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１ 計画の背景 

 

（１）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 

律の施行 

 

国は、平成１５年度に、障がいのある人の自己決定を尊重するため、行政が障

がいのある人に必要なサービスの内容等を決定する措置制度から、障がいのある

人が自ら事業者と契約し、サービスを選択できる支援費制度へと転換しました。 

平成１８年度には、「障害者自立支援法」の施行によって、地域生活への移行や

就労支援に対応するとともに、障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活

を営むために必要な障がい福祉サービスや相談支援等が受けられるよう福祉施設

や事業体系の抜本的な見直しを行い、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画

の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを導入しまし

た。その後、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉

施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の

整備に関する法律」が施行されました。 

平成２５年度には、「障害者自立支援法」が「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（以下「障害者総合支援法」という。）」に改正され、

障がい者の定義に難病患者が追加されるとともに、障がいのある人に対する支援

が拡充されました。また、障害福祉計画については、定期的に調査・分析及び評

価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更等を行い、サービス提供体制

の更なる計画的な整備を図ることとされました。 

これに基づき本市では、平成１８年度に第１期宗像市障害福祉計画を策定し、

その後、３年ごとに見直しを行いながら障がい者施策の推進に努めてまいりまし

た。 

 

Ⅰ 計画の趣旨 
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（２）障がい者制度改革をめぐる動向 

 

平成２１年１２月の閣議決定により障がい者制度改革推進本部が内閣に設置さ

れ、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとするわが国の障がいの

ある人に関する制度改革に向けての議論がなされました。 

平成２３年７月には、障害者基本法が改正され、「全ての国民が、障がいの有無

に関わらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される」という理念に

則り、障がいのある人を施策の主体として位置づけるとともに、障がいのある人

に対する差別禁止と社会的障壁の除去に関する合理的配慮義務が定められました。 

また、平成２４年１０月に、障がいのある人への虐待防止についての行政及び

国民の責務を定めた「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」が施行され、障がいのある人の虐待対応の窓口である障害者虐待防止セ

ンターが市町村に設置されました。 

平成２５年４月には、障害者総合支援法が施行され、障がい者の範囲に難病を

加え、制度の谷間のない支援の提供と法に基づく日常生活・社会生活の支援が共

生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生並びに

社会的障壁の除去に資するよう総合的かつ計画的に行われることを基本理念に掲

げています。同年６月には、障がいを理由とする差別等の権利侵害行為の禁止や

社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をすることなどを定めた「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」が成立しました。この法律は、国の基本

方針やそれに基づく自治体の対応要領、事業所向けの対応指針の作成・公表、事

業者への周知活動などの準備期間を経て、平成２８年４月に施行されます。 

本市においては、このような制度の変化に対応しながら、障がい者関連法制度

の趣旨及び上位計画の理念、並びに第３期計画の実施状況や、計画期間中の障が

い福祉サービス等の利用実績などの成果と課題を踏まえ、第４期宗像市障害福祉

計画（以下「第４期計画」という。）を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

 

（１）法的な位置づけ 

 

第４期計画は、障害者総合支援法第８８条に規定される市町村障害福祉計画に

あたるものであり、国の基本指針に即して、障がい福祉サービス及び相談支援並

びに地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標や必要な量の見込み等の実施

に関する事項を定める計画です。 

  

（２）市の計画との関係 

 

第４期計画は、第２次宗像市総合計画をはじめ、保健福祉の総合的な計画であ

る、社会福祉法第１０７条の規定による市町村地域福祉計画と障害者基本法第１

１条第３項の規定による市町村障害者計画を包含する第３次宗像市保健福祉計画

等、市の関連計画における障がい者施策に関する行動計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

第２次宗像市総合計画 前期基本計画 

（平成２７～３１年度） 

第３次宗像市保健福祉計画 

（平成２７～３１年度） 

 

◆保健福祉の総合計画として、保健・地域福祉・高齢者福祉 

障がい者福祉・児童福祉等に関する市の基本方針を定めた計画 

宗像市障害者計画 

◆障害者基本法第１１条第３項に規定する市町村障害者計画 

 

【計画の位置づけ】 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４期宗像市障害福祉計画 

（平成２７～２９年度） 

◆障害者総合支援法第８８条に規定する市町村障害福祉計画 

各年度における障がい福祉サービス等の種類ごとの必要量の見込みと確 

保の方策及び地域生活移行や就労支援の目標値の設定 

◆第２次宗像市総合計画及び宗像市障害者計画を包含する第３次宗像市 

保健福祉計画の障がい者施策に関する行動計画 
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３ 計画の期間 

 

第４期計画は、平成２７年度から平成２９年度までの３ヶ年計画とします。 

なお、法律の改廃・制定、計画の進捗状況や社会経済状況の変化等により、必

要な場合は本計画の見直しを行うものとします。 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

             

宗像市総合

計画 
第１次計画 第２次計画 

              

宗像市保健

福祉計画 
第２次計画 第３次計画 

              

宗像市障害

福祉計画 
第３期計画 第４期計画 第５期計画 

 

 

４ 計画の策定体制 
 

 第４期計画の策定にあたっては、市内の障害者手帳所持者等を対象とした平成

２６年度宗像市障がい者実態調査（以下「実態調査」という。）を実施し、当事者

ニーズの把握・分析を行うとともに、障がい福祉施設及び市役所内の関係各課に

おける現状と課題の確認を行いました。 

 また、当事者団体の代表者や関係機関等で組織する宗像市障害福祉計画検討委

員会において、現状と課題その対応策について協議・検討を行いました。 

 さらに、障害者総合支援法第８８条第８項の規定により、宗像市障害者自立支

援協議会から意見を聴くとともに、宗像市保健福祉審議会での審議、パブリック

コメントを実施し、広く関係者等の意見の反映に努めました。 
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１ 人口の状況 

総人口は増加傾向ですが、６４歳以下の人口割合は減尐傾向で、逆に６５歳以

上の人口割合が増加しており、尐子化及び高齢化の進行が見られます。 

 

 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 

0～14歳 
12,988人 12,972人 13,120人 13,173人 13,261人 

13.6％ 13.6％ 13.6％ 13.7％ 13.7％ 

15～64歳 
61,108人 61,184人 60,569人 59,854人 58,928人 

64.2％ 63.9％ 63.0％ 62.2％ 61.1％ 

65～74歳 
10,884人 10,893人 11,282人 11,818人 12,719人 

11.4％ 11.4％ 11.7％ 12.3％ 13.2％ 

75歳以上 
10,307人 10,685人 11,025人 11,319人 11,565人 

10.8％ 11.1％ 11.4％ 11.8％ 12.0％ 

合計 95,287人 95,734人 95,996人 96,164人 96,473人 

 

 

 

Ⅱ 本市の障がい者の現状 
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２ 障がい者の状況 

（１）身体障がい者の状況 

身体障害者手帳所持者は過去４年間で 213 人増加しており、平成２６年３月末

現在では 3,647 人です。そのうち重度の障がい者（１級、２級）は 1,670 人と全

体の 45.8％を占めています。 

また、障がい別では、肢体不自由が 1,885 人で全体の 51.7％、内部障がい（注

１）が 1,255人で全体の 34.4％を占めています。 

 

【障がい及び等級別人数（平成 26年 3月末現在）】          （単位：人） 

 1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計 

視覚 64 69 14 11 26 15 199 

聴覚・平衡 15 67 44 39 2 96 263 

音声・言語 2 1 21 21   45 

肢体 352 386 355 491 189 112 1,885 

内部 705 9 242 299   1,255 

合計 1,138 532 676 861 217 223 3,647 

 

 

【身体障害者手帳所持者の推移（注２）】              （単位：人） 

 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 

視覚 219 222 219 218 199 

聴覚・平衡 252 246 258 268 263 

音声・言語 41 42 40 46 45 

肢体 1,711 1,728 1,810 1,856 1,885 

内部 1,211 1,240 1,253 1,283 1,255 

合計 3,434 3,478 3,580 3,671 3,647 

 

（注１）内部障がいとは、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸若しくはヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫、肝臓の機能の障がいのことをいう。 

（注２）重複障がい（例：視覚障がいと聴覚障がいの重複など）の場合は、障がいごとに計上す

る。 
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（２）知的障がい者の状況 

療育手帳所持者は、年度間の変動はあるものの、概ね年間 10～20人程度ずつ増

加しています。また、療育手帳Ａ、Ｂは概ね半数ずつで推移しています。 

 

【療育手帳所持者数の推移】                   （単位：人） 

 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 

Ａ 

最重度 

重度 

18歳未満 55 54 52 52 57 

18歳以上 190 200 205 217 220 

小計 245 254 257 269 277 

Ｂ 

中度 

軽度 

18歳未満 76 73 80 83 102 

18歳以上 176 185 192 199 206 

小計 252 258 272 282 308 

合計 497 512 529 551 585 

 

 

（３）精神障がい者の状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者は過去４年間で 151 人、自立支援医療（精神通

院）受給者は過去３年間で 225人増加しています。 

 

【精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移】           （単位：人） 

 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 

合 計 330 350 383 435 481 

 

  

【自立支援医療（精神通院）受給者数の推移】           （単位：人） 

 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 

合 計  787 850 951 1,012 
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（４）障害程度区分の認定状況 

障害程度区分認定審査会は、宗像市と福津市の共同で設置しています。 

 

【平成 18～25年度に区分認定を行った件数（宗像市）】      （単位：件） 

 身体障がい 知的障がい 精神障がい 合 計 

非該当 3 1 0 4 

区分 1 6 12 4 22 

区分 2 34 48 46 128 

区分 3 51 78 42 171 

区分 4 51 138 8 197 

区分 5 57 92 2 151 

区分 6 146 140 1 287 

合 計 348 509 103 960 
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１ 計画の基本理念 

 第４期計画は、第２次宗像市総合計画及び第３次宗像市保健福祉計画における

障がい者施策として推進するものです。第４期計画でも、第３期計画で掲げた基

本理念「すべての市民が、障がいの有無を問わず、基本的人権を有するかけがえ

のない個人として尊重されつつ、自立支援とあらゆる社会参加の機会を保障され、

相互に人格と個性を尊重しあう共生社会の実現」と、目指す将来像の目標「住み

慣れた地域で、共に支え合い、障がいのある人が自分らしく安心して暮らせるま

ち」を継続します。 

この基本理念と目指す将来像の実現のため、障がい福祉サービスや相談支援及

び地域生活支援事業の提供体制の整備を進め、障がいのある人の地域移行や地域

生活の継続、介護、就労、教育、まちづくり、文化・スポーツを始めとする生活

のさまざまな場面を支援し、住み慣れた地域の中で、障がいの有無を問わずすべ

ての市民が、ともに働き、ともに暮らすことができる共生社会づくりに取り組み

ます。 

 

【計画の基本理念】 

 

 

 

 

 

 

【目指す将来像】 
 

 

 

 

Ⅲ 計画の基本方針 

住み慣れた地域で、共に支え合い、 

障がいのある人が自分らしく安心して暮らせるまち 

すべての市民が、障がいの有無を問わず、基本的人権を有

するかけがえのない個人として尊重されつつ、自立支援とあ

らゆる社会参加の機会を保障され、相互に人格と個性を尊重

しあう共生社会の実現 
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２ 計画の基本的な視点 

基本理念の実現へ向けて、次の５項目を第４期計画の基本的な視点とします。 

 

① 障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援 

障がいのある人が、それぞれの生き方や生活の場、利用するサービスなどに

ついて、自己決定、自己選択することを尊重し、障がい福祉サービス等の支援

を受けながらその自立と社会参加の実現を図るため、相談支援等の提供体制の

整備を進めることが必要です。 

 

② 障がいのある人の地域生活への移行、地域生活の継続の支援 

障がいのある人が、病院や施設から地域生活に移行したり、家族から自立し

て一人暮らしを始めたりするためには、居住の場の確保とともに、障がい福祉

サービス等の利用や日常生活の困りごと、健康管理等生活のさまざまな問題に

ついていつでも相談し、支援を受けられることが必要です。 

 

③ 障がいのある人の就労支援 

障がいのある人が自立した生活を送るためには、一般就労の推進や職業訓練、

福祉的就労の場の確保等が必要です。地域での就労支援の仕組みづくりや職場

の開拓等を進めることが必要です。 

 

④ 地域ぐるみの障がい者支援 

障がいのある人の完全な社会参加は、行政サービスの充実だけでは実現でき

ません。生活のステージである地域社会の一員として、地域住民との相互理解

や協力が必要です。地域で支え合う共生社会の実現のため、地域住民、行政、

事業者、地域社会のさまざまな組織等が連携することが必要です。 

 

⑤ 政策横断的な障がい者施策の展開 

障がいのある人の生活は、障がい福祉サービスだけで支えることはできませ

ん。教育、生活環境、文化・スポーツ等行政のさまざまな分野で、障がいのあ

る人の利用を前提とした施策を実施することが必要です。 
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３ 計画の体系 

  大項目 小項目 

１ 生活支援の環境づくり （１）障がい福祉サービス等の充実 

（２）障がい児支援の充実 

（３）相談支援体制の充実 

（４）障害者自立支援協議会の充実 

（５）地域福祉の推進 

２ 雇用・就業の機会の確保 （１）総合的な就労支援 

（２）障がい者雇用の促進 

３ 教育の充実 （１）障がいに応じた支援 

（２）教育環境の充実 

４ 生活基盤の整備 （１）道路・公共施設のバリアフリー化 

（２）公共交通機関の利便性の向上 

（３）防災・防犯対策の推進 

５ 差別の解消と権利擁護 （１）障がいへの理解 

（２）権利擁護の推進 

（３）行政サービス等における配慮 
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１ 生活支援の環境づくり 

 障がいのある人が、「住み慣れた地域で、安心して暮らせる」ためには、それぞ

れのニーズを支えるさまざまな障がい福祉サービスが必要です。それらのサービ

スを利用するためには障がいのある人のニーズを把握するための相談支援が重要

な役割を果たしています。 

しかし、障がいのある人の地域生活を支えるには、障がい福祉サービスだけで

は十分ではありません。地域のさまざまな分野の機関や団体、企業、行政等が連

携して地域課題の解決に努めることが必要です。 

 

（１）障がい福祉サービス等の充実 

【現状と課題】  

市では、障害者総合支援法に基づき、訪問系、日中活動系、就労系、居住系

サービス及び地域生活支援事業等のサービスを実施しています。ほとんどのサ

ービスで利用者は年々増加しており、特に第３期計画期間では就労系が著しく

伸びています。 

実態調査では、多くの人が住み慣れた地域で家族と暮らすことを望まれる一

方で、サービスや相談先に関する情報不足や障がいのある人及び介護者の高齢

化の問題、地域生活継続への不安などが挙げられています。 

訪問系サービスでは、発達障がいや高次脳機能障がい、強度行動障がいなど

への高い専門性を持った事業所が尐ないことが課題となっています。 

日中活動系サービスでは、市内に短期入所の事業所が尐なく、介護者の病気

や急用等の緊急時や医療ケアを必要とする人に対応できる事業所が求められて

います。また、身体的な機能の訓練や日常生活に必要な家事や買い物などの訓

練を行う自立訓練の事業所も尐ないのが現状です。 

就労系サービスについては、市内に就労継続支援（Ａ型）の事業所が尐なく 

市外の事業所を利用している場合が多くなっています。 

居住系サービスでは、病院、施設からの地域移行や親元からの自立、親亡き

後の生活の場としてグループホームのニーズが高まっています。 

Ⅳ 施策の展開 
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【施策の方向】 

① 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスや地域生活支援事業、その

他の事業を実施するとともに、相談支援計画に基づき必要なサービスを提

供します。 

 

② 宗像市障害者自立支援協議会の教育機能を活用して、障がい福祉施設従事

者を対象とした、発達障がいや高次脳機能障がい、強度行動障がいや医療

ケア等についての研修や従事者間の情報交換等を行うことにより提供する

サービスの向上・充実を図ります。 

 

③ 地域生活の継続や地域移行を支援するため、グループホーム開設の支援を

行うとともに、体験利用の受け入れや短期入所の併設を促進します。 
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【提供するサービス内容】 

◎ 訪問系サービス 

在宅での生活を継続していけるように、訪問による介護サービスを提供します。 

サービス名 サービス内容 

居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は知的障がい者、精神障がい者で常に

介護を必要とする人に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護、

外出時の移動支援等を総合的に行う。 

行動援護 

知的障がい又は精神障がいのため一人での行動が著しく困

難で常時介護が必要な人に、行動するときの危険回避に必要

な支援、外出支援を行う。 

同行援護 
視覚障がいにより移動が著しく困難な人に、移動に必要な情

報提供、移動の援護等の外出支援を行う。 

重度障がい者等 

包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービス

を包括的に行う。 

 

◎ 日中活動系サービス 

障がい福祉施設等において日中活動の場を提供します。 

サービス名 サービス内容 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介

護等を行う。 

自立訓練 

（機能訓練） 

身体障がい者に対して通所又は訪問により、理学療法、作業

療法等のリハビリテーション、生活等に関する相談・助言を

行う。 

自立訓練 

（生活訓練） 

知的障がい者又は精神障がい者に対して、通所又は訪問によ

り、入浴、排せつ及び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・助言を行う。 

療養介護 
医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、

療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の援助を行う。 

短期入所 
介護者の病気等のため、短期間の施設入所を必要とする人

に、施設で入浴、排せつ、食事の介護を行う。 
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◎ 就労系サービス 

一般企業への就職や障がい福祉施設での就労のための支援サービスを提供しま

す。 

サービス名 サービス内容 

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う。 

就労継続支援 

（Ａ型） 

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。Ａ型で

は、雇用契約を結んで就労の場を提供する。 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。Ｂ型で

は、年齢や体力面で雇用が難しい人や、企業やＡ型利用に結

びつかなかった人に就労の場を提供する。 

 

◎ 居住系サービス 

自宅以外の生活の場を提供します。 

サービス名 サービス内容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

地域での共同生活に支障のない人に、夜間や休日、共同生活

を行う住居で、相談又は入浴、排せつ、食事の介護、その他

日常生活上の援助を行う。 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介

護及び生活等に関する相談・助言等を行う。 

 
◎ 地域生活支援事業 

 市町村の状況に応じて行う地域生活支援事業として次の事業を実施します。 

サービス名 サービス内容 

相談支援事業 

障がいのある人の福祉に関するさまざまな問題について相

談に応じ、必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービス等

の利用支援等を行う。 

成年後見制度 

利用支援事業 

障がい福祉サービス等の利用の観点から、成年後見制度の利

用が有効と認められる人に対し、成年後見制度の利用を支援

する。 

登録手話通訳 

者等派遣事業 

聴覚、言語機能、音声機能の障がいのため、他者との意思疎

通が困難な人に対し、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を行

う。 
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手話奉仕員 

養成研修事業 

聴覚に障がいのある人の社会参加を手話により支援するた

め、手話奉仕員の養成研修を行う。 

日常生活用具 

給付等事業 

重度の障がいがある人等に対し、日常生活上の便宜を図るた

め、日常生活用具の給付等を行う。 

移動支援事業 

障がいにより屋外での移動が困難な人に対し、社会生活上不

可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出において、

移動の支援を行う。 

地域活動支援 

センター事業 

障がいのある人に創作的活動や生産活動の機会の提供、気軽

に立ち寄れる憩いの場などを提供する。 

地域活動支援センターにはⅠ、Ⅱ、Ⅲ型があり、Ⅰ型では、

精神保健福祉士等の専門職員による相談やイベント活動の

ほか障がいに対する理解促進事業など、Ⅱ型では社会適応訓

練等もあわせて行う。 

訪問入浴 

サービス事業 

自宅での入浴が困難な重度の身体障がい者に対し、移動入浴

車を派遣し、自宅での入浴支援を行う。 

日中一時支援 

事業 

障がいのある人の家族の就労支援や一時的な負担軽減を目

的とし、日中における活動の場を提供する。 

 

◎ その他の事業 

サービス名 サービス内容 

自動車運転免許取 

得・改造助成事業 

障がいのある人の就労その他社会参加を促進するため、運

転免許の取得や自動車の改造時に費用の一部を助成する。 

福祉タクシー料金 

助成事業 

重度の障がいがある人の社会参加を促進するため、小型タ

クシーの初乗り料金の一部を助成する。 

宗像市総合公園 

室内温水プール 

使用料助成事業 

重度の障がいがある人の社会参加と健康維持を促進する

ため、総合公園室内温水プール使用料の一部を助成する。 
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【第３期計画の実績】 

◎ 訪問系サービス 

 項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

居宅介護 
計画 

時間 
630 700 770 

実績 498 472 628 

重度訪問介護 
計画 

時間 
340 500 700 

実績 352 328 370 

行動援護 
計画 

時間 
50 60 70 

実績 6 6 4 

同行援護 
計画 

時間 
70 90 110 

実績 38 41 40 

重度障がい者等 

包括支援 

計画 
時間 

0 240 240 

実績 0 0 0 

＊平成 24･25年度は年間平均、平成 26年度は 3月から 8月までの平均 
＊「時間」:月間の平均サービス提供時間 

 

◎ 日中活動系サービス 

 項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

生活介護 

計画 
人日 

3,850 3,920 3,980 

実績 3,943 4,116 4,207 

計画 利用 

者数 

190 193 196 

実績 202 212 214 

自立訓練（機能訓練） 

計画 
人日 

60 60 60 

実績 28 57 34 

計画 利用 

者数 

4 4 4 

実績 2 4 3 

自立訓練（生活訓練） 

計画 
人日 

100 110 120 

実績 206 155 181 

計画 利用 

者数 

10 11 12 

実績 11 9 12 

療養介護 
計画 

人 
9 10 11 

実績 8 8 8 
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短期入所 

計画 
人日 

150 165 180 

実績 95 115 148 

計画 利用 

者数 

50 55 60 

実績 22 27 34 

＊平成 24･25年度は年間平均、平成 26年度は 3月から 8月までの平均 
＊「人日」:月間の利用者数（実人数）×1人 1月当たりの平均利用日数 

 

◎ 就労系サービス 

  項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

就労移行支援 

計画 
人日 

380 399 418 

実績 452 598 627 

計画 利用 

者数 

20 21 22 

実績 26 36 37 

就労継続支援（Ａ型） 

計画 
人日 

140 160 180 

実績 157 254 355 

計画 利用 

者数 

7 8 9 

実績 8 14 18 

就労継続支援（Ｂ型） 

計画 
人日 

1,785 1,870 1,955 

実績 1,913 2,110 2,188 

計画 利用 

者数 

105 110 115 

実績 111 128 125 

＊平成 24･25年度は年間平均、平成 26年度は 3月から 8月までの平均 
＊「人日」:月間の利用者数（実人数）×1人 1月当たりの平均利用日数 

 

◎ 居住系サービス 

 項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

共同生活援助等 
計画 利用 

者数 

51 63 71 

実績 52 58 69 

 
共同生活援助 

計画 利用 

者数 

23 26 29 

実績 22 23 69 

共同生活介護 

(H26は共同生活援助へ一元化) 

計画 利用 

者数 

28 37 42 

実績 30 35  

施設入所支援 
計画 利用 

者数 

128 123 114 

実績 119 120 118 

＊平成 24･25年度は年間平均、平成 26年度は 3月から 8月までの平均 
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◎ 地域生活支援事業 

  項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

相談支援事業 実績 
件数 9,399 8,282 4,301 

延べ人数 1,466 1,280 685 

登録手話通訳者等 

派遣事業（注３） 
実績 

派遣回数 93 67 44 

実人数 10 7 7 

手話奉仕員養成研修 

事業（注４） 
実績 参加者数   19 

日常生活用具給付等事業 実績 件数 1,674 1,792 1,049 

移動支援事業 実績 
利用時間 685 882 527 

実人数 16 22 17 

地域活動支援センター

事業（Ⅰ型） 
実績 

利用回数 1,730 1,324 390 

実人数 390 115 86 

地域活動支援センター

事業（Ⅲ型） 
実績 

利用日数 817 1,535 1,160 

延べ人数 255 379 228 

訪問入浴サービス事業 実績 
利用回数 87 139 92 

実人数 3 4 5 

日中一時支援事業 実績 
利用回数 1,576 1,511 1,020 

実人数 52 55 64 

＊平成 24･25年度は年間実績、平成 26年度は 3月から 8月までの実績 

 
（注３）平成２５年度まではコミュニケーション支援事業。 
（注４）平成２６年度から実施。 
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【第４期計画のサービス見込量】 

◎ 訪問系サービス 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

 
時間 1,277 1,444 1,611 

人 72 79 86 

 

居宅介護 時間 684 732 780 

重度訪問介護 時間 535 642 749 

行動援護 時間 12 18 24 

同行援護 時間 42 48 54 

重度障がい者等包括支援 時間 4 4 4 

＊「時間」:月間のサービス提供時間 

＊「人」:月間の利用人数（実人数） 

 

◎ 日中活動系サービス 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

生活介護 
人日 4,320 4,360 4,400 

人 216 218 220 

自立訓練（機能訓練） 
人日 70 84 98 

人 5 6 7 

自立訓練（生活訓練） 
人日 289 323 357 

人 17 19 21 

療養介護 人 9 10 11 

短期入所（福祉型） 
人日 200 230 250 

人 35 40 45 

短期入所（医療型） 
人日 30 40 50 

人 3 4 5 

＊「人日」:月間の利用者数（実人数）×1人 1月当たりの平均利用日数 

＊「人」:月間の利用人数（実人数） 

 

◎ 就労系サービス 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

就労移行支援 
人日 748 867 986 

人 44 51 58 

就労継続支援（Ａ型） 
人日 400 440 480 

人 20 22 24 
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就労継続支援（Ｂ型） 
人日 2,210 2,295 2,380 

人 130 135 140 

＊「人日｣:月間の利用者数（実人数）×1人 1月当たりの平均利用日数 

＊「人」:月間の利用人数（実人数） 

 

◎ 居住系サービス 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

共同生活援助 人 80 90 100 

施設入所支援 人 117 116 115 

＊「人」:月間の利用人数（実人数） 

 

◎ 地域生活支援事業 

  項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

相談支援事業 
件数 8,613 8,696 8,778 

延べ人数 1,382 1,395 1,408 

登録手話通訳者等派遣事業 
派遣回数 93 100 107 

実人数 8 9 10 

手話奉仕員養成研修事業（注５） 参加人数 10 10 10 

日常生活用具給付等事業 件数 1,807 1,824 1,841 

移動支援事業 
利用時間 959 993 1,027 

実人数 26 28 30 

地域活動支援センター事業 

（Ⅰ型） 

利用回数 1,424 1,472 1,512 

実人数 178 184 189 

地域活動支援センター事業 

（Ⅲ型） 

利用日数 2,333 2,348 2,363 

延べ人数 462 469 479 

訪問入浴サービス事業 
利用回数 194 208 222 

実人数 6 7 8 

日中一時支援事業 
利用回数 1,750 1,875 2,000 

実人数 70 75 80 

＊年間の利用回数及び利用人数（実人数）等 

 

（注５）平成２７年度は福津市と合同で実施。 
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◎ 施設入所者の地域生活への移行目標 

 障がい福祉施設に入所している障がいのある人の地域生活への移行(注６)を推

進するため、平成２５年度末時点の施設入所者数から地域生活への移行する者の

目標値を設定します。 

 また、平成２９年度末の施設入所者数を国が示した第４期障害福祉計画の基本

指針(注７)に基づき、平成２５年度末時点の施設入所者数から４％削減することを

目標とします。 

平成 25年度末時点の施設入所者数（Ａ） 120人 

平成 29年度末の施設入所支援利用者数（Ｂ） 115人 

【目標値①】削減見込（Ａ－Ｂ） 5人 

【目標値②】平成 27年度～平成 29年度末時点の地域移行者数 9人 

 
（注６）地域生活への移行とは、施設入所者が施設を退所し、生活の拠点をグループホームや一

般住宅などへ移行することをいう（家庭復帰を含む）。 

（注７）第４期障害福祉計画の基本指針とは、障がい福祉サービス及び相談支援並びに市町村及

び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援

事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成十八年厚生労働省告示第三百九

十五号）のことをいう。 
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（２）障がい児支援の充実 

【現状と課題】 

平成２４年に児童福祉法が改正され、障がいのある子どもが身近な地域で適

切な支援が受けられるようにするとともに、年齢や障がい特性に応じた専門的

な支援が提供されるよう質の確保を図るとされました。 

障がいのある子どもの療育等については、その能力や可能性を最大限に伸ば

し、将来の自立や社会参加の実現に向けた支援を行う必要があります。 

市では、宗像市発達支援センターを設置し、発達相談のほか、保育所・幼稚

園への巡回相談等を実施し、保育所・幼稚園と行政が連携して、発達に支援を

要する子どもへの支援体制づくりを行っています。また、宗像市発達支援セン

ターの療育施設のぞみ園では、児童福祉法に基づく児童発達支援事業を実施し

ています。のぞみ園では、発達障がいのある子どもや発達障がいが疑われる子

どもの利用が多くなっており、身体障がいや知的障がいのある子どもについて

は、市外の事業所を利用しているケースも尐なくありません。 

河東小学校内で行う放課後等デイサービスについては、同校の児童数増加に

伴い移転が必要となったことから、新たに事業所を整備しています。 

市内には放課後等デイサービスを行う事業所が尐ないために通所に時間を要

する人や、医療ケアの必要な重症心身障がい児に対応する事業所がないために

市外の事業所を利用せざるを得ない状況にあります。 

 

【施策の方向】 

① 児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業を実施するとともに、相談支援

計画に基づき必要なサービスを提供します。 

 

② 発達支援センターによる保育所・幼稚園の巡回相談を行います。 

 

③ 児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の開設を支援するともに、

通所に配慮した整備を促進します。 

 

④ 医療ケアが必要な重症心身障がい児の療育施設について、関係機関と協

議・検討します。 
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【提供するサービス内容】 

◎ 障がい児通所支援 

障がいのある子どもや療育の必要な子どもに対して、通所による身近な地域で

の療育の場を提供します。 

サービス名 サービス内容 

児童発達支援 
未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、集

団生活への適応訓練等を行う。 

放課後等デイサービ

ス 

就学中の障がい児に、放課後又は学校休業日において、

生活能力向上のために必要な訓練等を行う。 

保育所等訪問支援 
保育所等に通う障がい児に、保育所等を訪問し、集団生

活への適応のために必要な支援を行う。 

医療型児童発達支援 
肢体不自由の未就学児に、児童発達支援及び治療を行

う。 

  

【第３期計画の実績】 

 項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

児童発達支援 実績 
人日 227 249 271 

利用者数 89 94 87 

放課後等デイサービ

ス 

（Ｈ24は児童デイサービス） 

実績 
人日 48 291 527 

利用者数 11 45 69 

保育所等訪問支援 実績 
人日 0 0 0 

利用者数 0 0 0 

医療型児童発達支援 実績 
人日 0 0 0 

利用者数 0 0 0 

＊平成 24･25年度は年間平均、平成 26年度は 3月から 8月までの平均 

＊「人日」:月間の利用者数（実人数）×1人 1月当たりの平均利用日数 

 

◎ その他事業 

 項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

保育所・幼稚園巡回相談 回数 42 42 42 

＊平成 24･25年度は年間訪問回数、平成 26年度は 4月～9月の実績



 

- 26 - 

 

【第４期計画のサービス見込量】 

 項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

児童発達支援 
人日 490 500 510 

人 130 140 150 

放課後等デイサービス 
人日 700 800 900 

人 70 80 90 

保育所等訪問支援 
人日 1 2 3 

人 1 2 3 

医療型児童発達支援 
人日 20 20 20 

人 1 1 1 

＊「人日」:月間の利用者数（実人数）×1人 1月当たりの平均利用日数 

＊「人｣:月間の利用人数（実人数） 

 

◎ その他事業 

 項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

保育所・幼稚園巡回相談 回数 42 42 42 

＊年間の訪問回数 
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（３）相談支援体制の充実 

【現状と課題】 

市では、障がいのある人の福祉に関する問題について、障がいのある人やそ

の家族からの相談に応じる機関として宗像市障害者生活支援センター（全障が

い対応）と、地域活動支援センターみどり（精神障がい対応）に相談支援事業

を委託して実施しています。各センターでは、障がい福祉サービス等の利用や

生活の相談のほか、生活に役立つ各種教室や社会参加を支援するイベント等を

開催しています。 

また、宗像市障害者生活支援センターを基幹相談支援センターとして位置づ

け、地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務と成年後見制度利用支援

事業を実施するとともに、困難事例への支援、相談支援事業所への助言や研修

等、相談支援事業の強化に取り組んでいます。 

障がいのある人が地域生活を継続していくため、また、障がいのある人の地

域移行を支援していくために、相談支援専門員が個人のニーズを十分に把握し、

必要な情報の提供及び助言、障がい福祉サービスその他の社会資源の利用支援

を行う等の相談支援体制の充実が求められています。 

 

【施策の方向】 

① 相談支援事業所の周知を図るとともに、相談支援事業所の量的充実に努め

ます。 

 

② 相談支援事業所の相談支援専門員相互の連携とスキルアップ、地域課題に

関する協議を通して、相談支援体制の充実を図ります。 

 

③ 相談支援事業所が計画相談支援（障がい児相談支援）を効果的に実施する

ことができるように、宗像市障害者生活支援センター（基幹相談支援セン

ター）と連携し、技術的支援を行います。 

 

④ 障がい福祉サービスや相談支援事業所等の情報について、障がいの種別や

年齢等に配慮したわかりやすい情報提供に努めます。 
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【提供するサービス内容】 

◎ 相談支援事業 

サービス名 サービス内容 

計画相談支援 

障がい福祉サービス等の利用希望者にサービス事業

者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利

用計画の作成を行う。 

地域移行支援 

障がい者支援施設等を利用する１８歳以上の者等を

対象として、地域移行支援計画の作成、相談による

不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関

との調整等を行う。 

地域定着支援 

居宅において単身で生活している障がい者等を対象

に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援

を行う。 

障がい児相談支援 

障がい児通所支援の利用希望者にサービス事業者等

との連絡調整を行うとともに、障がい児支援利用計

画の作成を行う。 

 

【相談支援の体系】 

 

基幹相談支援センター 

（相談支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士等） 

総合相談・専門相談 

・総合相談窓口 
・支援困難事例への対応や 
相談支援事業所への助言 

・地域の相談支援専門員の人材育成 

・成年後見制度利用支援事業 
・虐待防止（虐待防止ｾﾝﾀｰ兼） 

病院 

障がい福祉施設 

・入所施設や精神科 

病院への働きかけ 

・地域の体制整備に 

係る支援 

特定・障がい児 

相談支援事業所 

・各種サービスや地域の

社会資源に関する利用

支援 

・関係機関との連絡調整 

計画・障がい児相談支援 
地域移行,地域定着 

権利擁護・虐待防止 

一般相談支援事業所 

  連
携 

  連
携 

障がい福祉施設 
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◎ 計画相談支援・障がい児相談支援  

サービスの利用を希望する人の希望や特性を踏まえて、さまざまな支援を効果

的に受けるための支援計画を作成します。 

 

【第３期計画の実績】 

 項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

計画相談支援 実績 人 12 230 325 

障がい児相談支援 実績 人 0 34 65 

＊平成 24・25年度は年間実績、平成 26年度は 9月末現在 
＊「人」:年間の利用人数（実人数） 

 

◎ 市内の相談支援事業所 

項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

特定相談支援事業所 事業所数 6 8 10 

一般相談支援事業所 事業所数 2 2 3 

障がい児相談支援事業所 事業所数 2 3 5 

 

【第４期計画のサービス見込量】 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

計画相談支援 人 545 555 565 

地域移行相談支援 人 3 4 5 

地域定着相談支援 人 3 4 5 

障がい児相談支援 人 180 200 220 

＊「人」:年間の利用人数（実人数） 

 

◎ 市内の相談支援事業所 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

特定相談支援事業所 事業所数 11 12 13 

一般相談支援事業所 事業所数 3 4 5 

障がい児相談支援事業所 事業所数 6 7 8 
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（４）障害者自立支援協議会の充実 

【現状と課題】 

市では、平成２２年度に宗像市障害者自立支援協議会を発足しました。この

協議会は、障がい当事者団体、障がい福祉施設、雇用・就労関係機関、行政等

によって構成され、互いに対等な立場で、障がいのある人の支援に関してそれ

ぞれの役割を果たしつつ、連携して地域課題を解決していくことを目的として

います。 

 協議会には専門部会として生活部会と就労部会を設置し、分野別の課題につ

いて解決を図っていくための調査・研究を行っています。 

また、平成２４年度から計画相談が始まったことに伴い、相談支援専門員の

相互の連携と情報共有、スキルアップを図り、地域課題の抽出と解決に取り組

むネットワーク会議を平成２５年度に設置しました。 

現在、就労・生活の分野及び相談支援の分野で活動していますが、今後、地

域移行や障がい児支援、権利擁護、災害時の支援等、さまざまな地域課題に向

けてのさらなる活動強化と、関係機関・団体の連携が求められています。 

 

【施策の方向】  

① 関係機関・団体の連携を強化し、宗像市障害者自立支援協議会の活性化を

図ります。 

 

② 就労部会による就労支援の強化を図り、障がいのある人の就労に関する課

題解決に向けて取り組みます。 

 

③ 生活部会による地域における支援体制の構築を行い、障がいのある人の地

域生活に関する課題解決に取り組みます。 

 

④ ネットワーク会議による相談支援体制の強化や障がい福祉施設従事者への

研修を行います。 
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【宗像市障害者自立支援協議会のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局会議 
市、基幹相談支援事業所、障害者就業・生活支援センター 

事 務 局 

生活部会 

障害者自立支援協議会 

 

＊企画の未解決部分を協議 

＊地域課題から専門部会までの取り組

みを報告（評価機能） 

＊障害福祉計画等への意見 

ポイント

＊未解決・困難事例から地域課題の抽出 

＊地域課題解決のための企画案検討 

＊事務局案の精査 

＊市、関係機関との調整による早期解決 

＊協議会・専門部会の開催調整 

＊協議すべき関係・専門機関との解決 

＊企画解決のための調査・研究・実施 

 

＊企画案の精査 

＊関係機関への実態確認 

就労部会  

解決のための方策を協議 

事務局案提案 

相談支援ネットワーク会議 

市、相談支援事業所 

企画案提案 

ポイント

ポイント

地
域
課
題
の
解
決
を
図
る 

ポイント

ポイント

ポイント

具
体
的
な
企
画
の
解
決
を
図
る 
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（５）地域福祉の推進 

【現状と課題】  

障がいのある人たちが住み慣れた地域で暮らしていくには、生活のさまざま

な場面で支援が必要です。 

しかし、行政の障がい福祉サービスだけでは障がいのある人の生活全体を支

援していくことはできません。家族や地域のさまざまな分野の機関や団体、行

政等が連携し、地域課題の解決、生活の支援をしていくことが必要です。 

市では、市民活動団体やボランティア活動団体等による子育て、環境、福祉

等の人づくりやまちづくりにつながる活動を支援するため、「人づくりでまちづ

くり事業補助金」を交付しています。この事業の活用により、これまで、高齢

者や障がいのある人の音楽活動の支援や障がいのある人の家族への支援等が行

われてきました。 

障がいのある人の活動については、選択肢が尐ないのが現状で、活動の場を

広げていくための支援が必要です。スポーツ活動や文化芸術活動、ボランティ

ア、市民活動等は、生活に一層の潤いや豊かさをもたらす力を有しており、場

の提供やそれらを推進する仕組みづくりも必要となります。 

 

【施策の方向】  

① 宗像市社会福祉協議会をはじめ、コミュニティ、民生委員児童委員等と連

携して地域で支えあう仕組みづくりを推進します。 

 

② 人づくりでまちづくり事業を通し、障がいのある人の生活を支援する市民

活動団体等の活動を支援することにより共生社会の実現を図ります。 

 

③ 障がいのある人の社会参加に向け、障がい者団体等の公共施設利用料の減

免に関する支援や身近な図書館づくりに取り組みます。また、スポーツ活

動や芸術活動の推進に向け、調査・研究を行います。 

 

 ④ ボランティアセンターや市民学習ネットワークのより一層の活用に向けて

支援を行います。 
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２ 雇用・就業の機会の確保 

就労は、障がいのある人が経済的自立を果たすともに、地域で生き生きと生活

していくための重要な柱です。 

働くことを希望する人がその能力を発揮し、就労を通じて社会参加を実現でき

るように、障がいの種別や程度等それぞれの障がいの特性に応じた就労支援を行

うことが必要です。そのため障害者就業・生活支援センター及び関係機関と連携

し、地域の障がい者雇用の仕組みづくりを行い、雇用・就業の推進を図ります。 

 

（１）総合的な就労支援 

【現状と課題】 

市では、宗像市障害者自立支援協議会の就労部会において、障害者就業・生

活支援センターはまゆうを中心とし、就労の支援に取り組んでいます。その中

で、就労支援事業所従事者による企業見学や勉強会を行い、就労を希望する障

がいのある人が能力を発揮し、社会参加ができるよう支援の向上に努めていま

す。 

一方で、就労支援を経て一般企業に就職した人が、長く続けられずに辞めて

しまうことも尐なくありません。 

また、市内の障がい者就労施設等利用者の工賃向上のため、商品開発や販路

の確保等の支援を行っています。平成２６年には、「国等による障害者就労施

設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、宗像市障害者就労

施設等優先調達方針を制定し、さらなる工賃向上を目指して取り組んでいます。 

 

【施策の方向】 

① 障害者就業・生活支援センター及び就労支援事業所と連携し、就労を希望

する障がいのある人を支援するとともに、同センターの周知を図ります。 

 

② 就労部会で、一般企業等へ就職した人へのフォローについて検討します。 

 

③ 宗像市障害者就労施設等優先調達方針に基づき、市の事務や物品の調達に

おいて可能なものは市内の障がい者就労施設等から調達します。 

 

④ 市内の障がい者就労施設等が実施する宗像まごころ市の開催支援や、市役

所内福祉売店の運営支援を行います。 
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（２）障がい者雇用の促進 

【現状と課題】 

市では、宗像市障害者自立支援協議会の就労部会において、障害者就業・生

活支援センターはまゆうを中心とし、障がいのある人の雇用に関する啓発に取

り組んでいます。 

しかし、障がいのある人の雇用を積極的に取り組む事業主は、まだ多くない

のが現状です。また、雇用していても障がいについての理解が尐ない企業等が

あり、障がいのある人の一般就労が長く続かないことの原因の一つにもなって

います。事業主に対する障がいについての理解促進や障がいのある人の雇用の

ための仕組みづくりが必要です。 

市では、平成２６年度から知的障がい者を対象としたチャレンジ雇用(注８)

を実施しています。市役所での勤務経験が、一般企業への就職へとつながるこ

とを目指しています。 

 

【施策の方向】 

① 障害者就業・生活支援センターを中心に、ハローワークや事業主、障害者

職業センター等と連携し、地域の障がいのある人の雇用を推進します。 

 

② 障害者就業・生活支援センター及び就労支援事業所等と連携し、障がいの

ある人の雇用に対して事業主の理解促進を図ります。 

 
（注８）チャレンジ雇用とは、各府省・各自治体において非常勤職員として雇用し、１～３年

の業務の経験を踏まえ、ハローワーク等を通じた一般企業への就職を目指すもの。 

 

  



 

- 35 - 

 

【第４期計画の移行目標】 

◎ 障がい福祉施設から一般就労への移行目標 

 障がい福祉施設から一般就労への移行を推進するため、平成２９年度中の障が

い福祉施設の利用者のうち一般就労へ移行者数を国の示した第４期障害福祉計画

の基本指針に基づき、平成２４年度移行実績の２倍以上とすることを目標としま

す。 

平成 24年度中の一般就労移行者数 7人 

目標値（平成 29年度中の一般就労移行者数） 14人 
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３ 教育の充実 

子どものすこやかな成長のためには、家庭、学校、地域が一体となり子どもを

育むことが必要です。また、子どもの成長や発達、障がい、子育ての不安や悩み

等さまざまなニーズに対応できるよう関係機関との連携が必要です。 

共生社会の実現のために障がいの有無を問わず、地域や学校で子どもたちがと

もに育っていけるような環境を整えることが大切です。 

 

（１）障がいに応じた支援 

【現状と課題】 

市では、妊産婦、新生児訪問、乳幼児の健康診査、子育て相談等の母子保健

事業を通じて、発達に支援が必要な乳幼児や障がいのある乳幼児への早期の相

談支援に努めています。 

また、発達に支援を要する中学生までの子どもの相談や支援については、宗

像市発達支援センターが、発達相談や必要な関係機関との連絡調整、市内の保

育所・幼稚園への巡回相談等を行っています。 

多様化する保護者の悩みや相談及び障がいのある子ども一人ひとりのニーズ

に応じた支援が必要とされるため、支援の総合性、継続性、一貫性が損なわれ

ないように、さらなる関係機関との連携の強化が必要です。 

 

【施策の方向】 

① 障がいのある子どもに対して、乳幼児期から学校卒業後も一貫して切れ目

なく支援が行われるために、教育・保育と福祉の連携を強化します。 

 

② 発達に支援が必要な子どもに対し、保健、医療、福祉、教育、保育と連携

した健康診査、相談等の母子保健事業を行います。 
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（２）教育環境の充実 

【現状と課題】 

市内の小・中学校では、障がいのある子どもの入学や転入等にあわせ、学校

施設の改修等を行っています。 

就学前の子どものほとんどが保育所や幼稚園に通っている一方で、保育所や

幼稚園で障がいのある子どもの受け入れが困難とされることがあり、受け入れ

先の確保が必要とされています。 

また、市内の小・中学校では、特別支援教育の実施や就学指導委員会での専

門家による就学相談、巡回相談を行っています。 

 

【施策の方向】 

① 学校施設整備は、施設大規模改修工事の際にバリアフリー化整備工事を  

順次実施します。また、障がいのある子どもの入学や転入等により、学校

施設の改修工事等が必要となった場合、可能な範囲で施設整備を行います。 

 

② 特別支援教育対象児童・生徒の増加に対応し、特別支援教育支援員の配置

や小・中学校特別支援学級の設置を行います。 

 

③ 特別支援学級に在籍する児童が学童保育所を利用する場合、必要に応じて

指導員の追加配置を行います。 

 

④ 市内の保育所や幼稚園、認定こども園に対し、障がいのある子どもの保育

体制や幼児教育等の環境整備を支援するため、受け入れ人数に応じた助成

を行います。 
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４ 生活基盤の整備 

 市民が安心して日々の生活を送るためには、安全で安心なまちの環境を整備す

ることが何よりも大切です。そのためには、障がいのある人の安全性・利便性に

配慮した基盤整備が必要です。 

また、災害時の情報伝達や避難支援、消費者被害等の防止においても、障がい

のある人への配慮が必要です。 

 

（１）道路・公共施設のバリアフリー化 

【現状と課題】 

市では、平成１８年に制定された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（バリアフリー新法）」と「福岡県福祉のまちづくり条例」に

基づき、「宗像市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造

に関する基準を定める条例」等を制定し、障がいのある人の移動や活動が容易

なまちづくりに取り組んでいます。また、バリアフリー新法等制定前の建築物

や道路、公園等についても、改築、改修時に、バリアフリー新法等に基づいた

バリアフリー化を行っています。 

実態調査によると、外出するときに困ることとして、「道路や駅に階段や段

差が多い」「外出先の建物の設備が不便（通路、トイレ、エレベーター等）」

といった項目が挙げられています。そのほか「車いすで散歩等ができるところ

がない」「道路の補修をしてほしい（歩道で転びかけた）」といった意見もあ

り、段差の解消や歩道の補修、建物の整備による安全な移動の確保が求められ

ています。 

 

【施策の方向】 

① 新設の公共建築物はバリアフリー設計とし、既存の公共建築物は改築・改

修時にバリアフリー化を行います。 

 

② 歩行者や車いす等の安全確保と利便性向上のため、歩道の段差解消等の道

路環境の整備を行います。 

 

③ 公園の規模、状態に応じて、順次、階段の手すりやスロープ、多目的トイ

レ等の整備を行います。 
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（２）公共交通機関の利便性の向上 

【現状と課題】 

民間バス路線の廃止や変更により外出に困難さを感じている人がいます。 

実態調査でも、外出するときに困ることとして「公共交通機関が尐ない」こ

とが挙げられ、「ふれあいバス等の路線がなく利用しづらい」「買い物等に行

くための手段がない」という意見もありました。 

公共交通機関を整えることで、自家用車を利用しない人や障がいのある人の

日常生活の負担を軽減すること、また、メイトム宗像や宗像ユリックス等の公

共施設への利便性の向上が求められています。 

 

【施策の方向】 

① 民間バス会社と連携しながら、利用しやすい公共交通体系の構築を図りま

す。 

  

 ② ふれあいバス、コミュニティバスの路線を適宜見直すなど利便性の向上に

努めます。 
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（３）防災・防犯対策の推進 

【現状と課題】 

災害が発生した場合に、被害を最小限にとどめるためには、日頃から防災意

識を高めておくことや、災害発生時に市民が即時に情報を入手できることが重

要になります。 

市では、宗像市緊急情報伝達システムや地上デジタル波のデータ放送、ＦＡ

Ｘ、携帯メール、テレビ等複数のメディアを通して、より多くの市民に災害・

避難情報を届ける体制を作っています。 

また、避難行動要支援者支援制度により、障がいのある人や高齢者に対する

災害時の地域における避難支援体制の構築を目指しています。 

しかし、実態調査によると、避難行動要支援者支援制度の認知度は３割程度

となっており、多くの回答者が、災害時に困ることとして「避難所の設備（ト

イレ等）や生活環境が不安」「安全なところまで迅速に避難することができな

い」等を挙げています。避難行動要支援者支援制度の周知を行うとともに、避

難施設のバリアフリー化や福祉避難所(注９)の確保、避難生活を送るための支援

も必要です。 

消費者被害については、知的障がい者、精神障がい者を中心に被害が発生し

ています。未然に被害にあわないための工夫や、被害発生時に適切な解決支援

を行うことが必要です。 

 

【施策の方向】 

① 福祉避難所の確保を促進するとともに避難所運営マニュアル等の整備を

行います。 

 

② 災害時における避難行動要支援者への支援体制を地域で構築できるよう協

力・援助します。 

 

③ 障がいのある人が消費者トラブルに巻き込まれないための情報提供や被害

にあった際の相談支援の充実に努めます。 

 
（注９）福祉避難所とは、高齢や障がい等により、地域の指定避難所等で生活することが困難な

避難者を一時的に受け入れるための施設をいう。 
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５ 差別の解消と権利擁護 

障がいのある人が地域で生活していく中で、さまざまな社会的障壁（バリア）

に直面します。社会的障壁とは、利用しにくい施設や制度、障がいのある人の存

在を意識していない慣習、障がいのある人への誤解・偏見等があげられます。 

また、障がいのある人への虐待はその尊厳をおびやかし、自立や社会参加を妨

げます。虐待は虐待と気づかないまま起きているおそれもあります。 

真の共生社会の実現のために、誰もが障がいに対する正しい理解を持ち、障が

いを理由とする差別の解消を推進することが必要です。 

 

（１）障がいへの理解 

【現状と課題】 

 障がいのある人が地域で生活していくためには、地域の人々が障がいに対す

る正しい理解を持つことが大切です。国では、重点的に啓発活動を実施するた

めに、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律や障がい者週間を定めていま

す。 

市では、障がい者週間における街頭啓発活動や、障がい者就労施設等の製品

販売の支援、宗像市社会福祉協議会の福祉教育事業の支援等に取り組んでいま

す。実態調査では、「周囲の視線が気になる」「見た目で障がいがあるとわか

らないのでなかなか理解してもらえない」「在宅で生活するためには地域住民

の理解が必要」等の回答があり、障がいへの理解が十分でないことが伺えます。

「障がいがあっても住みやすいまち」「安心して暮らせるまち」を実現するた

めには、福祉教育の充実を図るとともに、障がいに関心のない人やさまざまな

立場の人への啓発活動を推進することが必要です。 

 

【施策の方向】 

① 人権講演会や発達障がい市民講演会等において、障がいを理解するための

講演会やセミナーを行います。 

 

② 市の広報紙やホームページ、チラシ等を活用して、障がいを理解するため

の啓発を行います。また、宗像市社会福祉協議会と連携して、障がいを理

解するための啓発事業について調査・研究を行います。 

 

③ 各種のイベント等で、障がい者就労施設等の製品の展示、販売等を実施し、

障がいへの理解を促進します。 
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（２）権利擁護の推進 

【現状と課題】 

 障がいのある人の人権を守り、自立や社会参加を促すために「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（以下「障害者虐待防止法」

という。）」が平成２４年１０月に施行されました。障害者虐待防止法では、障

がいのある人の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁

止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、養護者に対して支

援を行うことを定めています。 

 市では、宗像市障害者虐待防止センターを設置し、医療機関や障がい福祉施

設、民生委員や地区コミュニティ等関係機関に対し制度の周知や協力依頼を行

ってきました。 

 

【施策の方向】 

①  市の広報紙やホームページ、チラシ等を活用して、障がい者虐待防止事業、

宗像市障害者虐待防止センターの周知を図ります。 

 

②  市民や障がい福祉施設の従事者を対象とした障がい者虐待防止セミナーを行

います。 

 

③  宗像市社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業と連携して成年後見制度の

周知を図り、利用支援を行います。 
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（３）行政サービス等における配慮 

【現状と課題】 

障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生

きる社会をつくる事を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（以下「障害者差別解消法」という。）」が制定され、平成２８年４月に施行

されます。障害者差別解消法では、不当な差別的取扱いと合理的配慮をしない

ことが差別として禁止されています。 

不当な差別的取扱いとは、障がいがあることを理由に、障がいのない人と違

う扱いを受ける場合を指します。 

合理的配慮をしないこととは、障がいのある人が困っているときに、その人

の障がいにあった必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもら

うことを指します。 

市では、障がいのある人が円滑に情報を取得・利用できるような情報提供に

努めており、広報紙の情報を「声の広報」として希望する視覚障がい者へ配布

することや市で行う講演会等への手話通訳の配置等を行っています。 

実態調査では、障がいのある人が嫌な思いをした場面として学校・仕事場、

病院のほか、仕事を探すとき、余暇を楽しむとき等さまざまな場面が挙げられ

ています。障がいのある人への差別をなくすための施策や障がいのある人が困

らないようにするための合理的な配慮をすることが求められています。 

 

【施策の方向】  

① 市の広報紙やホームページ、チラシ等を活用して、障害者差別解消法の周

知を図ります。 

 

② 障害者差別解消法を推進するため、市役所における対応要領を作成し、障

がいのある人に配慮した施策の向上を図ります。 
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第４期計画は、毎年度、達成状況の点検・評価を行います。点検・評価の結果

は、宗像市障害者自立支援協議会に報告し、同協議会での意見をその後の計画推

進に反映させていきます。さらに、ホームページ等を活用し、計画の内容や計画

の点検・評価結果等の進捗状況を周知します。 

 

  

Ⅴ 計画の推進体制 
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１ 宗像市障害福祉計画検討委員会設置要領 

 

（設置） 

第１条 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（平成１７年法

律第１２３号）に基づく宗像市障害福祉計画（以下「障害福祉計画」という。）作成に

係る調査審議を行うため、宗像市障害福祉計画検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は、１０人以内の委員で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）障害者等及びその家族 

（２）障害福祉サービス事業者等関係機関 

（３）就労関係機関 

（４）医療関係機関 

（５）その他市長が必要と認めた者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、委嘱の日から平成２７年３月３１日までとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長が議長となる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２６年６月１日から施行する。 

 （この要領の失効） 

２ この要領は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。 

  

資 料 
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【別表】 

宗像市障害福祉計画検討委員会 

（敬称略） 

区 分 氏 名 公職名 備 考 

障害者及びそ

の家族 

山田 芳久 宗像市身体障害者福祉協会会長  

橋本 由美 宗像市知的障害者相談員  

障害福祉サー

ビス事業者等

関係機関 

髙原 幸子 
社会福祉法人宗像福祉会むなか

た苑施設長 
副委員長 

深田 正人 
社会福祉法人宗像会くすの木園

施設長 
 

堤 孝子 
福岡療育支援センターいちばん

星センター長 
 

森 眞一 
宗像市社会福祉協議会福祉企画

課長 
 

津島 俊一郎 
宗像市障害者生活支援センター

センター長 
 

就労関係機関 上田 浩司 
障害者就業・生活支援センター

はまゆうセンター長 
 

医療関係機関 長谷川 浩二 医療法人光風会宗像病院院長 委員長 
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２ 宗像市保健福祉審議会規則 

 

平成１５年４月１日 

規則第４５号 

改正 平成１６年１月３０日規則第１号 

平成１６年１２月２８日規則第３７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宗像市附属機関設置条例（平成１５年宗像市条例第２１号）によ

り設置された宗像市保健福祉審議会（以下「審議会」という。）について、必要な事項

を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員１６人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 社会福祉事業関係者 

（２） 介護保険事業関係者 

（３） 保健事業関係者 

（４） 知識経験を有する者 

（５） 市民代表 

（平１６規則１・一部改正） 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ

し、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解職されるも

のとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができな

い。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（部会） 

第６条 審議会は、必要に応じ部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。 

２ 部会に所属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に、委員互選による部会長を置く。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、健康福祉部保健福祉政策課において処理する。 

（平１６規則３７・一部改正） 
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（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議

会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１月３０日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

（委員の任期に関する経過措置） 

２ この規則の施行後、平成１７年８月３１日までの間に、新たに委嘱される委員の任

期については、改正後の宗像市保健福祉審議会規則第３条の規定にかかわらず、現に

在任する委員の残任期間とする。 

附 則（平成１６年１２月２８日規則第３７号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 
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【別表】 

宗像市保健福祉審議会委員 

（敬称略） 

区 分 氏 名 公職名 備 考 

社会福祉事業

関係者 

高岡 隆志 
宗像市福祉ボランティア活

動連絡協議会会長 
 

畠中 智美 宗像市保育協会会長 （前任者）鍋山 玲子 

飛鷹 修 
宗像市民生委員児童委員協

議会会長 
 

山下 泰美 宗像市あゆみの会会員  

吉田 洋之 
宗像市社会福祉協議会事務

局長 
 

保健事業関係

者 

塩谷 眞子 宗像医師会副会長 （前任者）山根 勲 

友岡 裕治 
宗像・遠賀保健福祉環境事務

所保健監 
 

橋本 良子 
宗像市食生活改善推進会会

長 
 

間世田 勇作 宗像歯科医師会会長  

横幕 理恵子 

通所リハビリテーション管

理代行 

水光会総合病院リハビリテ

ーション部課長 

 

知識経験を有

する者 

鬼﨑 信好 久留米大学教授 会長 

岡山 昌裕 社会福祉法人宗像会理事長 副会長 

増田 公香 
日本赤十字九州国際看護大

学教授 
 

松倉 真理子 福岡教育大学准教授  

市民代表 郷司 正和 公募市民  
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３ 第４期宗像市障害福祉計画策定の経緯 

 

平成２６年 ６月１２日 宗像市保健福祉審議会へ諮問 

・第４期宗像市障害福祉計画（骨子）について 

      ７月 ７日～ 

７月１８日 

障がい者実態調査の実施 

・調査対象 4,653人 

      ８月 ７日 第１回宗像市障害福祉計画検討委員会 

・委員委嘱 

・障害福祉計画構成案について 

      ９月 ５日 第２回宗像市障害福祉計画検討委員会 

・現状と課題について 

     １０月 ３日 第３回宗像市障害福祉計画検討委員会 

・実態調査の中間報告 

・施策の方向案について 

     １１月 ４日 第４回宗像市障害福祉計画検討委員会 

・実態調査の中間報告② 

・障害福祉計画案について 

     １１月１４日 宗像市障害者自立支援協議会 

・障害福祉計画案への意見聴取 

     １２月 ４日 宗像市保健福祉審議会 

・障害福祉計画案の提示・審議 

     １２月１７日 第５回宗像市障害福祉計画検討委員会 

・実態調査の集計報告 

・障害福祉計画最終案について 

平成２７年 １月１５日 宗像市保健福祉審議会 

・障害福祉計画案の答申 

 ２月 ２日～ 

 ３月 ３日 

パブリックコメントの実施 
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４ 宗像市保健福祉審議会 諮問書・答申書 

 

（１）諮問書 

 

 

 

２６宗福第 ７８９号 

平成２６年６月１２日 

 

宗像市保健福祉審議会 

会長 鬼﨑 信好 様 

 

 

宗像市長 谷井 博美     

 

 

第４期宗像市障害福祉計画について（諮問） 

 

 宗像市附属機関設置条例（平成１５年宗像市条例第２１号）第２条の規定によ

り、下記の通り諮問します。 

 

記 

 

１ 第４期宗像市障害福祉計画について 
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（２）答申書 

 

平成２７年１月２０日 

 

 

宗像市長 谷 井 博 美 様 

 

 

宗像市保健福祉審議会 

会 長 鬼 﨑 信 好  

 

 

第４期宗像市障害福祉計画について（答申） 

 

 

 平成２６年６月１２日付け２６宗福第７８９号より諮問のあった標記計画につ

いて審議を行った結果、別紙のとおり答申いたします。 

 

  



 

- 53 - 

 

５ 市民意見提出手続きによる意見と回答 

 

○実施期間 平成２７年２月２日から３月３日 

 

第４期宗像市障害福祉計画について、市民１人から３項目のご意見をいただきました。

いただいたご意見のうち、関係機関と連携した就労支援の充実については既に本計画に

記載しており、また、他のご意見については本計画の推進にあたっての具体的な取り組

みの中で参考にしていきます。 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

第４期宗像市障害福祉計画 

 発行年月日 平成２７年３月 

 発   行 宗像市健康福祉部福祉課 

       〒811-3492 福岡県宗像市東郷一丁目１番１号 

       ℡ 0940-36-3135 Fax 0940-36-5856 

       http://www.city.munakata.fukuoka.jp 


