
遠賀町
障がい者計画
概 要 版

　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すすめるとともに、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計画です。

❶ 「障がい者計画」とは

　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。
　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。

❷ 計画の位置づけと期間



　本町の身体障がい児・者は843人、知的障がい児・者は141人、精神障がい児・者は116人、
自立支援医療（精神）利用者は239人であり、本町の人口（19,331人）の6.9％となっています。

　身体障害者手帳所持者数は、2016年度末現在
843人で、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。
　療育手帳所持者数は、2016年度末現在141人
で、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。
　精神障害者保健福祉手帳所持者数は、2016年
度末現在116人となっています。
　また、自立支援医療（精神）利用者数は、2016
年度末現在239人となっています。

障 が い 者 の 状 況
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　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。地域共生社会
が実現するためには、生活の基盤とし
て必要な「住まい」が整備されることが
前提となりますが、障がい者によって
異なる障がいの程度や部位に最大限配
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。

アンケート調査結果から（抜粋）
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計： 619人

家族や親族と
住み慣れた自宅で
一緒に暮らしたい
67.7%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
4.8%

希望する暮らしかた

病院や福祉施設
などで暮らしたい
8.2%

ひとりで暮らしたい
8.1%

その他　2.6%
無回答　8.6%

　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
の割合は回答者の4割以上（43.6％）と
なっています。
　災害時にも速やかに避難できるよう
に、準備を行っていく必要があります。

計： 619人

できる
31.7%

できない
43.6%

災害時にひとりで避難できるか

わからない
22.3%

無回答　2.4%

　「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％
に留まっており、逆に、「理解が深まっ
ていない」と感じている人の割合は
20.5％となっていることが分かりま
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。

計： 619人

まあまあ深まっている
18.4%

どちらとも言えない
43.8%あまり

深まっていない
14.7%

障がいへの理解が深まっていると
感じるか

まったく
深まって
いない
5.8%

無回答
11.6%

かなり
深まっている　
5.7%
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　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、介護
者が高齢となることで介護負担がこれまで以
上に増大してしまったり、家族との死別等で
介護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。家族に何か
あったときも安心できる支援体制を構築する
必要があります。
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計： 509人

家族や親族
85.4%

主な介助者

その他　
6.4%

無回答　8.2%

　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人に留まっています。
　能力や障がいの状況に応じた、障が
い者の雇用機会の拡大を図る必要があ
ります。

計： 619人

現在は
働いて
いないが
今後
働きたい
6.1%

現在は働いていないし、
今後も働く予定はない

50.7%

現在の就労状況
無回答
13.2%

働いている
17.4%

　どのようなスポーツや文化活動に参
加したいかとたずねたところ、「水泳・
水中運動」と回答した人が最も多く、
8.6％となっています。次いで、「パソ
コン教室」（8.2％）、「体操教室」（7.6％）
と続いていますが、参加に支障がある
という意見もあります。
　文化芸術活動、スポーツ等に気軽に
参加できる環境を整えていく必要があ
ります。

計： 619人

どのようなスポーツや文化活動に
参加したいか 
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

現在は
働いて
おらず、
今後は未定
12.6%

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%



　この計画は、障がいのある
人も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。

●住まいと住環境の整備
　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して
いきます。

●移動しやすい環境の整備
　公共交通機関を利用される方が多いことから、障がいのない人の視点では思い至らない改
善するべき場所を明らかにし、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
協議を進めていきます。

●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
　町内の危険箇所等、当事者からの声も参考にしながら、可能なところから、少しでも改善
していきます。

●情報アクセシビリティの向上
　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きます。

※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施設や情報に
簡単にたどり着け、利用できること。

計画の基本理念

いきいきと、人が輝く
福祉のまちづくり
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安全・安心な生活環境の整備



●防災対策の推進
　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きます。

●防犯対策の推進と消費者トラブルの防止
　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、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ていきます。
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防災、防犯等の推進

●障がい者への理解と差別解消の促進
　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ために、町民一人
ひとりが障がいや障がい者に対する理解が深まる啓発活動を充実、促進させていきます。

●地域住民等との交流の促進
　障がい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ります。今後も、障がいに対する差別や偏見といった心のバリ
アを取り除いていきます。

障がいに対する理解と交流の促進



●意思決定支援の推進
　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していきます。

●相談支援体制の構築
　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・充実していきます。

●福祉サービスの充実
　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きます。

●障がいのある子供に対する支援の充実
　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きます。
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自立した生活の支援・意思決定支援の推進

●保健・医療の充実
　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きます。

●精神保健対策の充実
　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きます。

●難病に関する保健・医療施策の推進
　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。

●障がいの原因となる疾病等の予防・治療
　障がいの原因となる疾病等の予防・発見につながる知識の普及、健診等に努めていきます。

保健・医療の推進



●総合的な就労支援
　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っていきます。

●経済的自立の支援
　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、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制度の周知を図ります。

●障がい者雇用の促進
　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
よう努めます。
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雇用・就業、経済的自立の支援

●インクルーシブ教育システム※の推進
　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把握しながら、適切な支援を行っていきます。

●文化芸術活動、スポーツ等の振興
　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
ていきます。

※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。

教育、文化芸術活動・スポーツ等の振興

遠賀町障がい者計画
障がい福祉計画・障がい児福祉計画（概要版）
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