まれることのな

い社会」を目指し、「生きることの包括的な支援」として、自殺要因の解消に向けた環境整備

の充実が求められるとともに、市町村にも自殺対策の計画策定が義務づけられました。今後

は、同法を踏まえ、うつ予防をはじめとする自殺予防対策としての「こころ」の健康づくりの強

化も図る必要があります。 
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【取組の方向性】 

施策名 内容 

精神障がい等に対する相談

体制の充実 

心の悩み・認知症・高次脳機能障がい等に対して気軽に

相談できる体制を確立するとともに、障がい者や家族か

らの保健・医療・福祉等の各分野にわたる相談内容に総

合的に対応できるように、保健福祉環境事務所との連携

や総合的な相談支援体制の充実を図ります。 

思春期精神保健対策の推進 

思春期特有の適応障がい（不登校・家庭内暴力・薬物依

存等）に適切に対応するために保健・医療・福祉・教育関

係者等でのケース会議の開催等により連携します。 

精神障がいに対する理解の

普及 

精神障がい者の地域生活の継続、または地域生活移行

を支援するため、関係機関・施設等と協力して、精神障

がいに対する正しい知識の普及に努めます。 

精神保健医療の充実 

「こころ」の健康を早期に回復することができるよう、保健

所、精神科医療機関、家族会等と連携して、精神保健医

療施策の充実に努めます。 

精神障がいにも対応した地域

包括ケアシステムの構築 

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の

設置を検討します。 

地域生活移行への支援 

精神障がい者が退院した場合に、在宅サービスを適切

に受けることができるように、相談支援事業による支援や

医療機関や国・県の機関等との連携を強化します。 

 

（３）難病に関する保健・医療施策の推進 

【本町における、現状と課題】 

2013 年 4 月に施行された障害者総合支援法では、身体障がい、知的障がい、精神障が

い（発達障がいを含む）に加えて、130 疾病の難病等が対象となりました。2014 年 5 月の難

病法成立に伴い、2015 年１月より、対象疾病が 130 から 151 に、同年 7月より、332疾病に、

2017年４月からは、358疾病に拡大されました。 

本町においても、難病に関する保健・医療施策を推進していきます。 
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【取組の方向性】 

施策名 内容 

難病対策の充実 

難病のある人が、安心して地域生活を送ることができるよ

うに、相談体制の整備に努めます。また、専門医療機関

との連携による支援体制の充実を図ります。 

難病患者等に対する生活支

援体制の整備 

県と連携し、難病患者等を支援する体制の整備に努めま

す。 

難病患者に対する福祉施策

の推進 

各関係機関との連携を強化し、難病患者それぞれの特

性に合った適切な福祉サービスの提供を推進します。 

町職員の障がいに対する理

解のさらなる促進 

職員が障がいや難病についての理解をさらに深めるた

めに、研修等の実施に努めます。 

あらゆる媒体等を通じた広報・

啓発 

あらゆる媒体や行事の機会等を通じ、町民に対する高次

脳機能障がい、発達障がい、精神障がいや難病など、多

様な障がいについての理解の促進に努めます。 

 

（４）障がいの原因となる疾病等の予防・治療 

【本町における、現状と課題】 

身体障がい者の障がいの原因は後天性疾病によるものが多く、中でも脳血管疾患、心疾

患を原因とするものや、糖尿病の進行を起因とする腎疾患によるものが増加しています。こ

のため、生活習慣病の予防対策として取り組んでいる健康教育、健康相談、健康診査、訪

問指導等が障がいの予防に一定の効果を有するものと考えられます。 

また、先天的な疾病や障がいについても、これを予防あるいは早期に発見し、適切な治

療、療育に結び付けることで障がいの軽減や基本的な生活能力の向上を図ることができま

す。その意味で、妊婦や乳幼児に対する健康診査、疾病や発達に関する検査や相談とい

った母子保健事業も大切です。 

本町では、乳幼児健診等を実施し、成長・発達の確認や課題の早期発見に努め、必要

に応じ専門機関への相談を勧めたり、医療機関を紹介したりしています。 

一方、精神疾患についても、正しい知識を持つことで、発病を予防し、初期の段階で気

づき、早期に医療に繋がることで、重症化の防止も可能となります。しかし、精神疾患に対

する理解はまだまだ十分とは言い難く、根強い偏見も残っており、早期対応、早期治療に結

びついていない現状があります。今後は、メンタルヘルスについての普及・啓発と併せて精

神障がいに対する偏見をなくしていく取り組みが必要です。 
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【取組の方向性】 

施策名 内容 

保健・医療知識の普及 

①プレママ教室のＰＲと母子健康手帳交付時の相談を充

実させ、保健・医療知識の普及を図ります。 

②健康・医療・教育等の各機関や関係団体との連携によ

り、健康教育・健康相談を行い、障がいの発生予防に

つながる食生活等に関する知識の普及を図ります。 

健康診査の充実 

障がいの発生予防や軽減に有効な早期発見・早期治療

のために、１歳６ヶ月児健診、３歳児健診等の乳幼児健

康診査を受診しやすい体制づくりを進め、健診後の相談

や 訪問体制の充実を図ります。 

相談体制の充実 

各種健診・相談等において専門的かつ総合的な指導を

行えるように、人員の確保や管理栄養士等の充足によ

り、相談体制の充実を図ります。 
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６．雇用・就業、経済的自立の支援 

（１）総合的な就労支援 

【本町における、現状と課題】 

働くことを望んでいる人のだれもが就業の機会を保障されなければなりません。障がい者

が職業に就き、社会経済活動に参加することは社会にとっても有益なことであり、障がい者

が地域で生活していくための生きがいにもなります。 

能力や障がいの状況に応じた職業能力開発の機会を確保するとともに、一般雇用や福

祉的就労の促進に努めるなど、障がい者の雇用機会の拡大を図る必要があります。 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

就労の場づくりの検討 

障がい者が就労できる場づくりに向けて、国・県の就労

支援に関する制度や事業所における先進事例等の就労

に関する情報提供に努めます。また、障がい者の雇用を

活用した各種事業の推進を検討します。 

情報提供 
在宅の障がい者へ就労支援サービスや就職に関する情

報の提供等に努め、就労の促進を図ります。 

就労移行支援・就労継続支援

の推進 

「障害者総合支援法」に基づく就労移行支援や就労継

続支援（Ａ型、Ｂ型）の推進を図ります。 

福祉施設から一般就労への

移行支援 

就労移行支援事業所等を通じて一般就労する人の数、

就労支援事業の利用者数、就労移行支援事業所ごとの

就労移行率、就労定着支援による支援を開始した時点

から１年後の職場定着率を数値目標として定め、その達

成に向けて取組を推進します。（55頁参照） 

関係機関との連携 

広域で設置する障がい者支援協議会の中で就労部会を

作り、ハローワークや障害者就労・生活支援センター、教

育機関等との連携を図ります。特に、ハローワークとの密

接な連携のもとで、事業主への雇用奨励や出張相談の

開催、就労状況把握等の障がい者雇用施策を推進しま

す。 さらに、特別支援学校等の教育機関、相談支援事

業所、就労移行支援・就労継続支援事業所等との連携

を図り、就労の実現を図ります。 
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（２）経済的自立の支援 

【本町における、現状と課題】 

障がい者が地域社会の中で自立した生活を営んでいくためには、就労の機会を広げ収

入の増加を図るとともに、生活の基盤となる所得保障の充実が必要となります。この所得保

障の基本となるのが年金・手当制度であり、障害基礎年金等の年金や特別障害者手当等

の各手当は、障がい者やその家族の生活を保障する上で大きな役割を果たしています。 

また、このほかにも障がい者の経済的自立を支援するため、自立支援医療費の助成をは

じめ、税の減免、バス、タクシー、ＪＲ等の鉄道、航空運賃及び有料道路の割引等が行われ

ています。 

町では、年金・手当、税の減免、医療費の助成等については、手帳交付の際などに、利

用できる制度を紹介し、必要に応じて関係部署への案内も行っていますが、今後もこれらの

制度の周知に努めていく必要があります。 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

生活安定施策の周知・充実 

障がい者の生活安定のために、障害基礎年金・障害厚

生年金・特別障害者手当・生活福祉資金貸付制度等に

ついて、制度の周知を図ります。 

経済的負担の軽減 

①住民税の非課税又は所得控除など税金や公共料金

の減免について、手帳発行時やホームページ等で周

知を図ります。 

②ふれあいの里の入館料や生涯学習施設等の利用料

について、障がい者の減免措置やコミュニティバスの

利用料の費用軽減を継続します。 
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（３）障がい者雇用の促進 

【本町における、現状と課題】 

障がい者の現在の就労状況をたずねたところ、「働いている」と回答した人の割合は

17.4％となっています。しかし、そのうち正社員等で就労している人は５人に１人（20.4％）に

留まっています。就業形態は障がい種別によって大きく異なっており、知的障がい者の過半

数（55.6％）、精神障がい者のほぼ半数（46.2％）はいわゆる福祉的就労となっています。 

福祉的就労は、民間企業での雇用が困難な障がい者にとって、訓練を受ける場、働く場

として、また一般的就労が困難な障がい者に対する就労促進及び社会参加を進める施策と

して重要な役割を担っています。一方で、一般就労に比べると福祉的就労による工賃収入

は低いという課題もあります。アンケート調査結果でも、仕事上の悩みとして最も多く挙げら

れていたのは収入に関するもの（31.5％）となっています。 

一方、ヒアリングでは、一般就労に移行した後、しばらくすると状態が悪化してしまう事例

があるとの声も聞かれました。事業所によっては、長時間労働が常態化しているなど、企業

側に労働環境を改善する余地がある場合もあります。障がい者の雇用を契機として、障がい

のある、なしに関わらず活き活きと活躍できる労働環境づくりを推進していくことが、その企

業の生産性を高めることにもつながるのだということを企業に対して啓発していく必要もあり

ます。 

就労継続支援（Ａ型）では、障がい特性に応じた創意工夫のもと事業を展開しており、収

益を上げることで、そこで働く障がい者が相当の対価を得ることに成功しつつあります。本人

の適性と意欲によって、就労継続支援（Ｂ型）から就労継続支援（Ａ型）、一般就労へとステ

ップアップしていく利用者の姿が成功体験となり、周囲の意欲につながっています。このよう

な地道な取組が、将来的には、一般就労への移行につながっていくと言えます。 

障がい者がその適性と能力に応じた職業に就くことは、経済的に自立し、地域でいきいき

と生活していくための生きがいになります。働く意欲のある人が、その能力や障がいの状況

に応じた職業能力開発の機会を確保できるよう努めるとともに、北九州障害者しごとサポー

トセンター、ハローワーク等とも連携し、一般就労を促進することが大切です。 
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【取組の方向性】 

施策名 内容 

役場における雇用の確保 
障がい者の雇用については、障がい者雇用率を遵守す

るとともに、今後とも就業の機会の確保に努めます。 

雇用のための環境づくり 

障がい者の労働環境を考慮し、支障なく就労できるよう

にユニバーサルデザイン等の整備促進を図り、必要な支

援を行います。雇用するために必要な環境づくりに関す

る情報を収集し、事業主へ発信します。 

事業主への情報提供及び啓

発 

事業主の積極的な障がい者雇用を促進するために、障

がい者雇用に係る各種助成制度の周知を図ります。ま

た、職場において障がい者への理解が得られるように、

事業主への啓発等を進めます。また、障がい者雇用に関

して理解のある事業所の表彰制度等を通じて、事業主へ

の啓発の促進を図ります。 

町や公的機関における障が

い者雇用の促進及び優先的

な物品等の調達 

町や公的機関の障がい者雇用を促進します。また、障害

者優先調達推進法に基づき、町の委託事業等で障がい

者が実施可能な事業の場合は、障がい者団体等も委託

事業者の対象とすることを検討し、優先的な物品等の調

達に取り組みます。 

「まごころ製品ショップ」の周知 

障がい者施設で働く障がい者の工賃向上を目的として

開設した「まごころ製品ショップ」を企業や地域に周知す

ることで、受注機会を拡大し、障がい者就労施設で就労

する障がい者、在宅就業障がい者等の自立の促進につ

なげていきます。 
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図表 25 現在の就労状況 

 

 

図表 26 就業形態 
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全体(計:619人)

身体障がい者(計:456人)

知的障がい者(計:82人)

精神障がい者(計:51人)

働いている 現在は働いていないが、今後働きたい

現在は働いていないし、今後も働く予定はない 現在は働いておらず、今後は未定

無回答

20.4

28.8

11.1

0.0

22.2

16.4

27.8

53.8

25.9

16.4

55.6

46.2

19.4

23.3

0.0

0.0

3.7

5.5

0.0

0.0

8.3

9.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:108人)

身体障がい者(計:73人)

知的障がい者(計:18人)

精神障がい者(計:13人)

会社などで正社員・正職員として働いている

会社などでアルバイト、パートの社員・職員として働いている

施設・作業所などで働いている（福祉的就労）

自営業を営んでいる

内職・自営業の手伝いをしている

その他

無回答
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図表 27 仕事のことで悩んでいることや困っていること 

 

  

31.5 

9.3 

7.4 

6.5 

5.6 

5.6 

3.7 

3.7 

2.8 

0.9 

4.6 

40.7 

14.8 

0% 20% 40% 60%

収入が少ない

職場までの通勤がたいへん

職場でのコミュニケーションがうまくとれない

障がいへの理解が得にくく、人間関係が難しい

通院や病気、障がいを理由に休みを取ることが難しい

障がいがない人と比べて、仕事の内容や昇進等に差

がある

勤務時間の長さや時間帯が自分にあわない

仕事の内容が自分にあわない

職場の設備が不十分で障がい者にあっていない

仕事の内容が難しく、覚えるのがたいへん

その他

特にない

無回答

（計:108人）
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７．教育、文化芸術活動・スポーツ等の振興 

（１）インクルーシブ教育システムの推進 

【本町における、現状と課題】 

障がいのある、なしにかかわらず、すべての子どもがともに教育を受けられるよう、特別な

支援が必要な子ども一人ひとりのニーズをきめ細かく把握しながら、適切な支援を行うことが

重要です。また、障がい児に対する教育環境においては、その子どもが持っている能力を

最大限に伸ばし、将来社会の中でいきいきと希望に満ちた生活を送ることができ、社会的に

自立するための生きる力を身につけることができるような環境整備が必要となります。本人や

その保護者が望む教育を妨げる要因をできる限り取り除くことで、より多くの選択肢を確保で

きるよう努める必要があります。 

通園や通学をする場合に困っていることをたずねたところ、「通うのがたいへん」と回答し

た人が最も多く（37.5％）なっています。また、「受け入れてくれる園・学校の数が少ない」

（12.5％）、「希望どおりの就園・就学が難しい」（9.4％）などの声も少なからずあり、障がいの

ある、なしにかかわらず、すべての子どもが教育を受けられる状況になるには課題が残され

ていることが分かります。 

本町においても、インクルーシブ教育システム※の理念を踏まえ、すべての子どもたちがと

もに学べ、一人ひとりの特性・能力に応じた指導を受けられる教育の推進に努める必要があ

ります。 

 

※ インクルーシブ教育システム：障害者の権利に関する条約第 24 条によれば、インクル

ーシブ教育システムとは、障がい者と障がいのない人がともに学ぶ仕組みであり、障

がい児が教育制度一般から排除されないこと、地域において教育の機会が与えられ

ること、個人に必要な「合理的配慮」が提供されることなどが必要とされています。 
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図表 28 通園や通学をする場合に困っていること 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

早期療育の推進 

障がいのある児童等は、障がいの早期発見や早期療育

によりその可能性を伸ばすことが大切です。今後とも、在

宅・保育所・幼稚園等の活動場所の違いに応じた相談業

務の充実、早期療育の推進、適正就学を図ります。 

特別支援教育の実施 

発達障がいのある児童を含む障がいのある児童・生徒

に、今後とも、一人ひとりの障がいに応じた指導を行うた

めに、小・中連携特別支援教育部会を中心に、更に特別

支援教育の充実を図ります。 

障がいのある児童・生徒との

交流促進 

引き続き特別支援学級在籍児童・生徒と、通常学級の児

童・生徒との日常的な交流を行います。障がいのある児

童・生徒と他の児童・生徒、地域住民との交流を促進し、

障がいについて理解のある児童・生徒の育成を図りま

す。 

学校施設の改善及び施設の

充実 

障がいのある児童・生徒の状況に応じて必要な学校施

設の整備を図り、学習支援機材・啓発教材の整備等学

習支援の充実を図ります。 

 

  

37.5 

15.6 

15.6 

12.5 

12.5 

12.5 

9.4 

6.3 

6.3 

3.1 

12.5 

21.9 

3.1 

0% 20% 40% 60%

通うのがたいへん

授業内容が難しい

トイレ等の設備が不十分

友だちができない

受け入れてくれる園・学校の数が少ない

家族の同伴を求められる

希望どおりの就園・就学が難しい

介助体制が十分ではない

職員や生徒の理解や配慮が足りない

医療的なケアが受けられない

その他

特に問題はない

無回答

（計:32人）
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（２）文化芸術活動、スポーツ等の振興 

【本町における、現状と課題】 

アンケート調査結果によると、本町の障がい者が参加したいと思うスポーツや文化活動は

多岐にわたっています。全ての障がい者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障がい

者の生活を豊かにしていくこと、また、これらの活動を通じて、障がい者等の体力の増強や

交流、余暇の充実等を図っていく必要があります。 

遠賀町障がい者施策等検討委員会では、障がい者の参加意欲は高まっているものの、

会場までの交通に支障がある等、当事者が参加をためらっている現状があるとの報告があり

ました。せっかく意欲があっても障がいがあるために参加が妨げられることが無いように、リフ

ト付きバスの導入などの解決策を検討していく必要があります。 

一方で、「参加したいものはない」との回答も 37.5％あります。障がい者によって障がいの

部位や程度は様々ですが、様々なスポーツや文化活動についての情報を提供することで、

参加を促していくことが大切です。 

 

【取組の方向性】 

施策名 内容 

スポーツ・レクリエーション活

動の振興 

①「障がい者運動会」や「スポレクおんが」への障がい者

の積極的な参加を促すとともに、日常的な障がい者ス

ポーツ・レクリエーション活動を支援します。 

②障がい者スポーツを指導する指導員について、育成・

強化を図ります。 

社会教育の推進 

①遠賀コミュニティーセンターについて、障がい者が支

障なく利用できるように、設備の拡充を図ります。また、

図書館における点字図書等の拡充を図ります。 

②社会教育として実施される一般教養・講座・講習会等

へ、障がい者も参加できる学習機会の提供に努めま

す。 

文化活動の振興 

障がい者の文化活動を促進するために、健康・福祉まつ

りやふれあいの里センター等での作品展示・発表等の文

化活動の機会を設け、障がい者の積極的な参加を促進

します。 

地域活動支援センター事業の

推進 

「障害者総合支援法」に基づく地域活動支援センターに

おいて創作的活動、生産活動等を支援し、障がい者と地

域住民との交流の促進に努めます。また、地域活動支援

センターの作品や生産物をＰＲできる場を確保します。 
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施策名 内容 

広報活動の充実 

スポーツ・レクリエーション・文化活動等の案内や各活動

状況、イベント事業等について、「広報おんが」での周知

を図り、遠賀町社会福祉協議会やスポーツ推進委員会と

連携して、障がい者だけでなく、ボランティアの参加・協

力の促進に努めます。 

 

図表 29 どのようなスポーツや文化活動に参加したいか 

 

  

8.6 

8.2 

7.6 

7.4 

7.1 

6.0 

3.7 

3.6 

3.4 

3.4 

1.9 

1.9 

1.6 

1.3 

0.6 

12.1 

37.5 

16.0 

0% 20% 40% 60%

水泳・水中運動

パソコン教室

体操教室

音楽教室

グラウンドゴルフ

料理教室

学習教室

卓球

陶芸教室

語学教室

野球・ソフトボール

手話教室

カメラ教室

サッカー・フットサル

バレー・ソフトバレー

その他

参加したいものはない

無回答

（計:619人）
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第４章 障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

１．目標数値設定にあたって 

障害者総合支援法には、全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を

享有するかけがえのない個人として尊重され、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会を実現するという基本理念が掲げられています。 

本計画では、この理念を踏まえ、国が定める基本指針に基づき、「施設入所者の地域生活

への移行」、「福祉施設から一般就労への移行等」等に関する 2020 年度末における数値目標

を定めます。 

 

２．障害福祉サービス等に関する数値目標 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

障害者基本法改正法では、「全て障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機

会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと」と規定され

ています。 

暮らしの場においても、障がい者の自己決定権を擁護していく必要があることから、国の

指針では、施設入所者の地域生活への移行を支援し、2016年度末時点における施設入所

者の９％以上を 2020 年度末までに地域生活へ移行するとともに、2020 年度末時点におけ

る福祉施設入所者を、2016年度末時点から２％以上削減することとされています。 

アンケート調査によると、施設に入所している障がい者のうち、病院や施設以外で暮らし

たいとの希望がある方の割合は 42.6％となっており、約４割の施設入所者が地域で暮らした

いという希望を持っていることが分かります。一方、地域で暮らしたいと回答した障がい者の

69.2％は「家族や親族と一緒に暮らしたい」という意向を持っており、「施設から地域へ」とい

う流れの中で、家族へ負担を強いることにならないように、障がい者が住民として、自ら選ん

だ住まいで安心して、自分らしい暮らしを実現できるように、各種サービスの充実も同時に

進めていく必要があるといえます。 
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①2016 年度末時点の施設入所者のうち、地域生活に移行する者の数 

2020 年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。当該目

標値の設定に当たっては、2016 年度末時点の施設入所者数の９％以上が

地域生活へ移行することを基本。【国指針】 

 

②2016 年度末時点と比較した施設入所者の減少数 

2020年度末の施設入所者数を2016年度末時点の施設入所者数から２％以

上削減することを基本。【国指針】 

 

2016 年度末時点の施設入所者数 

30 人 （Ａ） 

【目標】目標年度入所者数 

29 人 （Ｂ） 

【目標】削減見込（Ａ－Ｂ）（②） 

（Ａ）－（Ｂ） 割合 

１人 3.3％ 

 （２％以上） 

【目標】地域生活移行者数（①） 

 割合 

３人 10.0％ 

 （９％以上） 

※ 2016 年度末時点の施設入所者数（Ａ）から（①）に挙げる方が地域移行されます

が、別途、新たに入所する方がいるため、結果として目標年度には、（Ｂ）に挙げ

る入所者数になります。 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

長期入院精神障がい者の地域移行を進めるにあたっては、精神科病院や地域援助事業

者による努力だけでは限界があり、自治体を含めた保健・医療・福祉等の関係者による一体

的な取組の推進に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が

共生できる社会を構築していく必要があります。 

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することができるよう、医療、

障がい福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保され

た地域包括ケアシステムの構築を目指す必要があります。 
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①市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置【新規】 

2020 年度末までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健、

医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本。【国指針】 

 

【目標】市町村における保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 

遠賀中間地域障がい者支援協議会で設置を検討  

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

地域には、障がい児・者を支える様々な資源が存在します。障がい者の重度化・高齢化

や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に向き合い、地域で障がい児・者やその家族が

安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図られる

体制として、地域生活支援拠点等の積極的な整備を推進していくことが必要となります。 

 

地域生活支援拠点等について、2020 年度末までに各市町村又は各圏域に

少なくとも１つを整備することを基本。【国指針】 

 

【目標】地域生活支援拠点等の整備数 

１ か所 

※ 遠賀中間地域障がい者支援協議会で検討を行っており、2020 年度までに圏域に

１か所の設置を目指します。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行 

アンケート調査によると、現時点での未就労者に占める就労意欲のある障がい者は

16.0％（18～64歳）となっています。 

障がい者がその適性と能力に応じた職業に就くことは、経済的に自立し、地域でいきいき

と生活していくための生きがいになります。働く意欲のある人が、その能力や障がいの状況

に応じた職業能力開発の機会を確保できるよう努めるとともに、関係機関とも連携し、障が

い者が一般就労できるよう取り組んでいくことが大切です。 

本計画では、国の指針に基づき、2020 年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労

への移行者数を 2016年度実績の 1.5倍以上にすることを目標とします。 

また、2020 年度中に就労移行支援事業等の利用者数が 2016 年度末実績から２割以上

増加することを目指すとともに、就労移行率３割以上である就労移行支援事業所を、2020

年度末までに全体の５割以上とすることを目標とします。 

さらに、2018 年度から新設される就労定着支援については、国の指針に基づき、各年度

における就労定着支援による支援開始から１年後の職場定着率を 80％以上とすることを目



- 56 - 

標とします。 

 

図表 30 現在の就労状況（年齢階層別） 

 

 

①就労移行支援事業所等を通じて、2020 年度中に一般就労する者の数 

2016 年度の一般就労への移行実績の 1.5 倍以上とすることを基本。【国指

針】 

 

②就労支援事業の利用者数等 

ア 就労移行支援事業の利用者数 

2020年度末における利用者数が2016年度末における利用者数の２割以上

増加することを目指す。【国指針】 

 

イ 就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５

割以上とすることを目指す。【国指針】 
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0.0

100.0

43.9

33.9

10.4

6.1

35.1

0.0

12.3

7.6

2.0

50.6

10.8

0.0

31.6

32.2
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12.6

40.5

0.0

7.0

20.3

8.9

13.2

13.5

0.0

5.3

5.9

16.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(計:619人)

０～17歳(計:37人)

18～19歳(計:1人)

20～39歳(計:57人)

40～64歳(計:118人)

65歳以上(計:393人)

働いている 現在は働いていないが、今後働きたい

現在は働いていないし、今後も働く予定はない 現在は働いておらず、今後は未定

無回答



- 57 - 

 

ウ 就労定着支援による支援を開始した時点から１年後の職場定着率【新規】 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率を

８割以上とすることを基本。【国指針】 

 

項 目 数 値 備 考 

年間一般就労移行者数（2016 年度） ５人 （Ａ） 

【目標】年間一般就労移行者数 

（2020 年度） 
８人 Ａの 1.5 倍以上 

2016 年度末までの 

就労移行支援事業利用者数（累計） 
35 人 （Ｂ） 

【目標】就労移行支援事業利用者数 42 人 
Ｂの２割以上 

（2020 年度末） 

就労移行率 30％以上を達成した 

就労移行支援事業所の割合 
100.0％ （2016 年度） 

【目標】就労移行率 30％以上を達成し

た就労移行支援事業所の割合 
50.0％ 50.0％以上 

【目標】就労定着支援事業による支援を

開始した時点から１年後の職場定着率 
80.0％ 80.0％以上 

 

（５）障がい児支援の提供体制の整備等【新規】 

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すとともに、児

童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施し、障がい児の地域社会への参加・包容

を推進する必要があります。 

なお、子ども・子育て支援の関係部署と連携することにより、保育所・幼稚園や放課後児

童健全育成事業などにおける障がい児の受入体制の整備に努めます。 

 

①重層的な地域支援体制の構築 

2020 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ

所以上設置することを基本。また、2020 年度末までに、全ての市町村に

おいて、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本。【国

指針】 

 



- 58 - 

②重症心身障がい児等への支援体制確保 

ア 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所数 

2020 年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は圏域に少なくとも１

カ所以上確保することを基本。【国指針】 

 

イ 主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所数 

2020 年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は圏域に少なくとも１

カ所以上確保することを基本。【国指針】 

 

③ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置【新規】 

2018 年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、

医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議

の場を設けることを基本。【国指針】 

 

項 目 数 値 備 考 

【目標】児童発達支援センターの整備数 １か所 
遠賀郡・中間市圏域

において１か所実施 

【目標】保育所等訪問支援を利用できる

体制の構築 
３か所 

遠賀郡・中間市圏域

において３か所実施 

【目標】主に重症心身障がい児を支援す

る児童発達支援事業所の数 
１か所 

遠賀郡・中間市圏域

において１か所実施 

【目標】主に重症心身障がい児を支援す

る放課後等デイサービス事業所の確保

数 

１か所 
遠賀郡・中間市圏域

において１か所実施 

【目標】保健、医療、障がい福祉、保育、

教育等の関係機関等が連携を図るため

の協議の場の設置 

対象児の支援の必要に応じて

母子保健、医療機関、障害福祉

サービス事業所、保育園・幼稚

園、学校等の機関による医療的

ケア児支援に関する情報交換

の協議を行う 
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３．障害福祉サービスに関する各サービスの見込量 

（１）訪問系サービス 

訪問系サービスとは、ホームヘルパー等が障がい者等の居宅等を訪問して介護や家事

援助等の必要な援助を行うものをいいます。 

 

具体的なサービス サービスの内容 

居宅介護 居宅での入浴、排泄、食事、家事などの援助、通

院の介助等を行います。 

重度訪問介護 重度の肢体不自由により、常時介護が必要な身体

障がい者に、長時間にわたる介護と移動支援を総

合的に提供します。 

同行援護 移動に著しい困難のある視覚障がい者に対し、移

動の支援や外出先での援護、視覚的情報の支援な

どを提供します。 

行動援護 重度の知的・精神障がいによる著しい行動障がい

者に、見守りや危険回避の援護を提供します。 

重度障害者等包括支援 常時介護を要する障がい者等で、その介護の必要

性が著しく高い方に対し、サービス等利用計画に

基づき複数のサービスを包括的に提供します。 

自立生活援助 定期的に利用者の居宅を訪問し、困りごとなどに

対して必要な助言や医療機関等との連絡調整を行

います。利用者からの相談・要請があった際は、

随時の対応も行います。 
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図表 31 実施の見込み 

居宅介護 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

842 時間/月 31 人/月 876 時間/月 31 人/月 869 時間/月 31 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

900 時間/月 32 人/月 950 時間/月 33 人/月 1,000 時間/月 34 人/月 

 

重度訪問介護 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 

 

同行援護 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

1 時間/月 1 人/月 1 時間/月 1 人/月 2 時間/月 1 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

3 時間/月 1 人/月 4 時間/月 1 人/月 5 時間/月 1 人/月 

 

行動援護 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 

 

重度障害者等包括支援 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 0 時間/月 0 人/月 

 

自立生活援助       （利用者数） 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

0 人/月 2 人/月 5 人/月 
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（２）日中活動系サービス 

日中活動系サービスとは、主に日中において、通所等により必要な介護や訓練、支援等

を提供するサービスをいいます。 

 

具体的なサービス サービスの内容 

生活介護 常時介護を要する障がい者に、施設等で入浴や排

泄、食事等の介護をしたり、創作的活動や生産活

動の機会の提供等を行ったりします。 

自立訓練 障がい者が自立した生活ができるよう、一定期間、

身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練等

を行います。身体機能向上のための「機能訓練」

と生活能力向上のための「生活訓練」の類型があ

ります。 

就労移行支援 就労を希望する障がい者に、一定期間、生産活動

その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要

な知識や能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者

に、就労の機会を提供するとともに、生産活動そ

の他の活動の機会の提供を通じて、その知識や能

力の向上のための訓練を行います。Ａ型（雇用型）

とＢ型（非雇用型）の類型があります。 

就労定着支援 障がい者との相談を通じて生活面の課題を把握す

るとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそ

れに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行い

ます。 

療養介護 医療を要する障がい者で常時介護の必要な方に、

病院等で、機能訓練や療養上の管理、看護、介護

等を行います。 

短期入所 居宅での介護を行っている方が、病気等の理由で

介護できないときに、障がい者等が施設への短期

間の入所をし、必要な介護等のサービスを受ける

ものです。 
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図表 32 実施の見込み 

生活介護 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

1,112 人日/月 55 人/月 1,133 人日/月 55 人/月 1,149 人日/月 55 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

1,150 人日/月 56 人/月 1,180 人日/月 56 人/月 1,200 人日/月 56 人/月 

 

自立訓練（機能訓練） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

0 人日/月 0 人/月 0 人日/月 0 人/月 0 人日/月 0 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

0 人日/月 0 人/月 0 人日/月 0 人/月 0 人日/月 0 人/月 

 

自立訓練（生活訓練） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

30 人日/月 1 人/月 10 人日/月 2 人/月 21 人日/月 2 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

25 人日/月 3 人/月 30 人日/月 3 人/月 35 人日/月 3 人/月 

 

就労移行支援 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

151 人日/月 6 人/月 85 人日/月 7 人/月 173 人日/月 9 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

190 人日/月 9 人/月 190 人日/月 9 人/月 190 人日/月 9 人/月 

 

就労継続支援（Ａ型） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

154 人日/月 10 人/月 208 人日/月 12 人/月 242 人日/月 12 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

260 人日/月 13 人/月 280 人日/月 14 人/月 300 人日/月 15 人/月 
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図表 33 実施の見込み 

就労継続支援（Ｂ型） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

439 人日/月 28 人/ 490 人日/月 28 人/ 433 人日/月 26 人/ 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

450 人日/月 28 人/ 470 人日/月 29 人/ 500 人日/月 30 人/ 

 

就労定着支援       （利用者数） 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

1 人/月 3 人/月 5 人/月 

 

療養介護        （利用者数） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

3 人/月 3 人/月 3 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

3 人/月 3 人/月 4 人/月 

 

短期入所（福祉型） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

58 人日/月 14 人/ 34 人日/月 14 人/ 30 人日/月 13 人/ 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

35 人日/月 14 人/ 40 人日/月 14 人/ 45 人日/月 15 人/ 

 

短期入所（医療型） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

5 人日/月 2 人/ 5 人日/月 3 人/ 16 人日/月 3 人/ 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

7 人日/月 4 人/ 7 人日/月 4 人/ 7 人日/月 4 人/ 
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（３）居住系サービス 

居住系サービスとは、主に夜間において、施設や共同生活を行う住居で、必要な援助を

提供するサービスをいいます。平日の日中は、利用者は通勤等をしたり、日中活動系サー

ビスを利用したりします。 

 

具体的なサービス サービスの内容 

共同生活援助 障がい者に対し、主に夜間において、共同生活を

行う住居（グループホーム）で、相談や食事提供

等の支援、または入浴、排泄又は食事の介護等を

行います。 

施設入所支援 施設に入所する障がい者に対し、主に夜間におい

て、入浴、排泄又は食事の介護等を行います。 

 

図表 34 実施の見込み    

共同生活援助       （利用者数） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

17 人/月 18 人/月 18 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

19 人/月 20 人/月 20 人/月 

施設入所支援       （利用者数） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

29 人/月 30 人/月 30 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

30 人/月 30 人/月 29 人/月 
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（４）相談支援 

相談支援とは、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う方からの

相談に応じ、必要な情報の提供や助言、サービス提供事業者等との連絡調整等を行うほか、

サービス等利用計画作成や地域移行支援、地域定着支援等を行うものです。 

 

具体的なサービス サービスの内容 

基本相談支援 障がい者等の相談に応じ、必要な情報提供や助言、

サービス利用の調整等を行います。 

計画相談支援 障がい者の利用するサービスの内容等を定めた

「サービス等利用計画」の作成を行い、一定期間

ごとに見直しを行います。 

地域相談支援 （地域移行支援） 

入所施設や精神科病院に入所・入院している障が

い者に対し、住居の確保や地域生活への移行に関

する相談や、援助などを行います。 

（地域定着支援） 

居宅で、単身等で生活をする障がい者に対し、常

時の連絡体制を確保して、相談や緊急時の対応な

どを行います。 
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図表 35 実施の見込み    

計画相談支援       （利用者数） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

116 人/月 124 人/月 138 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

140 人/月 145 人/月 150 人/月 

地域移行支援       （利用者数） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

0 人/月 0 人/月 0 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

1 人/月 1 人/月 1 人/月 

地域定着支援       （利用者数） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

0 人/月 0 人/月 0 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

0 人/月 0 人/月 0 人/月 

 

（５）障害児相談支援・障害児通所支援・障害児入所支援 

障害児通所支援等は、児童福祉法に位置づけられ、市町村が実施主体となる「障害児

相談支援」と「障害児通所支援」、都道府県が実施主体となる「障害児入所支援（福祉型・

医療型）」に体系化されています。 

 

（障害児相談支援） 

具体的なサービス サービスの内容 

障害児相談支援 障害児通所支援を利用しようとする障がい児やそ

の家族に対し、障害児支援利用計画の作成や、サ

ービス事業者との連絡調整などの支援を行いま

す。 
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（障害児通所支援） 

具体的なサービス サービスの内容 

児童発達支援 身近な地域で就学前の障がい児に対し、日常生活

における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練、その他必要な支援を提供

します。 

医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能の障がいがあり理学

療法等の機能訓練又は医療的管理化での支援が必

要であると認められた児童に対して児童発達支援

及び治療を行います。 

放課後等デイサービス 学齢期の障がい児に対し、授業の終了後や夏休み

等の長期休暇時において、生活能力の向上のため

の訓練、社会との交流の促進等を継続的に提供す

ることにより、学校教育と連携しながら放課後の

居場所づくりを推進します。 

保育所等訪問支援 障がい児施設の専門機能を活かして、その職員が

保育所など集団生活を営む施設等を訪問し、その

施設における障がい児の集団生活への適応のため

の専門的な支援などを行います。 

居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等の状態にある障がい児であって、

障害児通所支援を利用するために外出することが

著しく困難な障がい児に発達支援が提供できるよ

うに障がい児の居宅を訪問して発達支援を行うも

のです。 
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図表 36 実施の見込み 

障害児相談支援       （利用者数） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

39 人/月 61 人/月 62 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

65 人/月 70 人/月 75 人/月 

 

児童発達支援 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

144 人日/月 26 人/月 136 人日/月 29 人/月 125 人日/月 23 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

144 人日/月 30 人/月 150 人日/月 32 人/月 155 人日/月 34 人/月 

 

医療型児童発達支援 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

0 人日/月 0 人/月 0 人日/月 0 人/月 0 人日/月 0 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

0 人日/月 0 人/月 0 人日/月 0 人/月 0 人日/月 0 人/月 

 

放課後等デイサービス 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

120 人日/月 31 人/月 140 人日/月 36 人/月 158 人日/月 41 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

160 人日/月 40 人/月 180 人日/月 45 人/月 200 人日/月 50 人/月 

 

保育所等訪問支援 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

4 人日/月 7 人/月 4 人日/月 8 人/月 6 人日/月 12 人/月 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

6 人日/月 10 人/月 7 人日/月 11 人/月 8 人日/月 12 人/月 

 

居宅訪問型児童発達支援 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

0 人日/月 0 人/月 0 人日/月 0 人/月 10 人日/月 1 人/月 
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（６）医療的ケア児支援調整コーディネーターの配置【新規】 

医療技術の進歩等を背景に医療的ケア児は増加傾向にありますが、障害者通所支援事

業所等で医療的ケア児を支援できる環境整備がされていないこと等により、医療的ケア児

の受入れ事業所等が少ない状況にあります。このため、障害児通所支援事業所における医

療的ケア児の受入が促進されるよう、遠賀郡中間市等とも連携しながら働き掛けていくととも

に、適切な支援につなぐためのコーディネートを行うため、障害児支援の専門的知識を持っ

たコーディネーターを確保する必要があります。 

 

図表 37 実施の見込み 

医療的ケア児支援コーディネーター     （研修受講者数） 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

2 人 3 人 3 人 

 

４．地域生活支援事業に関する各事業の見込量 

地域生活支援事業は、市町村及び都道府県が主体となって、地域の実情や利用者の状況

等に応じて柔軟に実施する事業ですが、生活上の相談、手話通訳者等の派遣、日常生活用

具の給付、ガイドヘルパーの派遣など、特に日常生活に欠かせないサービスは「必須事業」と

して必ず実施することとされています。さらに、市町村や都道府県が自主的に取り組む「任意事

業」を組み合わせることによって、効果的なサービスを提供するものです。 

なお、地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施が可能なこと

から、この計画を推進していく中で生じる新たなニーズや課題に即応した事業や実施体制を随

時検討していきます。 

 

（１）必須事業 

①理解促進研修・啓発事業 

障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去 

するため、障がい者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働 

きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ります。 
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図表 38 実施の見込み（実施の有無） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

有 有 有 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

有 有 有 

 

②自発的活動支援事業 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等と

その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生

社会の実現を図ります。 

 

図表 39 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

0 件 0 件 0 件 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

1 件 1 件 1 件 

 

③障害者相談支援事業 

障がい者等の福祉に関する様々な問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な

情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うととも

に、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等

の権利擁護のために必要な援助（相談支援事業）を行います。 

また、こうした相談支援事業を効果的に実施するためには、地域において障がい者等

を支えるネットワークの構築が不可欠であることから、市町村は相談支援事業を実施する

に当たっては、協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施のほか、地域の関係

機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進します。 

 

図表 40 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

3 か所 5 か所 6 か所 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

6 か所 6 か所 6 か所 
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④基幹相談支援センター等機能強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に

必要と認められる能力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置することや、

基幹相談支援センター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助

言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を実施することにより、

相談支援機能の強化を図ることを目的とします。 

 

図表 41 実施の見込み（実施の有無） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

無 無 無 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

有 有 有 

 

⑤成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認め

られる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することによ

り、これらの障がい者の権利擁護を図ることを目的とします。 

 

図表 42 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

0 人 0 人 0 人 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

1 人 1 人 1 人 

 

⑥成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制

を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障が

い者の権利擁護を図ることを目的とします。 

 

図表 43 実施の見込み（実施の有無） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

無 無 無 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

無 無 有 
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⑦意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障

がある障がい者等に、意思疎通を支援する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円

滑化を図ることを目的とします。 

 

図表 44 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

1 人 3 人 1 人 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

3 人 3 人 3 人 

 

⑧日常生活用具給付事業 

障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等

により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とします。 

 

図表 45 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

480 件 439 件 450 件 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

480 件 480 件 480 件 

 

⑨手話奉仕員養成研修事業 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、

意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるようにすることを目的とします。 

 

図表 46 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

4 人 2 人 5 人 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

6 人 5 人 5 人 
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⑩移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域

における自立生活及び社会参加を促すことを目的とします。 

 

図表 47 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

13 人 

2,119 時間 

14 人 

2,082 時間 

14 人 

2,100 時間 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

15 人 

2,200 時間 

15 人 

2,200 時間 

15 人 

2,200 時間 

 

⑪地域活動支援センター機能強化事業 

障がい者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、

社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、も

って障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とします。 

 

図表 48 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

2 か所 2 か所 2 か所 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

2 か所 2 か所 2 か所 

 

（２）任意事業 

①訪問入浴サービス 

訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、

心身機能の維持等を図ることを目的とします。 

 

図表 49 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

1 人 

155 日 

2 人 

177 日 

1 人 

169 日 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

1 人 

180 日 

1 人 

180 日 

1 人 

180 日 
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②日中一時支援 

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障

がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とします。 

 

図表 50 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

13 人 

315 日 

21 人 

281 日 

19 人 

284 日 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

20 人 

300 日 

20 人 

300 日 

20 人 

300 日 

 

③スポーツ・レクリエーション教室開催等 

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者等の体力増強、交流、余暇等に資

するため及び障がい者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や

障がい者スポーツ大会などを開催し、障がい者スポーツに触れる機会等を提供します。 

 

図表 51 実施の見込み（実施の有無） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

有 有 有 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

有 有 有 

 

④自動車改造助成 

身体障がい者が自動車の運転を行う際に必要となる自動車の改造にかかる経費の一

部を助成することにより、身体障がい者の移動を支援し、社会参加の促進を図ることを目

的とします。 

 

図表 52 実施の見込み 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

1 件 0 件    0 件 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

1 件 1 件 1 件 
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第５章 計画の推進体制 

１．関係機関等との連携 

わが国は、2014 年１月に「障害者の権利に関する条約」を批准し、条約の締約国となりました。

この条約の批准までには、障害者基本法の改正、障害者自立支援法改正による障害者総合

支援法の制定、障害者差別解消法の制定など、国内法令の整備が行われてきましたが、これ

からも障害者権利条約の完全実施に向けて、新たな制度改革や取り組みが一層進められてい

く予定です。このような動向も踏まえ、近隣市町、福祉サービス事業所と意見交換を行いつつ、

必要に応じて国や県等と連携をとりながら事業を実施していきます。 

 

２．計画の進捗管理 

本計画では、基本指針に即して定めた数値目標を成果目標と位置づけ、各サービスの見込

量を活動指標としています。これらの指標に基づき、ＰＤＣＡサイクルに沿って事業を実施し、各

事業の進捗状況及び数値目標の達成状況などについて、障がい者施策等検討委員会から点

検・評価を受けるとともに、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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資料編 

１．計画策定経緯 

日  時 会議名称 議事内容 

2017 年 10 月 12 日 

14:00～16:00 

2017 年 度  第１回 

遠賀町障がい者施策

等検討委員会 

１．開会 

２．遠賀町長挨拶 

３．委嘱状交付 

４．策定委員の紹介 

５．委員長・副委員長の選出 

６．諮問書の提出 

７．議事 

（１）障がい者計画等の策定の背景

と趣旨説明 

（２）今後のスケジュール 

2017 年 11 月 24 日 

10:00～12:00 

2017 年 度  第２回 

遠賀町障がい者施策

等検討委員会 

１．開会 

２．議事 

（１）「しょうがい」の表記について 

（２）障がい者計画、障がい福祉計

画・障がい児福祉計画（素案）

の検討 

（３）今後のスケジュール 

３．その他 

2017 年 12 月７日 

14:00～15:30 

2017 年 度  第３回 

遠賀町障がい者施策

等検討委員会 

１．開会 

２．議事 

（１）議事録の確認 

（２）障がい者計画、障がい福祉計

画・障がい児福祉計画（案）

の検討 

３．今後のスケジュール 

４．その他 

2018 年２月 15 日 

14:00～15:30 

2017 年 度  第４回 

遠賀町障がい者施策

等検討委員会 

１．開会 

２．議事 

（１）議事録の確認 

（２）パブリックコメント結果報告 

（３）障がい者計画、障がい福祉計

画・障がい児福祉計画（案）

の検討 

（４）答申（案）の検討 

３．今後のスケジュール 

４．その他 

５．閉会 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠賀町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

 

2018 年３月 
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