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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 28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 29年３月 ◇福岡市障がい児・者等実態調査報告書 発行 

５月 15日 ■福岡市保健福祉審議会へ諮問 

７月 10日 ■第１回障がい者保健福祉専門分科会 開催 

８月７日 ■第２回障がい者保健福祉専門分科会 開催 

９月５日 ■第３回障がい者保健福祉専門分科会 開催 

10 月 12日 ◇市議会常任委員会報告 

11月６日～12月８日 ◇パブリック・コメント手続きによる市民意見募集 

平成 30年１月 29日 ■第５回障がい者保健福祉専門分科会 開催 

２月６日 ■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28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29年　　3月 ◇福岡市障がい児・者等実態調査報告書	発行

5月15日 ■福岡市保健福祉審議会へ諮問

7月10日 ■第１回障がい者保健福祉専門分科会	開催

8月	 7日 ■第２回障がい者保健福祉専門分科会	開催

9月	 5日 ■第３回障がい者保健福祉専門分科会	開催

10月12日 ◇市議会常任委員会報告

11月	 6日～12月	 8日 ◇パブリック・コメント手続きによる市民意見募集
平成30年	 1月29日

2月	 6日
■第５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

浦　部　英　雄 福岡県中小企業団体中央会	事務局次長 平成29年４月１日～
平成30年２月28日

大　神　朋　子 弁護士 平成24年３月１日～
平成30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30年２月28日

楠　　　正　信 福岡市議会第２委員会	委員　　　　 平成27年３月１日～
平成30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30年２月28日

佐々木　淳　司 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28年７月12日～
平成30年２月28日

佐々木　俊　雄 福岡市立今津特別支援学校　校長 平成28年７月12日～
平成29年２月28日

椎　葉　　　亮 福岡市民間障がい施設協議会	会長 平成28年７月12日～
平成30年２月28日

田　代　芳　樹 西日本新聞社論説委員会	委員 平成27年３月１日～
平成30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30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30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30年２月28日

野々上　幸　治 福岡県中小企業団体中央会	事務局長 平成26年４月26日～
平成29年３月31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30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30年２月28日

舟　越　厚　子 社会福祉法人自立の里　保護者会くるみの会　会長　評議員 平成28年７月12日～
平成30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30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30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30年２月28日

安　元　佐　和 福岡大学医学部医学教育推進講座主任	教授 平成27年３月１日～
平成30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30年２月28日

吉　住　寛　之 ユニバーサルデザイン・コンサルタント 平成28年７月12日～
平成30年２月28日

吉　竹　雅　人 福岡市立博多高等学園　校長 平成29年７月10日～
平成30年２月28日

吉　田　恒　代 福岡市民生委員児童委員協議会	副会長 平成24年６月６日～
平成30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

保在第154号
平成29年５月15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

　　　　　　「第５期福岡市障がい福祉計画」（平成30年度～平成32年度）
　　　　　の策定について（諮問）

　福岡市における障がい保健福祉施策につきましては，障害者総合支援法に基づく市町村
障害福祉計画として策定した「第４期福岡市障がい福祉計画」に基づき，計画的に推進し
ています。
　また，この度，改正がなされた児童福祉法（平成30年４月１日施行）において，市町村
は「市町村障害児福祉計画」を定めるものとされており，また，当該計画は，上記市町村
障害福祉計画と一体のものとして策定することができるとされていることから，これらの
２つの計画を統合したうえで，障害者基本法に基づく市町村障害者計画として策定した
「福岡市保健福祉総合計画障がい者分野」（平成28年度～32年度）等との整合を図りなが
ら，「第５期福岡市障がい福祉計画」（平成30年度～32年度）を策定することとしており
ます。
　
　なお，市町村障害福祉計画は，３年ごとの計画策定が基本指針により定められておりま
す。このため，「第５期福岡市障がい福祉計画」（平成30年度～32年度）は，障害者総合
支援法に基づく障害福祉サービスや児童福祉法に基づく障がい児通所支援等が計画的に提
供されるよう，平成32年度における障害福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年
度のサービス需要を見込むとともに，サービスの提供体制の確保や推進のための取組みを
定めるため，平成29年度内に策定する必要がございます。
　
　つきましては，「第５期福岡市障がい福祉計画」（平成30年度～32年度）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17号

平成30年２月６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５期福岡市障がい福祉計画」（平成30年度～平成32年度）
　　　　　の策定について（答申）

　平成29年５月15日付け保在第154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５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29年11月６日（月）～12月８日（金）

　（３）実 施 方 法
　①計画案の公表
　市政だより平成29年11月１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およ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，こども未来局，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
　　・区基幹相談支援センター（市内14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：12人，９団体）
　　意見件数…64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

計画全般に関する意見 3 0 3 0

第１　計画の概要 2 0 1 1

第２　障がい保健福祉施策をめぐる現状 2 1 1 0

第３　障がい福祉サービス等の数値目標及び見込量 31 4 9 18

第４　計画の推進体制 2 0 0 2

第５　資料編 4 0 0 4

その他，計画以外に関する意見 20 0 1 19

合　　　計 64 5 15 44


