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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 



- 15 - 

 

【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休息を目的と

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
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【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 

地域移行,地域定着 
計画・障がい児相談支援 

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・障害児相談支援  

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。 

 

 


