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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。 
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【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。 

 

 


