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第５ 資料編

１　福岡市障がい福祉計画の策定体制
　本計画は，障がい保健福祉施策の総合的な推進や社会情勢の変化に対応した施策の
再構築を図るため，福岡市保健福祉審議会障がい者保健福祉専門分科会において意見
をお伺いするとともに，パブリック・コメントにおける市民からの意見等を踏まえ，
策定します。
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２ 計画策定の経緯 

実施年月 実   施   概   要 

平成 25年 

7 月～8月 
◇精神障がい者実態調査（一次調査） 実施 

9 月～10 月 

◇障がい児・者実態調査 実施 

◇発達障がい児・者実態調査 実施 

◇難病患者実態調査 実施 

◇精神障がい者実態調査（二次調査） 実施 

◇事業者等実態調査 実施 

平成 26年 3 月 ◇福岡市障がい児・者等実態調査報告書 発行 

4 月 2 日 
■福岡市保健福祉審議会へ諮問 

■第１回障がい者保健福祉専門分科会 開催 

7 月 9 日 

7 月 14 日 

7 月 22 日 

■福岡市障がい者等地域生活支援協議会から意見書受理 

■第２回障がい者保健福祉専門分科会 開催 

■第３回障がい者保健福祉専門分科会 開催 

8 月 6 日 ■第４回障がい者保健福祉専門分科会 開催 

9 月 11 日 ◇市議会常任委員会報告 

10月 14日～11月 14日 ◇パブリック・コメント手続きによる市民意見募集 

平成 27 年 2 月 4 日 

2 月 27 日 

■第６回障がい者保健福祉専門分科会 開催 

■福岡市長への答申 

パブリック・コメント 市長 議会連携

公表

意見

福岡市保健福祉審議会

障がい者保健福祉専門分科会

事務局：障がい者在宅支援課

福岡市障がい者等

地域生活支援協議会

意見
答申 諮問

２　計画策定の経緯
実 施 年 月 実　施　概　要

平成25年	 7月～8月 ◇精神障がい者実態調査（一次調査）	実施

9月～10月

◇障がい児・者実態調査	実施
◇発達障がい児・者実態調査	実施
◇難病患者実態調査	実施
◇精神障がい者実態調査（二次調査）	実施
◇事業者等実態調査	実施

平成26年3月 ◇福岡市障がい児・者等実態調査報告書	発行

4月	 2日
■福岡市保健福祉審議会へ諮問
■第１回障がい者保健福祉専門分科会	開催

7月	 9日
7月14日
7月22日

■福岡市障がい者等地域生活支援協議会から意見書受理
■第２回障がい者保健福祉専門分科会	開催
■第３回障がい者保健福祉専門分科会	開催

8月	 6日 ■第４回障がい者保健福祉専門分科会	開催

9月11日 ◇市議会常任委員会報告

10月14日～11月14日 ◇パブリック・コメント手続きによる市民意見募集
平成27年	 2月	 4日

2月27日
■第６回障がい者保健福祉専門分科会	開催
■福岡市長への答申
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３　･福岡市保健福祉審議会障がい者保健福祉専門分科会委員一覧
（敬称略　50音順）

氏	　　　名 役　職　等 任　　　期

伊　藤　嘉　彦 精神障がい者地域活動支援センター	Ⅰ型
そよかぜのまち	相談員

平成24年６月６日～
平成27年２月28日

海老原　俊　恵 愛宕浜キッズ・ＬＥＧＯ	代表 平成24年８月８日～
平成27年２月28日

大　神　朋　子 弁護士 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

吉　良　潤　一 九州大学大学院医学研究院
脳神経病研究施設神経内科	教授

平成24年３月１日～
平成27年２月28日

工　藤　　　幸 福岡市知的障がい者相談員 平成24年６月６日～
平成27年２月28日

篠　原　達　也 福岡市議会第２委員会	委員 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

柴　田　瑠美子 国立病院機構福岡病院小児科医 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

進　藤　和　昭 福岡市民間障がい施設協議会	会長 平成24年６月６日～
平成27年２月28日

日　隈　富貴雄 福岡市立若久特別支援学校	校長 平成25年５月16日～
平成26年６月12日

髙　嶋　正　章 福岡市立生の松原特別支援学校	校長 平成26年６月13日～
平成27年２月28日

中　原　義　隆 社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会	会長 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

納　富　恵　子 福岡教育大学大学院教育学研究科	教授 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

野　口　幸　弘 西南学院大学人間科学部	教授 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

江　藤　仁　章 福岡地区中小企業団体連合会	中央会参事・事務局次長 平成24年３月１日～
平成26年４月25日

野々上　幸　治 福岡地区中小企業団体連合会	事務局次長 平成26年４月26日～
平成27年２月28日

長谷川　浩　二 福岡県精神科病院協会	副会長 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

浜　崎　太　郎 福岡市議会第２委員会	委員 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

水　野　英　尚 医療法人にのさかクリニック
地域生活ケアセンター小さなたね	所長

平成24年８月８日～
平成27年２月28日

溝　口　伸　之 株式会社きらきら	代表取締役社長 平成24年８月８日～
平成27年２月28日

宮　本　政　智 福岡市精神保健福祉協議会	副会長 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

向　井　公　太 福岡市手をつなぐ育成会	理事長 平成24年３月１日～
平成27年２月28日

山　田　隆　義 福岡市身体障がい者相談員 平成24年６月６日～
平成27年２月28日

吉　田　恒　代 福岡市民生委員児童委員協議会	常任理事 平成24年６月６日～
平成27年２月28日
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４　福岡市保健福祉審議会諮問及び答申
　（１）諮問

保政第１号
平成26年４月２日

福岡市保健福祉審議会
委員長　石　田　重　森様

福岡市長　髙　島　宗一郎

福岡市保健福祉総合計画の改定等について（諮問）

　福岡市における保健・医療・福祉施策につきましては，平成23年12月に改定した
「福岡市保健福祉総合計画」等に基づき，総合的かつ計画的に推進しています。
　しかしながら，昨年，人口150万人を突破した福岡市におきましても少子高齢化は
さらに進行しており，就業人口の割合は減少するとともに，団塊の世代が75歳を迎
える平成37年には，約四人に一人が高齢者となることが見込まれています。
　今後，高齢者や障がいのある人をはじめ，すべての市民が一人の人間として尊重
され，住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けることができる，健康福祉のま
ちづくりを実現するためには，こうした社会情勢の変化に的確に対応していくこと
が，より一層重要となってまいります。
　そこで，現在の「保健福祉総合計画」，「福岡市高齢者保健福祉計画」，「福岡
市障がい保健福祉計画」を再構築し，より市民生活に即した施策を検討することと
いたしました。各分野別の実施計画と総合計画を一体的に策定することにより，保
健・医療・福祉に関する保健福祉施策を，これまで以上に充実したものとなるよう
総合的に検討し，併せて，今後，本市が目指すべき施策の基本的な方向性を明らか
にし，市民と共に健康福祉のまちづくりを推進してまいりたいと考えております。

つきましては，
　１「福岡市保健福祉総合計画」（平成28年度～平成32年度）の改定について
　２「第６期福岡市介護保険事業計画」（平成27年度～平成29年度）の策定について
　３「第４期福岡市障がい福祉計画」（平成27年度～平成29年度）の策定について

　以上，総合計画の改定及び二つの実施計画の策定について貴審議会のご意見を伺
いたく，諮問いたします。
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　（２）答申
保福審第15号

平成27年２月27日
福岡市長　髙　島　宗一郎様

福岡市保健福祉審議会
委員長　石　田　重　森

　　　　　　「第４期福岡市障がい福祉計画」（平成27年度～平成29年度）
　　　　　の策定について（答申）

　平成26年４月２日付保政第１号により諮問のあった標記の件について，本審議会
は障がい者保健福祉専門分科会で慎重に審議を重ねた結果，別添のとおり答申しま
す。
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５　市民意見募集
　（１）目　　　　的
　「第4期福岡市障がい福祉計画」の策定にあたり，市民との情報共有を図り，
市民意見を計画に反映させるため，福岡市パブリック・コメント手続要綱に基
づき，計画案を公表し，意見募集を実施しました。

　（２）意見募集期間
　平成26年10月14日（火）～平成26年11月14日（金）

　（３）実 施 方 法
　①計画案の公表
　市政だより平成26年10月15日号で告知の上，下記の本市機関及び障がい
相談窓口にて計画案の閲覧及び配布を行うとともに，市民説明会を開催し
ました。
　また，福岡市ホームページにも音声読み上げ対応のテキスト版と併せて
掲載するとともに，計画案の点字版及び音声版を作成し，市役所本庁舎及
び各区役所で利用できるようにしました。

　※閲覧・配布場所
　　・福岡市役所本庁舎（保健福祉局，情報公開室，情報プラザ）
　　・各区役所（福祉・介護保険課，健康課，市民相談室），各出張所
　　・心身障がい福祉センター
　　・福岡市市民福祉プラザ
　　・西部療育センター
　　・東部療育センター
　　・精神保健福祉センター
　　・こども総合相談センター
　　・発達教育センター
　　・発達障がい者支援センター
　　・障がい者就労支援センター
　　・知的障がい者相談支援センター（市内７か所）
　　・精神障がい者相談支援センター（市内７か所）

　②意見提出の方法
　郵送，ファクシミリ，電子メール，福岡市ホームページからの送信，配
布場所への持参により受け付けました。
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　（４）意見募集結果
　①意見提出状況
　　　提出者数…21人・団体（内訳：13人，8団体）
　　　意見件数…72件

　②意見集計結果

意見への対応
意見の分類（件数）

修　正 計画案どおり その他
再　掲

次期障がい者
計画で検討

第１　計画の概要 3 1 2 0 (0)

第２　障がい保健福祉施策をめぐる現状 3 0 3 0 (1)

第３　障がい福祉サービス等の数値目標及び見込量 49 1 36 12 (20)

第４　計画の推進体制 1 0 1 0 (0)

第５　資料編 0 0 0 0 (0)

その他，計画以外に関する意見 16 0 0 16 (1)

合　　　計 72 2 42 28 (22)


