
第３期宗像市障害福祉計画実施シート

大項目 小項目 事業番号 施策の方向 担当課 平成24年度の＇数値（目標 平成24年度の実施状況 達成度 平成25年度の＇数値（目標

１
啓発・広
報

＇１（
啓発・広
報の推
進

人権対策課
人権をテーマとした映画を希望する小中学校で
上映する。

小学校７校、中学校２校で上映会を実施うち２校
で障害者を取り上げた映画を上映。

Ｂ

・２年計画で上映会を予定しているので残り１３
校で上映会を実施する。
・７月の宗像市人権講演会で障害者による瑞宝
太鼓のドキュメンタリー映画「幸せの太鼓を響か
せて～インクルージョン～」の上映と実演。

福祉課
障害者週間等に障害についての記事を広報紙・
ホームページに掲載する。

・広報等に障害者週間の記事を掲載した。
・12月３日に人権啓発強調月間とあわせて街頭
啓発を実施
・12月７日～９日に人権啓発作品展を開催する
とともに、その中で啓発パネルを展示。

Ａ
・街頭啓発、人権啓発作品展を実施予定
・12月に市ユリックス図書館で啓発に関する展
示を行う

発達支援センター
＇追加（

発達障害市民講演会を行う。

２月９日に発達障害市民講演会を実施した。映
画「ちづる」上映し、監督であるちづるの兄によ
る講演を行った。
参加人数：１４８人

Ａ 11月9日に発達障害市民講演会を行う。

商工観光課
市内外の観光ＰＲイベントにおいて特産品の販
売等をする場合に障害者施設と協議の上、協同
で販売の支援を行う。

４月１日トヨタスプリングフェスタにおいて、宗像
市として障害者施設と一緒に特産品販売を実
施。
JRウオーク等のイベントのサンプリング用とし
て、障害者施設のクッキー、パウンドケーキを発
注した。

Ａ
市内外の観光ＰＲイベントにおいて特産品の販
売等をする場合に障害者施設と協議の上、協同
で販売の支援を行う。

人権対策課
7月の「宗像市人権講演会」開催時にユリックス・
ホワイエにて障害者施設によるバザーを開催す
る。

７施設＇うち市内５施設（にホワイエでの物品販
売を依頼。

Ａ
７月の人権講演会開催時にユリックスホワイエ
にて障害者施設によるバザーを実施する。

環境課
環境フェスタで販売ブースを確保できるよう支援
を行う。

出店ブースを確保した他、関係者の昼食＇弁当
110個（を紹介した。

Ａ
前年度同様、出店ブースが確保出来るように環
境フェスタ実行委員会へ依頼する予定。

2
P14

各種のイベントなどで、障害福祉サービス事業所など
の製品の展示、販売などを実施し、障害について理解
してもらう機会とします。

男女共同参画推進課
当課のイベントである「ゆい」フェスタの販売・体
験コーナーに出店し、販売の支援を行う。

まごころ市運営協議会として4団体が参加した。
どの団体も70～80％の売り上げを達成し、良い
体験ができたという感想であった。

Ａ
イベント開催時には参加を働きかけるとともに、
出店・販売の支援を行う。

農業振興課

正助ふるさと村の各種イベントをはじめ、農業ま
つり＇ＪＡ主催（、枝豆狩り交流会＇認農協主催（
などの農業イベントへの障害者施設の出店の調
整を図り販売の支援を行う。

枝豆狩り交流会への出店を支援し、実現した。 Ａ

正助ふるさと村の各種イベントをはじめ、農業ま
つり＇ＪＡ主催（、枝豆狩り交流会＇認農協主催（
などの農業イベントへの障害者施設の出店の調
整を図り販売の支援を行う。

経営企画課
トヨタスプリングフェスタ(4/1)にて、障害者施設
による製品の展示及び販売の支援を行う。

トヨタスプリングフェスタ(4/1)にて、障害者施設
による製品の展示及び販売の支援を行った。

Ａ
トヨタスプリングフェスタ(4/７)にて、障害者施設
による製品の展示及び販売の支援を行う。

1
P14

障害者週間等に、障害者問題に絞った講演会やセミ
ナーなどを開催します。
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郷土文化交流課 館内に障害者支援の自動販売機を設置する。
館内に障害者支援の自動販売機を設置
障害者施設の写真展を開催した。
３月１５日にミュージアムコンサートを開催した。

Ａ 引き続き館内に障害者支援自販機を設置する。

2
P14

各種のイベントなどで、障害福祉サービス事業所など
の製品の展示、販売などを実施し、障害について理解
してもらう機会とします。

福祉課
まごころ市として各種イベントに参加や市役所、
道の駅での製品の販売の支援を行う。
新しい場所でのまごころ市の開催を検討する。

平成24年度まごころ市実施場所
・トヨタ自動車九州＇4/1、7/16、12/24（
・道の駅むなかた＇5/22（
・男女共同参画ゆいフェスタ＇6/24（
・同和問題強調月間バザー＇7/25（
・サンリブくりえいと宗像＇8/18（
・市役所＇9/4（
・４９５まつり＇10/9（
・枝豆狩り＇10/13（
・玄海コミュニティ文化まつり＇11/10（
・むなかた環境フェスタ＇11/23（
・農業まつり＇11/24（
・人権啓発作品展＇12/8（
・宗像市健康・医療講演会＇1/22（
・ゆめタウン宗像＇2/16（

Ａ
様々な場所での製品販売等をおこなうと共に、
今までおこなったことのない場所でのまごころ市
の開催を検討していく。

保健福祉政策課
社会福祉協議会が行う福祉教育実践プログラム
の取り組みを支援する。

社会福祉協議会が行う福祉教育実践プログラム
の取り組みに対し、補助金を交付した。

Ａ
社会福祉協議会が行う福祉教育実践プログラム
の取り組みに対し、補助金を交付する。

健康づくり課

・健康づくり活動で推進している玄米ニギニギ体
操で使用する「玄米ニギニギ棒」の購入先として
コスモス会及びくすの木園を紹介する。
・こころの健康づくりとして、家族だけではなく、
周囲の人が精神的ストレスをかかえた人を支援
する大切さの理解を深める講演会を開催する。

・健康づくりリーダー養成講座のなかで玄米ニギ
ニギ体操と玄米ニギニギ棒の購入先＇くすの木
園、コスモス会（を紹介した。
・ゲートキーパー養成説明会＇講演会（を2月に1
回実施。参加者数103人)

Ａ

・健康づくりリーダー養成講座のなかで紹介予定
(7月に1回)
・コミュニティや団体からの問い合わせ時に対応
(紹介)
・講演会実施予定(3回程度)

4
P14

市の広報紙やホームページに、障害者自立支援協議
会や障害福祉サービス事業所の内容、活発に社会参
加している障害のある人などの記事を定期的に掲載し
ます。

福祉課

障害者自立支援協議会だよりを毎月１回、広報
紙・ホームページに掲載する。また、各事業所の
取り組みなどの情報を収集しながら、広報紙・
ホームページに掲載し、広く啓発する。

障害者自立支援協議会だよりを毎月15日号で、
広報紙とホームページに掲載した。また、宗像コ
スモス会や身体障害者福祉協会の活動、まごこ
ろ市などの取り組みを紹介した。

Ａ

障害者自立支援協議会だよりを広報紙・ホーム
ページに掲載する。また、事業所の取り組みな
どの情報を収集しながら、広報紙・ホームページ
に掲載する。

5
P14

市職員を対象に、障害者理解や障害者への接遇、共
生社会と各自の担当業務との関係などについての研
修を定期的に実施します。

人事課
人事課、福祉課と今後の研修の方針について協
議を行う。

入庁4年目研修として、「福祉研修」と題し、障害
者理解や障害者への接遇、共生社会と各自の
担当業務との関係などについての研修を行っ
た。

Ｂ
入庁4年目に加え、入庁1年目の研修でも「福祉
研修」を実施する。

２
生活支
援 ＇１（

障害福
祉サー
ビスの充
実

6
P18

障害者自立支援協議会の教育機能を活用して、障害
福祉サービス従事者を対象とした、発達障害や高次脳
機能障害、強度行動障害や医療ケアなどについての
研修を実施します。それによって事業所の力量を高
め、サービス提供可能な対象者の範囲を広げるととも
に、行動援護や、医療ケアの必要な利用者への短期
入所などが提供できるよう支援します。

福祉課
各部会で地域課題に対する研修について協議
を行い、今後の研修計画を策定し実施する。

市内の居宅系、施設系の事業所全てに対し、県
が実施する行動援護従事者研修・痰吸引等従
事者研修について情報を提供した。
福岡県保健医療計画案に対して＇H25～29年
度（医療ケアの体制づくりについて意見を提出し
た。

Ｂ 就労部会、生活部会の研修計画を作成する。

3
P14

啓発事業の中で、知的障害、精神障害＇発達障害・高
次脳機能障害含む（についての理解を深められるよう
なテーマを取り上げます。また、市社会福祉協議会等
が同様のテーマで福祉教育を実施できるよう支援しま
す。

2
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7
P18

医療型短期入所や療養介護など、医療体制の必要な
サービスについてのニーズ調査を実施し、その結果に
基づいて対応策を検討します。

福祉課
生活部会の中で、重度心身障害者の保護者等
に話を聞き、現状を把握する。

重度心身障害者の保護者等との意見交換や療
養介護施設の見学を計画していたが実施できな
かった。

Ｅ
重度心身障害者の保護者等との意見交換を実
施する。

8
P18

障害者居宅介護事業所従事者の質的、量的確保のた
め、障害者ヘルパーの養成の仕組みや従事者の処遇
について改善するよう、国、県に働きかけます。

福祉課
福岡県都市福祉事務所長会から県へ要望を提
出する。

福岡県都市福祉事務所長会を通じて県へ要望
書を提出。県からは国に対し人員配置基準や報
酬額について必要な改善を図る旨要望。

Ｂ
福岡県都市福祉事務所長会を通じて県へ要望
を提出するとともに、市内事業所には養成研修
等の情報提供を行う。

9
P20

障害のある人の量的・質的ニーズに応じたグループ
ホーム・ケアホームの開設について、障害福祉サービ
ス提供事業者と協議します。

福祉課
グループホーム・ケアホームの開設を検討して
いる障害者施設と協議し、必要な情報提供等を
行う。

平成25年度にケアホームを開設予定の障害者
施設と協議をしながら、むなかた苑ケアホーム
の補助金申請等の支援を行った。

Ａ
グループホーム・ケアホームの開設を検討して
いる障害福祉サービス提供事業者と協議し、必
要な情報提供等を行う。

10
P20

市内の空き家対策の一環として、グループホーム・ケア
ホーム開設を希望する事業者に空き家情報を提供しま
す。

定住化推進室
平成24年度から運用を開始した「空き家空き地
バンク」の物件情報の登録募集を積極的に行
い、福祉施設等へ情報提供を行う。

「空き家空き地バンク」の運用を開始し、91件の
物件登録申請、46件の物件登録＇媒介契約締
結（があった。福祉施設等からの問合わせ＇5件（
があった際には当該バンクの情報提供を行っ
た。

Ｂ
引き続き、「空き家空き地バンク」の物件情報の
登録募集を積極的に行う。

11
P20

宗像市障害者自立支援協議会の運営に、「住マイむな
かた」などの住環境改善に関する団体や不動産事業
者などの参画を促し、グループホーム・ケアホーム開設
についての理解と協力を得るよう努めます。

建築課
福祉施設等から依頼があれば「住マイむなか
た」で、情報の提供を行う。

福祉施設からの問い合わせは特になかったが、
個人より車椅子対応賃貸住宅の相談が数件
あった。

Ａ
窓口の常設により、いつでも安心して相談できる
体制を確保する。

12
P20

市の広報紙やホームページ、出前講座などを通じて、
障害のある人の地域移行の理念や現状について、障
害のある人とその家族、地域住民、不動産事業者など
の理解を深めます。

福祉課
障害のある人の地域移行が円滑に進むよう障
害のある人とその家族や地域住民等に障害に
関する情報を提供し障害への理解を支援する。

地域の居場所の一つとして地域活動支援セン
ター「ひだまり」の情報を広報紙に、月行事を
ホームページに掲載した。ルックルック講座で手
帳や福祉サービスの制度の説明や将来の生活
に関する相談等を行った。

Ａ
障害のある人の地域移行が円滑に進むよう広
報紙等で障害に関する情報を提供し障害への
理解を支援する。

13
P20

一般相談支援事業所へ相談支援業務を委託するなど
して、精神科病院入院患者や施設入所者の地域移行・
地域定着支援を実施します。＇※一般相談支援事業
所：平成２４年４月１日施行の改正障害者自立支援法
に規定された相談支援事業所の一形態。通常の相談
支援業務のほか、精神科病院入院患者や施設入所者
の地域移行、地域定着支援を行う。（

福祉課
宗像保健福祉環境事務所が取り組んでいる長
期入院患者への地域移行促進事業を推進、協
力する。

8月、3月に宗像遠賀保健福祉環境事務所主催
の精神障害者地域支援実務者関係者連絡会で
長期の入院患者の退院への働きかけについて
協議した。

Ｂ

地域移行・地域定着支援の課題について宗像・
遠賀保健福祉環境事務所が開催している精神
障害者地域支援実務関係者連絡会議で関係機
関と協議を行う。

14
P20

地域移行・地域定着支援の実施に際しては、宗像市障
害者自立支援協議会の調整機能を活用するとともに、
連携会議などを通じて保健福祉環境事務所など関係
機関との連携を図ります。

福祉課
宗像保健福祉環境事務所が取り組んでいる長
期入院患者への地域移行促進事業を推進、協
力する。

8月、3月に宗像遠賀保健福祉環境事務所主催
の精神障害者地域支援実務者関係者連絡会で
長期の入院患者の退院への働きかけについて
協議した、。

Ｂ

地域移行・地域定着支援の課題について宗像・
遠賀保健福祉環境事務所が開催している精神
障害者地域支援実務関係者連絡会議で関係機
関と協議を行う。

＇２（
地域で
の生活
基盤づく
り
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15
P24

地域生活支援事業および市の単独事業の各サービス
について、現在のニーズを調査し、充実、改善に努め
ます。

福祉課
地域活動支援センターⅢ型の充実について検
討する。

地域活動支援センター「ひだまり」の周知を図る
ため情報を広報紙に、月行事をホームページに
掲載した。
延べ人数817人、週３回開所

Ａ 移動支援事業について検討する。

16
P24

地域生活支援事業および市の単独事業の各サービス
内容について、市の広報やホームページ、ガイドブック
などにより周知を図ります。

福祉課
広報紙やホームページ、すこやかガイドブックに
情報を掲載する。

障害者すこやかガイドブックを更新し、新規に虐
待防止センター、相談支援事業所、渡船利用料
の減免の拡大の情報を掲載した。

Ａ
広報紙やホームページ、すこやかガイドブックに
情報を掲載する。

＇４（
相談支
援体制
の充実・
強化

17
P27

宗像市障害者生活支援センターを、基幹相談支援セン
ター及び宗像市虐待防止センターとして位置づけ、市
内の指定相談支援事業者の支援をはじめ、地域移行・
地域定着支援、成年後見制度利用支援事業や虐待防
止などについての機能を強化します。また、指定相談
支援事業者が、サービス利用支援や継続サービス利
用支援を、効果的に実施することができるよう技術的
支援を行います。

福祉課

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、相談支援を担う地域
の事業所への研修体制について検討を行う。
10月に宗像市虐待防止センター設置をする。

障害者生活支援センターと連携し、相談支援専
門員に対して技術支援・助言を行った。
10月に障害者生活支援センター内に虐待防止
センターを設置し関係機関への周知や協力依頼
を行った。

Ａ

自立支援協議会の一環として、相談支援の従事
者によるネットワーク会議を定例的に実施する。
障害者生活支援センターと連携し、事業者への
研修、技術支援・助言を実施する。

18
P27

対応可能な、すべての障害福祉サービス提供事業所
等を、特定相談支援事業者・児童相談支援事業者とし
て指定します。また、一般相談支援事業者としての指
定を受けるよう推奨します。それによって利用者が、自
分の障害の特性やニーズに応じた相談支援事業者を
選択することができるようになります。

福祉課

相談支援専門員研修や指定相談支援事業所の
指定を受けるための情報を提供する。市内にあ
る障害福祉サービス提供事業所を対応可能な
事業所から特定相談支援事業所、児童相談支
援事業所に指定する。

平成２４年４月に６事業所、平成２５年２月に１事
業所指定を行った。相談支援専門員研修の情
報を各事業所に提供した。

Ａ
相談支援専門員研修や指定特定相談支援事業
所の指定についての情報を提供する。指定相談
支援事業所への研修を行う。

人事課
専門職の配置についての検討を関係部署ととも
に行う。

専門職の配置について、人事課と関係部長とで
協議を行った。

Ｂ
専門職の配置についての検討を関係部署ととも
に行う。

福祉課
平成24年度から新たに社会福祉主事資格認定
研修を受講する。また、相談支援従事者研修及
び県主催の各種研修に参加する。

H24年度新たに、障害者福祉係職員が社会福祉
主事資格認定研修及び相談支援従事者研修を
受講し専門性を強化した。

Ａ
社会福祉主事資格認定研修及び相談支援従事
者研修を受講し専門性の強化を図る。

＇５（
地域自
立支援
協議会
の充実 20

P28

障害者自立支援協議会の調整機能を活用して、実務
者によるネットワーク会議を定期的に開催することによ
り、障害者関係機関・団体の連携を図るとともに、研修
などによる支援体制の強化を図ります。

福祉課

生活部会・就労部会の開催を定例化し、関係機
関・団体間の連携強化を図る。また、研修などを
実施し、支援体制の強化、課題解決に向けた取
り組みの充実を図るため、職員のスキルアップ
を図る。

・今年度全体会は３回開催。第3期障害福祉計
画や障害者虐待防止などについて意見交換等
を行った。
・就労部会では、就労支援パンフレットの作成、
アンケートの実施、事業所見学会などを行った。
・生活部会では、主要メンバー会議でボランティ
アについての協議等を行った。
・研修会は、就労部会を中心に市内事業所を対
象に発達障害の就労支援、また、全体会では障
害者虐待防止について実施した。

Ａ

生活部会・就労部会を開催し、関係機関・団体
間の連携強化を図る。また、研修などを実施して
支援体制の強化と課題解決に向けた取り組み
の充実を図る。

21
P28

地域移行や障害児支援、権利擁護、虐待防止、生活
環境などのワーキンググループを立ち上げて、さまざま
な地域課題解決を推進します。

福祉課
障害児支援のワーキンググループとして、従来
ある障害児連絡協議会の活用について検討を
行う。

宗像管内障害児関係機関連絡会＇年３回（で情
報交換を行った。

Ｃ

・障害児支援のワーキンググループとして、従来
ある障害児連絡協議会の活用について検討を
行う。
・養成された市民後見人の実践支援・活動の場
づくり等、社協での仕組みづくりを支援する。

＇３（
地域生
活支援
事業など
の充実

19
P27

市の障害者・障害児福祉行政担当職員が各種専門研
修を受講することにより、市の障害者・障害児福祉行
政の社会福祉に関する専門性を高めます。また、市の
障害者・障害児福祉行政担当職員として、社会福祉
士、精神保健福祉士など社会福祉専門職の配置の必
要性について検討します。
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22
P29

地域で活動する諸団体に対し、障害のある人の抱える
課題などについての研修を行い、地域で支えあう体制
づくりを推進します。

保健福祉政策課
宗像市民生委員児童委員協議会で障害者部会
研修を行い、障害のある人についての理解を深
める。

障がい者の就労支援、雇用促進に取り組んでい
るトヨタ自動車九州及び総合せき損センターに
ついて、それぞれの施設見学と取り組みの内容
について聴講した。

Ａ
民生委員児童委員の一斉改選の年にあたるた
め、新任者研修、全員研修を行い、障がいのあ
る人への支援について学ぶ機会を設ける。

保健福祉政策課
災害時要援護者支援体制の構築について、自
治会・福祉会・民生委員児童委員等が連携して
取り組めるよう助言・支援する。

窓口や電話等で相談に応じるとともに、自治会
での会議等に出席し助言を行い、新たに9自治
会が取り組みをはじめた。

Ａ
災害時要援護者支援体制の構築について、自
治会・福祉会・民生委員児童委員等が連携して
取り組めるよう助言・支援する。

コミュニティ・協働推進
課

ボランティア団体を掲載したガイドブックで各団
体の活動内容の情報提供を行う。

ボランティア団体を掲載したガイドブックで各団
体の活動内容の情報提供を行った。

Ａ
ホームページや交流館NEWS等でボランティア団
体の活動内容の情報提供を行う。

福祉課
障害者自立支援協議会を通して、各団体の連携
を強化する。

障害者自立支援協議会を通して、各団体の情報
提供を行った。

Ｃ
障害者自立支援協議会を通して、各団体の情報
提供等を行う。

24
P29

地域で障害のある人への見守りや相談支援を行う団
体への、要支援者情報の提供のあり方について検討し
ます。

保健福祉政策課

災害時要援護者支援体制構築の取り組みを行
う自治会に対し、災害時要援護者対象者リスト
の使用目的、使用方法を限定し個人情報保護
に関する協定を締結する等の条件を付して提供
する。

災害時要援護者支援体制構築の取り組みを行
う自治会に対し、災害時要援護者対象者リスト
の使用目的、使用方法を限定し個人情報保護
に関する協定を締結する等の条件を付して提供
した。

Ａ

災害時要援護者支援体制構築の取り組みを行
う自治会に対し、災害時要援護者対象者リスト
の使用目的、使用方法を限定し個人情報保護
に関する協定を締結する等の条件を付して提供
する。

25
P29

災害時要援護者支援制度などを活用しながら、地域で
の日常の見守り体制の構築を図ります。

保健福祉政策課

民生委員児童委員が行う地域での日常の見守
り活動に対し助成を行う。
災害時要援護者支援制度に取り組む自治会を
増やし、民生委員児童委員等各種団体と連携し
た支え合い体制の構築を促す。

宗像市民生委員児童委員協議会に対し、補助
金を助成し地域での見守り活動を支援してい
る。

Ａ
民生委員児童委員が行う地域での日常の見守
り活動に対し助成を行う。

＇７（
余暇活
動の充
実

コミュニティ・協働推進
課

ルックルック講座やむなかた市民学習ネットワー
クの受講希望に応じ、講師や有志指導者に理解
を求めて講座への受け入れを支援する。

市民学習ネットワークの受講希望に応じ、既存
の講座への受け入れを支援するとともに、新た
に障害のある人向けの研修を実施した。

Ａ
ルックルック講座やむなかた市民学習ネットワー
クの受講希望に応じ、講師や有志指導者に理解
を求めて講座への受け入れを支援する。

文化・スポーツ推進課
体育施設を利用する場合に使用料の減免を行
う。

体育施設の使用料減免を行った。 Ｂ 引き続き障害者利用の使用料減免を行う。

27
P30

各種生涯学習講座の指導者などが、障害のある人へ
の理解を深めるための研修を実施し、講座への受け入
れ体制を取ることができるよう支援します。

コミュニティ・協働推進
課

むなかた市民学習ネットワークの趣旨を指導者
の研修会で確認するとともに受け入れ体制の支
援を行う。

むなかた市民学習ネットワークの趣旨を指導者
の研修会で確認するとともに受け入れ体制の支
援を行った。

Ａ
ルックルック講座やむなかた市民学習ネットワー
クの受講希望に応じ、講師や有志指導者に理解
を求めて講座への受け入れを支援する。

＇６（
地域で
支え合う
仕組み
づくりの
推進

23
P29

地域での障害者支援団体相互の連携を図ることができ
るよう、各団体についての情報提供を行います。また、
今後の連携体制構築の手法について検討します。

26
P30

各種生涯学習講座や余暇活動などへの参加希望者
と、講座指導者や余暇活動ボランティア団体などから
の相談に応じて、障害のある人の各種講座や活動へ
の参加、受け入れを支援します。

5
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コミュニティ・協働推進
課

ボランティアネットワーク制度を活用し、文化芸
術やスポーツ、自然体験などの活動を支援す
る。

ボランティアネットワーク制度を活用し、障がい
のある人の旅行や外出の支援、書籍の朗読の
支援などを行った。

Ａ
ボランティアネットワーク制度を活用し、文化芸
術やスポーツ、自然体験などの活動を支援す
る。

福祉課
生活部会主要メンバー会議で、ピアサポート事
業を活用し障害に携わるボランティアの募集や
育成の仕組みづくりを検討し、実施する。

生活部会主要メンバー会議でボランティアセン
ター・市民活動交流室との意見交換を実施し、
ボランティアセンターや市学習ネットワークの活
用に繋がった。
ボランティアセンターの福祉ボランティア養成講
座に障害福祉コースが創設された。

Ａ

障害者生活支援センター実施のピアサポート事
業について施設入所・GHCH入居者がより参加
しやすいように啓発や内容を協議する。ボラン
ティア養成講座の修了者の活動を支援する。

29
P30

地域活動支援センターでの居場所づくり活動が、さらに
利用者のニーズに応えるものとなるよう検討します。

福祉課

地域活動支援センターの事業内容をホームペー
ジや広報紙に掲載する。また地域活動支援セン
ターⅢ型の居場所づくりの充実について検討す
る。

地域活動支援センター「ひだまり」の情報を広報
紙に、月行事をホームページに掲載した。
開所日が週３回となった。

Ａ
地域活動支援センターの事業内容をホームペー
ジや広報紙に掲載する。「ひだまり」の土曜日開
所を検討する。

30
P31

施設入所者の余暇活動への参加支援策について検討
します。

福祉課
生活部会主要メンバー会議で、ピアサポート事
業を活用し障害に携わるボランティアの募集や
育成の仕組みづくりを検討し、実施する。

生活部会主要メンバー会議でボランティアセン
ター・市民活動交流室との意見交換を実施し、
ボランティアセンターや市学習ネットワークの活
用に繋がった。
ボランティアセンターの福祉ボランティア養成講
座に障害福祉コースが創設された。

Ｂ

障害者生活支援センター実施のピアサポート事
業について施設入所・GHCH入居者がより参加
しやすいように啓発や内容を協議する。ボラン
ティアセンターの養成した人材が活躍できるよう
に障害者生活支援センターのピアサポート事業
とのつながりを協議していく。

３
生活環
境

建設課
東郷日の里線、東郷64号線のバリアフリー設計
を行う。

東郷日の里線、東郷64号線のバリアフリー設計
を行った。

Ａ H26年度の工事実施にむけて用地取得の完了。

建築課
本年度実施する自由ヶ丘、吉武、日の里地区コ
ミセンの改築・改修設計において、バリアフリー
関連諸法に基づいた設計内容とする。

自由ヶ丘コミセンでは設計に反映、、吉武、日の
里地区コミセンでは既存施設のバリアフリー対
応を検証、確認した。

Ａ
赤間宿観光拠点施設、道の駅増築において、バ
リアフリー関連諸法に基づいた設計内容とする。

建設課 道路整備予定路線のバリアフリー設計を行う。
道路整備予定路線のバリアフリー設計を行っ
た。

Ａ
バリアフリー設計を基に用地取得の完了と一部
の路線の工事を実施する。

32
P33

既存の公共建築物や道路、公園などについては、改
築、改修時にバリアフリー化を行います。

建築課
大島診療所トイレ、神湊港渡船ターミナル、河
東・南郷地区コミセン、玄海小学校など整備工
事に併せて、バリアフリー化を実施する。

目標通りの整備を実現した。 Ａ
さつき松原トイレ、釣川河口トイレ、田熊石畑遺
跡トイレ、大島砲台跡トイレをバリアフリー対応ト
イレとして整備する。

維持管理課
現有施設の補修工事の時に状況に応じて障害
者の方が利用しやすい工事内容とする。

道路側溝を蓋付の側溝に整備した。歩道乗り入
れ部の勾配を改良し車椅子の通行を容易にし
た。

Ａ
改造の現場があれば、道路・公園ともバリアフ
リー化を行います。

28
P30

余暇活動ボランティアや当事者活動の育成、活動支援
を行います。

＇１（
バリアフ
リー化の
推進

31
P33

新設の公共建築物や道路、公園などについては、今後
もバリアフリー新法や福岡県福祉のまちづくり条例に基
づいてバリアフリー設計とします。

6
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文化・スポーツ推進課 体育施設のバリアフリー化を行う。
市民体育館のトイレ改修工事を行い、段差の解
消、洋式トイレの設置を行った。

Ｂ
体育施設玄海Ｂ＆Ｇ海洋センターのバリアフ
リー化を行う。

33
P33

ＪＲ教育大前駅のエレベーターと多機能トイレの新設に
ついて、建設費の一部を助成し、平成24年度中の完成
を支援します。

経営企画課
ＪＲ教育大前駅のエレベーター及び多機能トイレ
の建設に対し助成を行う。

平成24年7月に工事着工。 Ｂ 平成25年10月に完成。

34
P33

市営住宅建て替え時に、必要に応じて車いす利用者専
用住宅を整備していきます。

建築課
荒開団地建替工事の実施設計において、車い
す利用者対応の住宅を含む設計内容とする。

設計の内容変更に伴い、車いす対応が困難に
なった。また、実施設計を発注することが出来な
かった。

Ｄ
建築の実施設計を行い、バリアフリー化できる
箇所を検討する。

コミュニティ課
2地区(河東､南郷)でオストメイト対応トイレを整
備する。

河東地区コミュニティ・センターはオストメイト対
応トイレを整備した。南郷地区コミュニティ・セン
ターは、オストメイト対応トイレを設置するスペー
スが確保できなかったため整備できなかった。

Ｃ
自由ヶ丘地区コミュニティ・センターに、オストメイ
ト対応トイレを整備する。

建設課
東郷駅北口駅前広場整備で設置予定である公
衆便所において、オストメイト対応トイレでの設
計を行う。

設置場所の再検討を行い、25年度に設計を行う
こととした。

Ｅ オストメイト対応トイレでの設計を行う。

建築課
大島診療所、河東地区コミセン、神湊港渡船
ターミナルの多目的トイレ内に汚物流し、または
オストメイト対応の衛生機器を整備する。

目標通りの整備を実現した。 Ａ
公共施設における設備の適正な配置に配慮す
る。

36
P33

民間の公共的施設も含めた、障害のある人等の移動
や活動が容易なまちづくりについて、総合的、計画的
に推進する具体的な方策について検討します。

都市計画課
平成25、26年度で行う、次期宗像市国土計画及
び都市計画マスタープランの策定、見直し作業
の中で検討する。

年度内事業なし Ｅ
次期宗像市国土利用計画及び都市計画マス
タープランの策定、見直しをＨ２５、２６年度で行
う。

37
P35

地域での説明会などにより、災害時要援護者支援制度
の周知に努めるとともに、対象者への登録を呼びかけ
ることにより、協定締結自治会と要援護者支援台帳登
録者の増加を図ります。

保健福祉政策課
広報紙や自治会長会等で災害時要援護者支援
制度の広報・啓発を行い取り組みを推進する。

市広報紙＇6月15日号（で防災特集のひとつとし
て掲載。
5月～各地区自治会長会等で制度周知、取り組
み依頼を行った＇16件（

Ａ
広報紙や自治会長会等で災害時要援護者支援
制度の広報・啓発を行い取り組みを推進する。

38
P35

災害時要援護者支援制度に、住民情報や地図情報と
連携した管理システムを導入し、要援護者台帳の正確
性の確保、更新作業の効率化を図るとともに、個別支
援避難プランの作成に着手します。

保健福祉政策課

平成23年度導入した災害時要援護者支援台帳
管理システムを活用し、台帳の適正な管理を行
う。
県や関係各課と連携し個別支援プランの策定を
進める。

災害時要援護者支援台帳管理システムを用い、
台帳の適正な管理を行った。
また、土穴区をモデルに個別支援プラン策定の
取り組みを行ったが、既に自主防災組織内での
支援体制が確立しており、個別支援プランの策
定には至らなかった。

Ｂ
災害時要援護者支援台帳管理システムを活用
し、台帳の適正な管理を行う。
個別支援プランの策定について検討する。

35
P33

オストメイト対応トイレの設置など、法律で定められて
はいないが、公共施設の新設、改修時などにおける配
慮が望ましいものについて、整備していくよう努めま
す。

＇２（
防災・防
犯にお
ける支
援体制
の整備
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保健福祉政策課
市内社会福祉施設・介護保険施設を対象に、福
祉避難所設置運営に関する説明会を開催し、15
法人と協定締結した。

Ａ

保健福祉政策課、生活安全課と連携し、福祉避
難所設置運営に関する協定締結を進める。上記
協定を締結した社会福祉法人を中心に、連携会
議を開催し、災害時の対応等について情報共有
を図る。

生活安全課 １５法人＇施設数：１８（と協定を締結 Ａ
平成２４年度に協定を締結した福祉施設と物資
の整備について保健福祉政策課と連携し協議を
進めていく.

40
P35

市役所内外の障害者支援関係者を含む、消費者被害
防止のネットワークを形成し、連携会議や研修会を開
催します。

消費生活センター
宗像市消費生活連携会議を年一回以上開催す
る。また出前講座を活用して障害者の消費者被
害防止の啓発を行う。

宗像消費生活連携会議を年２回開催した。出前
講座の中で障害者の消費者被害防止について
の啓発を行った。

Ｂ
宗像市消費生活連携会議を年一回以上開催す
る。また出前講座を活用して障害者の消費者被
害防止の啓発を行う。

４
教育・育
成

発達支援センター 障害児相談支援事業所の指定を受ける。 障害児相談支援事業所の指定申請を行った。 Ａ
事業所の利用者に対し適切な指定相談支援を
提供する。

福祉課

相談支援専門員研修や指定相談支援事業所の
指定を受けるための情報を提供する。市内にあ
る障害福祉サービス提供事業所を対応可能な
事業所から特定相談支援事業所、児童相談支
援事業所に指定する。

障害児の相談支援事業所として平成２４年４月
に２事業所指定を行った。

Ａ
相談支援専門員研修や指定特定相談支援事業
所の指定についての情報を提供する。指定相談
支援事業所への研修を行う。

42
P39

宗像市障害児通園施設のぞみ園で、より質の高い療
育サービスを提供できるよう、現任職員の研修を行うと
ともに、利用者のニーズに応じた療育体制の強化を図
ります。

発達支援センター
研修計画に基づく職員研修の実施。
利用者のニーズを把握し療育体制の見直しを行
う。

「のぞみ園」の現任職員の研修計画に基づく、視
察研修や各種研修会へ参加した。
11月に療育回数やクラス編成等の見直しを行っ
た。

Ａ
障害児相談支援事業者と連携し、障害児及び保
護者のニーズに対応した療育等の充実を図る。

43
P39

医療ケアが必要な重症心身障害児などの療育施設の
設置について、県や、宗像医師会などの医療団体と協
議を行います。

福祉課
心身障害児＇者（の療育施設の整備促進につい
て県市長会で要望する。

心身障害児童＇者（の療育施設等の整備促進に
ついて県市長会の議案として提出。

Ｂ
心身障害児＇者（の療育施設の整備促進につい
て県市長会で要望する。

44
P39

障害児放課後等対策事業を、児童福祉法の放課後等
児童デイサービスに移行し、就学児に対する療育機能
の強化を図ります。

福祉課
障害児放課後等対策事業を児童福祉法の放課
後等デイサービスへ移行する準備を行う。

移行に関する説明会を開催し、手続き等の案内
や移行後の事業内容等について説明した。

Ａ

ほっぷを児童福祉法の放課後等デイサービスに
移行＇Ｈ２５，４に移行（
移行後、障害児相談支援の導入により療育機
能等の強化について助言

45
P39

児童福祉法に創設される保育所等訪問支援の実施を
検討します。

発達支援センター
福祉課

保育所訪問支援事業の実施体制等について関
係課と協議する。

福祉課及び発達支援センターで協議のうえ、発
達支援センターが実施する保育所・幼稚園巡回
相談や小・中学校の教育相談等既事業を活用し
ていく。Ｈ24全ての保育所・幼稚園を年2回巡回
した。

Ａ

発達支援センター業務で実施
発達支援センターが実施する保育所・幼稚園巡
回相談や小・中学校の教育相談等既事業を活
用していく。

39
P35

福祉避難所の設置について、市内の福祉施設と協議
を行います。

保健福祉政策課、生活安全課と連携して、福祉
施設と協議を行い、本年度中に福祉避難所の指
定を行う。

＇１（
発達支
援体制
の充実

41
P39

宗像市発達支援センターを含め、市内の相談支援事
業所や障害福祉サービス事業所を、可能な限り児童福
祉法の障害児相談支援事業所として指定し、相談支援
機能の充実を図ります。
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46
P39

特別支援教育対象児童の増加に対応し、特別支援教
育支援員の増員を行います。また、小・中学校の特別
支援学級等の増設や施設整備を検討します。

教育政策課

市内小学校に初めての病弱学級新設と赤間小
学校に特別支援学級を増設する。２４年度以降
については就学相談及び就学指導委員会の判
断結果をうけて必要に応じて検討する。

特別支援教育支援員２９名を小学校１１校、中
学校４校に配置し特別な支援を要する児童生徒
の教育を支援している。＇Ｈ２４年４月（
河東小学校に病弱学級を新設した。
赤間小学校の特別支援学級を１学級増設した。
＇Ｈ２４年４月（

Ａ

特別支援教育支援員３０名を小学校１３校、中
学校７校に配置し特別な支援を要する児童生徒
の教育を支援する。
赤間小学校に弱視、難聴学級を新設する。
日の里東小学校に肢体不自由学級を新設す
る。
日の里中学校に自閉症・情緒学級を新設する。
河東中学校に難聴学級を新設する。
玄海中学校に自閉症・情緒学級を新設する。
大島中学校に知的学級を新設する。

発達支援センター
発達支援センターに関わる専門機関や関係部
署との連携を密にし、成長発達に特別な支援を
必要とする子どもの支援を行う。

発達支援センターの機能は現状のままとし、H25
年4月の組織機構改編により事務体制の連携強
化と効率化を図ることを目的として、発達支援係
＇事務拠点（を子ども課に統合した。

Ａ
ケースに関わる専門機関や関係部署との連携
を密にし、成長発達に特別な支援を必要とする
子どもの支援を行う。

子ども家庭課

ことばや運動発達に課題のある子どもとその保
護者を対象に、小集団保育「たんぽぽルーム」を
年3クール＇6回/１クール（実施する。
宗像市要保護児童対策地域協議会など関係機
関と連携しながら支援を継続する。

小集団保育「たんぽぽルーム」を年３クール＇６
回/１クール（実施した。
実人数37人。述べ人数183人。
乳幼児健康診査や妊婦と子どもの相談事業等
を通して把握した発達に課題のある対象者につ
いて、家庭児童相談室や保育所・幼稚園等関係
機関と連携して、適切な支援を継続している。
なんでも相談；月１回

Ａ

ことばや運動発達に課題のある子どもとその保
護者を対象に、小集団保育「たんぽぽルーム」を
年3クール＇6回/１クール（実施する。
宗像市要保護児童対策地域協議会など関係機
関と連携しながら支援を継続する。

子ども育成課

市内認可保育所・私立幼稚園に宗像市障害児
教育振興事業補助金及び宗像市発達障害等支
援対策補助金を交付し障害に適応した教育環
境整備を図り、障害児教育の振興を図る。

・重度障害児教育振興事業補助金を交付
　市内認可保育所 6園＇9人（
　市内私立幼稚園 4園＇22人（
・発達障害等支援対策補助金を交付
　市内認可保育所 11園
　市内私立幼稚園 7園

Ａ

市内認可保育所・市内私立幼稚園全園におい
て、集団生活が可能な重度障害児の入園ニー
ズに対応できるよう推進していく。
また、重度障害児教育振興事業補助金及び発
達障害等支援対策補助金を継続して交付する。

連携会議などを通して、市の児童発達支援部門、障害
福祉部門、及び市と県の特別支援教育部門の相互連
携を強化し、障害のある児童への支援が、成人期まで
一貫して切れ目なく行われるための方策を検討し、実
施します。

教育政策課
特別支援連携協議会を通じて、定期的に各関係
機関との会議や学校への巡回相談等を行う。会
議は年１回以上実施する。

各関係機関より専門家を推薦してもらい、年２回
の会議を開催。事業内容、連携の在り方等の事
業計画について協議、確認した。
また、巡回相談＇各小中学校での相談（を１２回
行った。

Ａ
特別支援連携協議会を通じて、定期的に各関係
機関との会議や学校への巡回相談等を行う。会
議は年１回以上実施する。

福祉課

・障害児関係機関連絡協議会を通して情報を共
有し、連携体制を強化する。
・特別支援学校と連携・情報交換を行い、成人
期への移行をスムーズにする。
・教育委員会主催の特別支援学級担当者研修
会を連携して行う。

障害児関係機関連絡協議会で情報を交換を
行った。
特別支援学校と連携し、高等部卒業生へサービ
ス利用を希望する１０人へ計画相談支援を導入
した。
教育委員会主催の特別支援学級担当者研修会
で就労支援等福祉制度の現状を報告した。

Ａ

・障害児関係機関連絡協議会を通して情報を共
有し、連携体制を強化する。
・特別支援学校と連携・情報交換を行い、成人
期への移行をスムーズにする。
・教育委員会主催の特別支援学級担当者研修
会を連携して行う。

48
P39

コミュニティで取り組まれている子どもの居場所づくりな
どの交流・体験活動や子ども会活動などの関係者と協
議し、障害のある児童の参加を促進します。

子ども育成課
福祉課と連携し、コミュニティで行う子どもの居
場所づくり等の事業へ障害のある児童の参加等
への支援を促す。

子どもの居場所づくり事業は11コミュニティ運営
協議会で取り組まれており、障がい者・健常者
の分け隔てなく実施している。

Ｂ
福祉課と連携し、コミュニティで行う子どもの居
場所づくり等の事業へ障害のある児童の参加等
への支援を促す。

47
P39

連携会議などを通して、市の児童発達支援部門、障害
福祉部門、及び市と県の特別支援教育部門の相互連
携を強化し、障害のある児童への支援が、成人期まで
一貫して切れ目なく行われるための方策を検討し、実
施します。
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５
雇用・就
労

＇１（
雇用・就
労の推
進

49
P42

宗像市障害者自立支援協議会就労部会において、障
害者就業・生活支援センター「はまゆう」を核とする、地
域を挙げての就労支援の仕組みづくりを行います。

福祉課
事業所の職員全体のスキルアップや業務に必
要な知識の習得を図るため、研修会を年に２回
程度実施する。

７月６日に発達障害者の就労支援について研修
会を行った。
就労部会で見学会、勉強会を行っている。市内
事業所で、就労部会を開催し、意見交換や情報
交換を行った。

Ｂ

就労支援事業所の支援員の連携強化、情報の
共有のため、各事業所で就労部会を開催する。
就労部会で障害者雇用に必要な支援の方法に
関する研修を行う。

50
P42

雇用セミナーなどの研修や市の広報紙、ホームページ
などを活用して、市民、事業主、障害のある人やその
家族の障害者雇用への理解促進を図ります。

福祉課
就労セミナーを開催する。
就労に関するパンフレットを作成し、ホームペー
ジにも掲載する。

就労支援パンフレット「つながる」を作成し、市役
所、関係機関などで配布した。

Ｃ
広報やホームページ等に就労関係の記事を掲
載する。

51
P42

障害者就業・生活支援センター「はまゆう」に市内の就
労支援事業所などの職場実習先情報を集約、活用す
ることにより、より効果的な職場実習体制を構築しま
す。

福祉課
障害者就業・生活支援センターはまゆうを通した
職場実習体制について検証する。

障害者就業・生活支援センターはまゆう及び就
労支援事業所と連携し、実習や就職後の情報
交換を行った。

Ｂ
就労部会で障害者雇用に必要な支援の方法に
関する研修を行う。

商工観光課
市商工会に対して、障害者雇用の推進につい
て、年１回以上協議の場をもうけられるように働
きかける。

商工会との連絡会議を２回開催する中で、障害
者雇用の推進協力を求めた。

Ｃ
市商工会との協議を行い、職場実習や障害者
雇用を推進する。

福祉課
商工観光課と連携して障害者雇用や職場実習
の必要な情報提供を行う。

福祉売店をとおして、接客や商品搬入などの就
労体験の場を提供した。

Ｃ
市の広報紙、ホームページなどを活用して、市
民、事業主、障害のある人やその家族の障害者
雇用への理解を促進する。

人事課
職場実習受け入れの要請があった場合に、希
望する場所での受け入れが可能かどうかの調
整を行う。

職場実習受け入れの要請がなかった。 Ｅ
職場実習受け入れの要請があった場合に、希
望する場所での受け入れが可能かどうかの調
整を行う。

維持管理課 トイレ清掃や除草作業委託を行う。
緑ヶ丘学園：除草　４公園
はまゆうワークセンター：除草　７公園
コスモス会：トイレ清掃　 ８公園

Ａ
緑ヶ丘学園：除草　４公園
はまゆうワークセンター：除草　７公園
コスモス会：トイレ清掃　 ８公園

人権対策課
12月の人権啓発強調期間に街頭啓発物品を障
害者施設に依頼する。

街頭啓発において配布する啓発物品の販売を
依頼。
H24年度はじめて施設から街頭啓発に参加して
もらった。また、１２月７日から９日までメイトムに
おいて人権啓発作品展を実施し、障害者の作品
も展示した。

Ａ

12月の人権啓発強調期間に配布する啓発物品
の依頼を行う。
街頭啓発への参加を呼びかける。人権啓発作
品展を実施する。

郷土文化交流課
海の道むなかた館において配布する記念品の
作成を障害者施設に依頼する。

田熊石畑遺跡や桜京遺跡をイメージした携帯ス
トラップの作成を依頼(合計５，０００個（。また、ス
トラップの包装に宗像コスモス会で作成した旨を
記載した。

Ａ 記念品作成を依頼(携帯ストラップ３，０００個（

図書課
宗像市民図書館資料・市内小中学校資料の小・
中学校への配本業務を委託する。

宗像市民図書館資料・市内小中学校資料の小・
中学校への配本業務を委託し、42回実施した。

Ａ
宗像市民図書館資料・市内小中学校資料の小・
中学校への配本業務を委託する。

52
P42

53
P42

障害のある人の、市役所での職場実習受け入れを検
討します。また市の業務について、可能なものは障害
福祉サービス事業所などへ発注するよう努めます。

市内での障害者雇用と職場実習の推進について、市
商工会などの事業主団体と、協議します。
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第３期宗像市障害福祉計画実施シート
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54
P42

農業分野での障害者の就労について研究を行います。 農業振興課
現在、＇財（むなかた地域農業活性化機構が取
り組んでいる雇用システム実証事業の中で、農
家側の受入が可能か否かなどを検証する。

農作業ヘルパー制度における障害者受け入れ
の可能性を活性化機構と協議した結果、制限は
していないが収益性が求められ、かつ繁忙期に
おける作業なので非常に厳しいとの見解を得
た。また、募集情報は回覧板により提供した。
また、農業の６次産業化の取り組みとして、宗像
コスモス会の地元農産物を使った特産品開発
＇宗像産の米粉を使ったケーキづくり（に対し、費

Ａ
農業分野での障害者の就労を推進するために、
関係機関と協議しながら受け入れ先の調査・研
究を行う。

55
P42

農業を導入しようとする障害福祉サービス事業所など
へ、耕作放棄地などの情報を提供します。

農業振興課
障害者施設などから依頼があれば、農業委員
会と共同で、遊休農地や耕作放棄地の情報を可
能な限り提供する。

農地の情報提供に関する提供依頼はなかった。 Ｅ
障害者施設などから依頼があれば、農業委員
会と共同で、遊休農地や耕作放棄地の情報を可
能な限り提供する。

56
P42

市役所内福祉売店や宗像まごころ市への支援を通じ
て、障害福祉サービス事業所製品の販売支援を行い
ます。

福祉課

市役所内福祉売店の１周年フェアの開催を支援
する。
定期に宗像まごころ市を開催すると共に、新しい
場所でのまごころ市の開催を支援する。

福祉売店の１周年フェアや新しい場所、イベント
等での宗像まごころ市の開催を支援した。
各施設商品のカタログを作成した。
季節に応じた商品等の市役所内の販売を支援
した。

Ａ
定期的に宗像まごころ市を開催すると共に、新し
い場所でのまごころ市の開催を支援する。
商品カタログを活用し、情報を発信する。

商工観光課
障害者施設などに対して、特産品素材の情報を
年１回以上提供できるように、生産者団体等に
働きかける。

障害者施設が宗像・糟屋北部地域広域連携プ
ロジェクト推進会議が主催する「商品ブラッシュ
アップ研修」に１団体参加した。

Ｂ
一般事業所だけでなく、障害福祉サービス事業
所なども参加できる研修を紹介し、商品開発や
販路拡大を支援する。

元気な島づくり課

・大島の果樹の収穫作業の実施
・果実の加工による特産品の開発を引き続き実
施
・平成24年度は、新たに地島椿油の特産品開発
を行う
・平成23年度に開発した甘夏ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ等を大島
渡船ﾀｰﾐﾅﾙ等で販売予定

・大島の果樹の収穫作業の実施及び果実の加
工＇皮のピール漬（の出荷
・活動に対して元気な島づくり事業補助金を交付
＇H23年度から（
・地島椿油を使用した新商品＇椿油ドレッシン
グ、オイル＇椿油（サーディンなど（の試作を行っ
た。

Ｂ

・大島の果樹の収穫作業の実施及び果実の加
工＇皮のピール漬等（の出荷
・活動に対して元気な島づくり事業補助金を交付
＇H23年度から（

福祉課
障害者施設などによる商品の開発の支援、助言
等を行う。

宗像コスモス会の米粉のケーキの開発について
助言等を行った。

Ａ
障害福祉サービス事業所などによる商品の開発
の支援、助言等を行う。

区分 達成度

Ａ
90％以上
　十分達成している

Ｂ
70％～90％未満
　ある程度達成しているが一部課題が残る

Ｃ
50％～70％未満
　達成が不十分であり改善を要する

Ｄ
50％未満
　見直しを要する

Ｅ
年度内事業なし
　非該当

57
P42

特産品開発企画等において、障害福祉サービス事業
所などによる商品の開発や販路の拡大などについて
の支援を行います。
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