
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25年度の（数値）目標 平成25年度の実施状況 達成度 平成26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

・２年計画で上映会を予定しているので残り１
３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。

上映会１３校の予定だったが、実施は５校
だった。
人権講演会は予定通り行い、ほぼ満員の集
客であった。
７月２４日　参加人数：６５０人

Ｂ
人権男女共同参画講演会は、男女共同参画
課と共催で、幅広い層の市民の参加を呼び
かける。

福祉課
・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

・広報等に障害者週間の記事を掲載した。
・７月の人権講演会で啓発チラシを作成。
・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・８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。
・１２月に市ユリックス図書館で啓発に関する
展示を実施。

Ａ
・街頭啓発、人権啓発作品展を実施する。
・障害についてのマーク等について啓発チラ
シを作成する。

発達支援セン
ター

１１月９日に発達障害市民講演会を行う。

１１月９日に発達障害市民講演会を開催
場所：　日赤看護大学
参加人数：　１１８名
テーマ：「LD（学習障害）は僕のID～字が読め
ないことで見えてくる風景～」
講師：南雲明彦氏

Ｂ

9月に発達障害市民講演会の開催を予定
参加者150名予定している。
関心がある方や新規参加者の割合が50%以
上を目指す。

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。

春と秋に２回ずつ開催されるＪＲウォーク参加
者に記念品として障害者施設の製品を使用
し、販売支援を行った

Ｂ
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。

７月２４日人権講演会で８施設によるバザー
を開催した。

Ａ
７月人権男女共同参画講演会でのバザーの
開催。

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。

環境課
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。

１１月２３日の環境フェスタにまごころ市が参
加した

Ａ
環境フェスタにおいて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。

男女共同参画
推進課

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。

男女共同参画ゆいフェスタ（１０月１９日）での
出店を調整し、販売を実施した。

Ａ
イベント開催時には参加を働きかけ、出店・
販売の調整を行う。

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。

むなかた「食と農」地域フォーラム（２/１９開
催）において、精神障害者福祉作業所の出
店を調整し、販売等を実施した。

Ｂ
正助ふるさと村及びむなかた地域農業活性
化機構のイベントにおいて、出店の呼びかけ
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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経営企画課
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。

はまゆうワークセンターによる焼き菓子や漬
物等の販売、宗像学園によるパンの販売を
実施。

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

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。

郷土文化交流
課

引き続き館内に障害者支援自販機を設置す
る。

引き続き館内に障害者支援自販機を設置し
ている。
館内において、宗像コスモス会の写真展を開
催した。

Ａ
引き続き海の道むなかた館内に障害者支援
自販機を設置する。

福祉課
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。

平成２５年度まごころ市実施場所
・トヨタ自動車九州（４/７）
・道の駅むなかた（５/１４）
・人権講演会（７/２４）
・福祉売店「ハートループ」２周年（７/２９～８
/２）
・サンリブくりえいと宗像（８/１７）
・市役所（９/４）
・虐待防止セミナー（９/２５）
・宗像ミアーレ音楽祭（１０/１２）
・ゆいフェスタ（１０/１９）
・むなかた環境フェスタ（１１/２３）
・人権啓発作品展・１０周年シンポジウム（１２
/７）
・医療講演会（１/２４）
・確定申告会場でのまごころ市（２/４～７）
・市民活動交流まつり（３/２）

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
ころ市の開催を支援する。

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
ラムの取り組みに対し、補助金を交付する。

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)

・健康づくりリーダー養成講座で玄米ニギニ
ギ体操の学習と玄米ニギニギ棒の購入先
（市役所売店と製造先）を紹介。
・自殺対策事業としてゲートキーパー養成講
座を２回実施。参加人数計１１１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。

障害者自立支援協議会だよりを年６回（偶数
月）に広報紙とホームページに掲載。
H２６．２．１号にフレンディコスモス会の厚生
労働大臣表彰についての記事を掲載。

Ｂ
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。

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
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。

入庁１年目職員１８人に対し、福祉課職員に
よる『障がい者応対研修』を実施。また、入庁
４年目職員には社会福祉協議会職員による
『障がい者理解とノーマライゼーション』につ
いて研修を実施した。

Ａ
入庁１年目職員及び入庁４年目職員に「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
就労部会、生活部会の研修計画を作成す
る。

１１月１５日に障害福祉サービス従業者を対
象とした研修会を就労部会で行った
参加人数：１７人
９月２５日に虐待防止セミナーを開催した
参加人数：１０２人

Ｂ
行動援護と就労に関する研修を行う。
障害福祉サービス従業者を対象とした虐待
防止セミナーを行う。

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。
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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
重度心身障害者の保護者等との意見交換を
実施する。

重度心身障害者の保護者と、北九州市に開
設した療養介護施設を見学した。県調査で
ニーズの高い重度心身障害者の短期入所の
場が広がった。

Ａ
部会の中で、出てきたニーズに対応できる地
域の体制づくりについて検討を行う。

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。

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。
国において、行動援護従業者養成研修の見
直しが平成２７年度以降に予定されている。

Ａ
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。

平成２６年度グループホーム開設予定の事
業者への支援を行った。
平成２６年１月あおぞら、にじいろが開設し、
同１月にくすくすホームが５床増床した。

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。
・平成26年4月、日の里ＵＲを活用し、グルー
プホームすずらんを開設

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。

秘書政策課
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。

事業者からの問い合せに対して、空き家情報
を提供した。住マイむなかたと連携した物件
の掘り起しも継続的に実施した。

Ｂ
引き続き、「空き家空き地バンク」の物件の登
録募集を積極的に行い、２０件の新規物件登
録を目指す。

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
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。

窓口を常設し、相談体制を確保した。 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
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。

・ルックルック講座、その他研修等により障害
福祉サービス等制度の周知を行った（３月８
日宗像コスモス会主催家族向け研修会、１月
１６日新任民生委員研修、６月７日古賀特別
支援学校、８月４日北九州高等学園等）
・７月２４日人権講演会にて障害理解のため
のチラシ配布

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
への理解を促進する。

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

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。

３月に宗像遠賀保健福祉環境事務所主催の
平成２５年度宗像地区精神障害者地域生活
支援担当者連絡会に出席し、長期入院歴の
あるグループホーム利用者の事例を通じて
医療連携のあり方について検討した。

Ｂ
障害者自立支援協議会で地域移行・地域定
着支援の現状を共有し、今後の課題を整理
する。

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

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。

３月７日に宗像遠賀保健福祉環境事務所主
催の平成２５年度宗像地区精神障害者地域
生活支援担当者連絡会に出席し、長期入院
歴のあるグループホーム利用者の事例を通
じて医療連携のあり方について検討した。

Ｂ
障害者自立支援協議会で地域移行・地域定
着支援の現状を共有し、今後の課題を整理
する。

（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 移動支援事業について検討する。

移動支援事業について他市の状況等調査を
行った。
地域活動支援センターⅢ型（ひだまり）で４月
から土曜隔週開所。
１月から３月に試行で月曜日から土曜日まで
毎日開所した。
参加人数（述べ）：１，５３５人

Ｂ
地域活動支援センターの活動を広報紙等に
掲載する。
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、制度
改正の内容や新規に障害福祉サービス事業
所や児童発達支援事業所などの情報を掲載
した。ひだまり通信をホームページに掲載し
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

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。

６月２７日、１０月２１日、２月５日の計３回ネッ
トワーク会議開催。
９月２５日に虐待防止研修会を開催。
コミュニティ事務局会議にて、虐待防止セン
ターの立ち上げについて説明、周知依頼し、
各コミュニティへの説明会実施。

Ａ

相談支援従事者のネットワーク会議を定期的
に実施する。
宗像市障害者生活支援センターと協働で、事
業者への研修、技術支援・助言を実施。

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。

事業所の体制が整わなかったため、新規指
定相談支援事業所の指定はなかった。
ネットワーク会議において各事業所間の連携
や情報交換を行った。

Ｂ

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できるよう支
援する。

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。

複線型人事の在り方、社会福祉士等の採用
の考え方について検討を開始した。

Ｂ
人事に関する方針が固まったら庁内で共有
化を図る。

福祉課
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。

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。

全体会は２回開催。グループワークで事例検
討会を行い、それぞれの立場で地域の見守
りについて検討。
就労部会は５回開催。実際に障害者を積極
的に雇用している企業訪問を行った。
生活部会は４回開催。生活訓練事業所の見
学等行い、サービス事業所の拡大を検討し
た。
ネットワーク会議は３回開催。相談支援専門
員相互の連携と事例検討を行った。

Ａ

障害者自立支援協議会の生活部会・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。

（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。

4
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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。
・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。

宗像管内障害児関係機関連絡会に参加し
（年３回）情報交換を行った。

Ｃ
障害者自立支援協議会の各部会やネット
ワークで出てきた地域課題について検討す
る。

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

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。

平成26年1月に市主催で新任者研修を行い、
障がいのある方への支援についても、担当
課に講師を依頼し、講義を行った。

Ｂ
・民生委員児童委員協議会の障がい者部会
における研修を行う。
・市主催の講演や研修会を周知する。

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。

災害対策基本法改正（平成２５年６月）に伴
い、災害時要援護者事業の一部を見直しを
行った。

Ｂ

避難行動要支援者支援制度を構築し、自治
会を単位とした自主防災組織、民生委員児
童委員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

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。

ホームページやメイトムNEWS等でボランティ
ア団体の活動内容などの情報提供を行っ
た。
ボランティア体験プログラム参加件数：４３件

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。
団体の活動内容の更なるPRのため、実際の
団体活動に参加・体験できるボランティア体
験プログラム制度を活用・PRする。

福祉課
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。

障害者自立支援協議会において地域での見
守りをテーマにグループワークを実施した。

Ｂ
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。

災害対策基本法改正（平成２５年６月）に伴
い、災害時要援護者事業の一部を見直しを
行った。

Ｂ

避難行動要支援者名簿への登録希望や個
人情報を避難支援等関係者へ平常時から提
供することに対する同意・不同意について本
人に確認する。名簿登録希望者について名
簿を作成し、避難支援等関係者への提供に
同意した人については、名簿を避難支援等
関係者へ提供する。

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。

民生委員児童委員協議会事業費補助金を交
付し、地域での見守り活動を支援した。

Ａ
民生委員児童委員協議会事業費補助金を交
付し、地域の見守り活動を支援する。

（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、講
師や有志指導者に理解を求めて、それぞれ
の講座に障害のある人２名３講座への受け
入れを行った。
また、障害のある人の就職支援のための講
座（ジョブラボ）を6回実施し、１３名の受け入
れを行った。

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。

文化・スポーツ
推進課

引き続き障害者利用の使用料減免を行う。 障害者利用の使用料減免を行った。 Ａ
平成26年度から使用料及び減免の見直しが
あるが、引き続き障害者利用の使用料減免
を行う。

（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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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

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、講
師や有志指導者に理解を求めて、それぞれ
の講座に障害のある人２名３講座への受け
入れを行った。
また、障害のある人の就職支援のための講
座（ジョブラボ）を６回実施し、１３名の受け入
れを行った。

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。

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、朗読
や点字、手話通訳、外出支援等を行った。
ボランティアの体験プログラムによりボラン
ティア体験の支援を行った。

Ａ
ボランティアネットワーク制度を活用し、障害
者の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

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。

ピアサポート事業で施設入所者とともに企
画・運営するイベントを実施。ピアサポート事
業に障害者相談員やボランティアによる支援
を受けた。
　５月２６日　参加人数：１８人
１０月２７日　参加人数：２４人
　（企画・運営協力：宗像学園）
２月２３日　参加人数：１９人
　（企画・運営協力：地域活動支援センター
「ひだまり」）

Ａ ピアサポート事業を年3回実施する。

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。「ひだまり」の土
曜日開所を検討する。

ひだまりの毎月の事業内容はホームページ
や窓口で周知した。
地域活動支援センターⅢ型（ひだまり）で４月
から土曜隔週開所。
１月から３月に試行で月曜日から土曜日まで
毎日開所した。
参加人数（述べ）：１，５３５人

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。

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

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。

ピアサポート事業で施設入所者とともに企
画・運営するイベントを実施。ピアサポート事
業に障害者相談員やボランティアによる支援
を受けた。
　５月２６日　参加人数：１８人
１０月２７日　参加人数：２４人
　（企画・運営協力：宗像学園）
２月２３日　参加人数：１９人
　（企画・運営協力：地域活動支援センター
「ひだまり」）

Ａ ピアサポート事業を年3回実施する。

３
生活環境

建設課
H２６年度の工事実施にむけて用地取得の完
了。

東郷日の里線、東郷64号線のバリアフリー設
計を基に用地交渉を実施し、一部用地取得
を行った。

Ｂ
東郷日の里線、東郷64号線のバリアフリー設
計を基に用地交渉を実施し、用地取得を完
了する。

建築課
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。

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を
行い、工事を行った。（赤間宿観光拠点施設
は工事中）

Ｂ
離島体験交流施設整備と東郷駅南口駐輪場
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。

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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建設課
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。

道路整備予定の６路線の内、地形的制約や
関係者の理解が得られた４路線のバリアフ
リー設計を行った。

Ｂ

道路整備予定の４路線のバリアフリー設計の
実施と前年度に行った設計済路線の用地交
渉の実施する。
また、用地取得が完了した路線の工事実施
する。

建築課
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。

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した。

Ａ
宗像ユリックス、メイトムのトイレ改修におい
て、バリアフリー関連諸法に基づいた設計内
容とする。

維持管理課
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。

蓋付側溝 ７箇所の整備を行った。 Ａ
改良すべき現場があれば、道路・公園ともバ
リアフリー化を行う。

文化・スポーツ
推進課

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。

玄海Ｂ＆Ｇ海洋センターの保全改修工事を
行い、入口のスロープのバリアフリー化、トイ
レの洋式化、障害者用多目的トイレを設置し
た。

Ｂ 必要に応じて維持管理又は修繕を行う。

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
イレが平成２５年１０月に完成予定

ＪＲ教育大前駅のエレベーター及び多機能ト
イレが完成

Ａ

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
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。

建替え予定の市営住宅は高低差のある敷地
であるため、車いすが利用可能な形状での
外構設計を行った。

Ｂ
建替え中の市営住宅の外構部分を車いすが
利用可能な形状で整備する。

コミュニティ・協
働推進課

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。

平成２６年３月、新自由ヶ丘地区コミュニティ
センター完成。
多目的トイレにオストメイト対応トイレを整備
した。

Ａ

建設課 オストメイト対応トイレでの設計を行う。
東郷駅南口において新たに駐輪場併設でオ
ストメイトを設置したトイレ新設を計画した。

Ａ

東郷駅南口においてオストメイト対応のトイレ
新設工事を行う。
東郷駅北口においては今年度オストメイト対
応トイレの設計を行う。

建築課
公共施設における設備の適正な配置に配慮
する。

田熊石畑遺跡、自由ヶ丘コミセン、浄楽苑宗
像斎場のトイレでオストメイト対応設備を設置
した。

Ａ
公共施設における設備の適正な配置に配慮
する。

（１）
バリアフ
リー化の
推進

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。

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。
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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
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。

「宗像市国土利用計画及び都市計画マス
タープラン審議会」を設置し、２５年度は主に
の国土利用計画の見直し作業を行った。

Ａ
国土利用計画及び都市計画マスタープラン
の策定を完了する。

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。

災害対策基本法改正（平成２５年６月）に伴
い、災害時要援護者事業の一部を見直しを
行った。

Ｂ
広報紙や自治会長会等で避難行動要支援
者支援事業の広報、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

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。

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った。

Ｂ
災害時要援護者支援台帳管理システムの改
修を行い、避難行動要支援者支援事業で活
用できるようにする。

保健福祉政策
課

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。

福祉避難所連絡会を１回開催し、福祉避難
所運営マニュアル作成や事前配備物資につ
いて協議した

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
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.

必要な資材等について物資整備及びアン
ケートの協議を保健福祉政策課と行った。

Ｂ
既に保存場所の確保ができる施設につい
て、希望の多かった物資の配備を進めてい
く。（３箇所）

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。

宗像市消費生活連携会議を年１回以上開催
した。また、養護老人ホーム宗像緑風園で出
前講座を５回（延６０人）を実施した。また、居
宅介護支援事業所連絡会で消費生活セン
ターの紹介を行った。

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がい者の消
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

事業所の利用者に対し適切な指定相談支援
を提供する。

今年度対象とした２４名に相談支援を提供し
た。

Ｂ
計画相談が必要な児童に対し随時作成をす
る。

福祉課
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。

事業所の体制が整わなかったため、新規指
定相談支援事業所の指定はなかった。
ネットワーク会議において各事業所間の連携
や情報交換を行った。

Ｂ

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できるよう支
援する。

（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。

（２）
防災・防
犯におけ
る支援体
制の整備

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。
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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

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。

子ども特性に合わせた支援体制ができるよう
常に連携調整し、必要に応じて職員研修を
行った。
職員研修は年２回実施。連携調整は約１５
回、会議は４０回程度行った。

Ｂ
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。
福岡県において、平成２６年度、医療型短期
入所事業者が存在しない宗像圏域ほか５圏
域において事業所設置支援事業を実施され
ることとなった

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

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

平成２５年４月ほっぷが児童福祉法の放課後
等デイサービスに移行した。
平成２６年２月　ゆり庵キッズクローバーが開
設された。
障害児相談支援の実績は４５件

Ｂ
障害児相談支援の導入を進め、療育の充実
を図る。

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

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。

保育所・幼稚園への巡回相談は２０施設、年
間４０回行い、６４４件の相談に応じた。
また、特別支援連携協議会が行う小中学校
への教育相談には５回訪問した。
要望には全て応じた。

Ａ

保育所・幼稚園への巡回相談を実施する。
小中学校の要請を受け、特別支援連携協議
会の委員として教育相談のための訪問を行
う。

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

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。

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した。年度途中より赤間
小に一人増員し３１名とした。
赤間小学校に弱視学級を新設した。
日の里東小学校に肢体不自由学級を新設し
た。
日の里中学校に自閉症・情緒学級を新設し
た。
河東中学校に難聴学級を新設した。
大島中学校に知的学級を新設した。

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。
吉武小学校に知的学級を新設する。
赤間小学校に難聴学級を新設する。
大島小学校に知的学級を新設する。
自由ヶ丘中学校に肢体不自由学級、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。

発達支援セン
ター

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。

市民の相談件数：２，４７４件で相談には全て
応じた。
支援に必要な連携調整は１，８５３件で必要
に応じて適宜実施できた。

Ａ
子どもの発達に関する相談には全て応じ、連
携調整は必要時、支援に必要な機関と漏れ
なく行う。

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
（１７回）実施。
・参加実人数：３０人
・参加延人数：１７３人

Ｂ
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。

（１）
発達支援
体制の充
実

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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子ども育成課

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等を継続して交
付する。

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補助金を交付した。
▽重度障害児　　保育所　３園：４人
　　　　　　　　　　　幼稚園　４園：３１人
▽発達障害等　　保育所　１１園
　　　　　　　　　　　幼稚園　　７園

Ｂ
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等を継続して交付す
る。

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。

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。

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（８
回１９人の相談があった）等を行った。会議は
年１回実施した。

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交換を
行った。
特別支援学校と連携し、高等部卒業後サー
ビス利用を希望者全員への計画相談支援を
導入した。
教育委員会主催の特別支援学級担当者研
修会（８月２８日）で、障害児対象の事業を周
知するとともに、相談支援への協力依頼を
行った

Ａ

・特別支援学校と連携し高等部卒業後（成人
期）への移行をスムーズにする。
・校長研修会で、障害児対象の事業や障害
児相談支援について周知し、協力依頼を行
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。

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
促し、複数個所のコミュニティや子ども会等地
域での子どもの居場所づくり事業への障害
のある児童の参加が見られた。

Ｂ
コミュニティや地域での子どもの居場所づくり
事業等への障害のある児童等への支援を促
す。

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

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。

就労部会を５回開催
勉強会や研修会、企業訪問等を行い就労支
援に必要な情報を収集し共有化を図った。

Ａ
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。

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
広報やホームページ等に就労関係の記事を
掲載する。

就労支援ガイドブック「つながる」を配布した。
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と啓発を行った。

Ａ
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。

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
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。

就労支援事業所職員を対象とした研修会を
行った。
１１月１５日　参加人数：１７人
テーマ：企業が求める人物像
講師：九州スタッフ株式会社　山田浩一氏

Ａ

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し、また、移
行支援を通した就労支援体制の充実を図
る。
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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25年度の（数値）目標 平成25年度の実施状況 達成度 平成26年度の（数値）目標

商工観光課
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。

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
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。

就労支援ガイドブック「つながる」を配布した。
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と啓発を行った。

Ａ
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。

チャレンジ雇用の導入に向け、職務調査を実
施。

Ｂ チャレンジ雇用を開始する。

維持管理課
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

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。

施設に啓発物品の依頼を行った。人権啓発
作品展をユリックスで実施した。

Ａ

障害者施設に人権啓発強調期間の啓発物
品の依頼し、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

記念品作成を依頼(携帯ストラップ　３，０００
個）

イベント委託業者を通じ、景品用にストラップ
作成を依頼。

Ａ

コストや仕様等を検討し、イベントの景品など
の作成が障害者施設でも作成可能であれ
ば、イベント委託業者に対し、障害者施設を
活用するよう依頼する。

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、４３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（４３
回）。

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
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。

障害者からの就農相談に対してアドバイスや
給付金に関する調査等を行い、就農させるこ
とができた。（１人）

Ａ

障害者から就農相談が寄せられた際は、障
害の程度等にあわせた適切なアドバイスが
できるよう関係機関との協議や調査・研究を
行う。

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

大項目 小項目 事業番号 施策の方向 担当課 平成25年度の（数値）目標 平成25年度の実施状況 達成度 平成26年度の（数値）目標

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。

障害者施設等からの依頼はなかった。 Ｅ
障害者施設等からの依頼に対して、農業委
員会との連携を十分に図りながら対応する。

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

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。

商品カタログをコミュニティセンター事務局会
議で紹介・案内を行った。
福祉売店の2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支援した。
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
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。

障害者施設で生産される商品のブラッシュ
アップ研修に１団体参加してもらった。

Ｂ
一般事業所だけでなく、障害者福祉サービス
事業所なども参加できる研修を受講してもら
い、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）

元気な島づくり事業補助金(補助額２２２，００
０円)を活用し、季節限定である大島産甘夏を
１年間を通じて供給できるよう新商品として甘
夏ピューレを開発できた。

Ｂ

26年度も引き続き元気な島づくり事業補助金
を交付し、障害者が甘夏みかんを収穫するこ
とにより、高齢化等の課題を抱えるかんきつ
農家の作業の軽減や甘夏ピューレに続く甘
夏を使った新たな特産品の開発を支援する。

福祉課
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。

まごころセットを従来の４施設のセットから５
施設すべてのセットを作成した。。
宗像市障害者就労施設等優先調達方針を策
定した。

Ａ
障害福祉サービス事業所などによる商品の
開発や販路拡大の支援を行う。

区分
Ａ 90％以上
Ｂ 70～90％未満

Ｃ 50～70％未満

Ｄ 50％未満
Ｅ 年度内事業なし

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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