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平成 29年度 第 2回 宗像市保健福祉審議会議事録 

日 時：平成 29年 12月 14日（木） 

      19時 00分～20時 30分 

 場 所：市役所北館 2階 202会議室 

出席委員：鬼﨑会長、岡山副会長、安東委員、大隅委員、大坪委員、小林委員、塩谷委員、 

柴田委員、高岡委員、筒井委員、中谷委員、飛鷹委員、前村委員、間世田委員、 

松倉委員、山下委員 

事 務 局：【健康福祉部長】篠原部長 【保険医療担当部長】中村部長 

【介護保険課】嶋田課長  【福祉課】高野課長、有吉係長 

【健康課】惠谷課長､松井係長、上田主任主事、小原主事 

 

 

【開会】（19:00） 

 

１ 開会あいさつ 

（健康福祉部長より挨拶） 
 

２ 委嘱状交付 

  （委嘱された各委員へ、健康福祉部長より委嘱状を交付） 

 

３ 委員紹介 

  （各委員が自己紹介） 

 

４ 職員紹介 

  （職員が自己紹介） 

 

５ 審議会会長、副会長選出について 

 

  事務局： 保健福祉審議会規則第４条第２項により、会長・副会長は委員の互選により

選出することとなっている。立候補もしくは推薦はないか。 

   

委 員： 前期に続いて鬼﨑委員に会長を、岡山委員に副会長をお願いするのはいかが

か。 

  

 委 員： 異議なし（多数） 

 

事務局： それでは、会長を鬼﨑委員、副会長を岡山委員にお願いしたい。そして、以

降の進行を会長にお願いしたい。 

 

６ 議事録署名人について 
（会長により、大隅委員と大坪委員が署名委員として指名される。） 
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７ 報告事項 

（１） 第７期宗像市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）（資料１） 

 

会 長： 資料１に基づいて事務局より説明をお願いする。 

 

事務局：（介護保険課長から進捗状況報告） 

 

会 長：（報告内容の確認）質疑応答があれば、発言してほしい。 

 

委 員： ６２ページの通所型サービスのところの実績と見込みにおいて、平成２８年、２

９年、３０年と減尐しているが、数字は合っているのか。 

 

事務局： 新たなサービスである通所型サービスＡというものが、平成２８年度から開始し

ている。平成２８年度から２９年度にかけては、４事業所のみで行っていたが、

平成３０年度の第７期からは事業所指定を新たに増やし、１６事業所で行う予定

としている。合わせて２０事業所となる。利用者の状態によっては、この第７期

から、通所型サービスから通所型サービスＡに移ってもらうようになるため、通

所型サービスの平成３０年度からの実施回数は減尐の見込みとなる。 

 

委 員： そのため減尐後、徐々に増加しているのか。 

 

事務局： その通りである。 

 

会 長： 他に質問はないか。 

 

委 員： １０ページの人口ピラミッドについて、平成２年と平成２７年とあり、２５年経

つとそのまま上の方に推移し、多尐亡くなる方がいるが、おおよそ同じ形を成す

と考える。これを見ると、平成２７年において、５０歳くらいから７０歳くらい

までの方で、男性も女性も、平成２年の２５歳くらいから４５歳くらいまでと比

べて明らかに増加している。これは宗像市の大きな特徴なのかと思うが、他市町

村あるいは日本全国的な傾向よりも、この５０代から７０代の方たちの数が非常

に多いということで、説明にもあったように２０２５年がピークではないという

ことが如実に表れており、２０２５年以降が大変になってくると思う。また、出

生だけでなく、人の異動、多くの流入も見られ、これも宗像市の特徴だと考えら

れる。それらを踏まえて、これからの計画を考えてほしい。 

 

会 長： 意見ということでよろしいか。 

 

委 員： はい。 
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会 長： 他に質問はないか。 

 

委 員： ５１ページの地域ケア会議のことについて質問がある。実績と見込みのところで、

平成３１年１月設置が４ヶ所あり、会議の見込み数も出てきている。今までは宗

像市の地域包括でしてきた会議が４ヶ所に分散するが、この中での地域ケア会議

のメンバーというのは、今までどおり宗像市の職員か。 

 

事務局： 新しい仕組み、制度を始めていく段階であるので、当初は市の職員で臨むのがよ

いだろうと考えている。ただし、将来的には、客観的、公平に地域の仕組みづく

りを行える団体等がいれば、そちらに委託するということも視野に入れて、徐々

に進めていきたいと、現段階では考えている。 

 

会 長： よろしいか。 

 

委 員： 今まで宗像市の地域包括が行ってきた中で、ある程度良い悪いといった整理がで

きているのではないかと思う。今度４ヶ所に分散しても、また同じように宗像市

の職員で行っていくと考えてよろしいか。 

 

事務局： 地域包括支援センターに関しては、委託法人を、委託のおおよそ６ヶ月から８ヶ

月前より選定し、６ヶ月前より法人が雇い入れる３職種の方たちを市の方で受け

入れをし、研修派遣という形で勤めてもらっている。各４地区、最終的には６地

区になる地域包括支援センターにおいて活躍してもらう方々については、受託を

受けた法人の職員となる。 

 

会 長： よろしいか。 

 

委 員： 福津市の方では、地域ケア会議を医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問リハ、リ

ハビリ、言語聴覚というような団体に依頼して、そこから派遣といった方法をと

り、広く専門職の意見を聞くケア会議、という構成となっている。福津市と宗像

市が違うので、考えを聞きたい。 

 

事務局： 地域ケア会議についての考え方は、委員のご指摘のとおりである。主催する生活

支援コーディネーター等のメンバーについては、当初は市の職員と考えている。

地域の中にどんな方がいるかなども含めて、情報がないので、最初は市主導で進

めていきたい。関わっていただくメンバーもそれぞれの地区で違ってくると思う。

市全体を網羅する委員としては、民生委員児童委員であったり、各地域の福祉会

の方であったり、ところによっては医師会、歯科医師会、薬剤師会の方にご協力

をいただく場面もあるかと思う。これは、市が一律的、一元的に考えを持ってい
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くのではなく、地域の中でどういったメンバー構成にするのが相応しいか議論し

ながら進めていくのが望ましい。現在設置してある吉武・赤間・赤間西地区をモ

デルケースとしながら、その地区として望ましい地域ケアのあり方にしていきた

い。 

 

委 員： わかった。福津市の地域ケア会議に出席し、専門職の意見を述べさせてもらって

いる。その中で、やはり介護予防には医師の意見、歯科医師の意見等の必要性を

感じているので、報告しておく。 

 

事務局： そういった観点で、市の方も進めていきたい。 

 

会 長： 他に質問はないか。 

 

（質問等なし） 

 

会 長： 報告事項は以上で終わりとする。 

 

 

８ 審議事項等 

（１） 第５期宗像市障がい福祉計画・第１期宗像市障がい児福祉計画（案）（資料２） 

 

会 長： 資料２に基づいて事務局より説明をお願いする。 

 

事務局：（福祉課長より進捗状況報告） 

 

会 長：（報告内容の確認）質疑応答があれば、発言してほしい。 

 

委 員： ２７ページの２ 短期入所（ショートステイ）・日中一時支援の提供体制の充実に

ついて。医療的ケアの必要な人の短期入所は、とても難しい状況にあるので、そ

の人たちも項目に追加してほしい。 

 

事務局： 医療的ケアが必要な障がい者、障がい児の支援というところで、宗像・福津圏域

において、医療的サービスを伴う入所施設は現在３ヶ所ある。ただ、以前から委

員のご指摘にもあるように、指定は受けているが、支援体制が整っておらず、受

け入れができていない現状がある。それを踏まえて、医療的ケアが必要な人につ

いての文章を追加するかは今後検討していく。 

 

委 員： その文言を入れるということは、施策の方向性が見えてくるというところでいい
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のだろう。しかし、今現在ある３ヶ所が動いていないという実態があるというこ

とは、障がいのある人たちの命にすぐ対応できないのではないかと思う。文言を

追加するだけでなく、今ある施設も含めて今後どう対応していくかも考えてほし

い。 

 

委 員： 今ある３ヶ所の施設では、医師は常駐しているのか。  

 

事務局： 今ある施設は、医療機関がバックについており、１つは個人の医療機関が行って

いる日帰りの入所サービスがある。 

 

委 員： 医療的ケアが必要な人たちが病気になって、自宅では看病できない場合に、そう

いう人たちを臨時的に受け入れる空きベッドを用意しておかないと機能しないの

ではないか。 

 

会 長： 今、論点が２つ出ている。１つは、医療的ケアが必要な人の短期入所についての

文言を計画書に入れるということと、もう１つは、３ヶ所の施設における実質的

な対応ができるような体制が整えられるかどうかというところである。これは、

実施していく上での大きな課題となっているところであろう。今後の見通しはど

うか。前向きに検討できるのか。 

 

事務局： ３施設は県から指定を受けている。空きベッドの確保についてと、受け入れ体制

が整わないもう一つの原因である看護師不足についても、県の方に要望している。

また、ショートステイとはかたちが異なるが、レスパイト入院という制度があり、

そちらの方をショートステイの代わりに利用できるように話を進めているところ

である。 

 

委 員： わかった。また、５１ページの２行目に、短期入所施設が市内に開設されていま

す、とあるが、どこにあるのか。 

 

事務局： 先ほど話にあった施設である。 

 

委 員： ここは宿泊できないのではないか。 

 

事務局： はい、日帰りである。 

 

委 員： 短期入所施設という表記は、知らない人が見ると誤解が生じるのではないか。 
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事務局： 考え方として、短期入所は一定期間の宿泊だけを指すのではなく、日帰りのショ

ートステイも含んでいる。そのため、こういう表現とした。 

 

委 員： 私たちは、ショートステイは宿泊だと考えている。 

 

委 員： 同じく、どちらかと言うと泊りの感覚である。医療機関の都合や、体制の問題等

あると思うが、市の計画書に書いて、市民に公表する以上は、ひとつひとつ段階

的にでも充実させて、成果があるように努力していくべきである。また、書く以

上は、実効性のあるものにしていく責任があると思う。 

 

会 長： それでは、表記を「短期入所施設（日帰り）」とするのがいいのではないか。 

 

事務局： 意見を参考にして、表現については検討する。 

 

会 長： 前向きな回答が出るように、検討をお願いする。 

 

委 員： 先ほどからのショートステイの件について、２年前も同じ議論があった。今回の

計画書も、施策を立てて、方策を立てて、実行するにあたっての見込みや、現状

が見えない。受け入れができていないという現状があるのであれば、これからど

のような施策を組んで、どう実行して、着地点として、３ヶ所すべての施設で受

け入れを可能にする等の目標が必要なのではないか。 

 

事務局： こちらから３施設に対してベッドや人員整備についてお願いはしている。しかし、

各事業所の事情もあり、実現に至っていない。行政主体の部分であれば、明確に

記載もできるが、事業所側の部分は記載できかねる。悩ましい書きぶりになって

いることは、認識している。 

 

委 員： 記載については、了解した。しかし、先ほどからあるように、文言だけでなく、

施策の方向性が具体化して見えるようなことを市として行っていただきたい。 

 

委 員： 今の話から、看護師の人材不足が決定的な要因となっているようである。どこの

病院でも看護師が不足しており、それを市の方にとういうのもなかなか難しい話

である。そこで、市は看護師の養成に関する道筋をつけていくことはできないか。 

 

事務局： 行政の方で助成制度を創設し、資金的な面でバックアップしていく方法はある。 

 

委 員： どういう方法が効果的かはわからないが、看護師になってくれる人を市の方でも

支援してほしい。 
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事務局： 国や県への財政的な支援の要請も含めて、市の方でどこまでできるのか検討して

いきたい。 

 

委 員： 看護師もそうだが、介護士も同じ状況である。それが本当に市レベルの話でいい

のかどうか。 

 

事務局： ご指摘のとおり、市単独でできることは小さい。大きな考え方として、国として

動く必要であるので、国・県へ要請をしていきたい。 

 

委 員： どの計画書も総花的な記載となっているが、３年ごとに見直すというところで、

実際に実現しそうなものをある程度絞り込んだ方がよいのではないか。どれもこ

れも中途半端になるのはあまりよろしくない。 

 

事務局： 確かに重点の部分はいろいろとあるが、基本的には現状の利用者の方を中心に見

据えて、広く継続していく必要がある。 

 

会 長： この施策の中で、十分に取り組むことができていない部分についての指摘があり、

宗像市だけでは対応できない部分もあるので、それは国・県へ要望を出していく

必要がある。ただ、今日の意見にもあるように、医療的ケアが必要な人への対応

については前から言われていることもあり、その回答については、１月の審議会

でお願いする。人材の確保など、国・県と連携しながら進めないといけない部分

もある。そういう難しさもあるかと思う。 

     他に質問はないか。 

 

委 員： 尐し視点は違うが、先ほどの介護保険事業計画にもこの計画書の中にも、地域共

生社会の実現という文言が数ヶ所にわたって見られる。さらに１ページにもある

ように、国を挙げての方向性が打ち出されている。尐しわかりづらいが、既存の

福祉サービスや制度でなかなかカバーできない部分、いわゆる地域課題とされて

いる問題を、多様な主体が関わっていくということであろう。そして、多様な主

体の中には、社会福祉法人もあり、一緒になって広域的な地域貢献をしようとい

う動きがある。記述にもあるように、福祉行政も新たな局面を迎えている。今の

段階で、市としての今後の取り組みに向けてのビジョンやイメージがあれば教え

てほしい。 

 

  会 長： 「我が事・丸ごと」の最終報告書、あるいは地域力を高めていくというところの

最終報告書も出ており、我が国においても大きな課題となっている。事務局とし

てなにかあるか。 
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事務局： 地域共生社会の実現というのは、障がい者福祉分野においては障害者基本法の中

の基本理念であり、地域の中の障害のある方もない方も共生し合う社会の実現と

いうものである。併せて高齢者福祉計画の地域包括ケアシステムの推進が図られ、

そういった状況の中で国が地域共生社会の実現を推進している。国は、高齢者、

障がい者、子どもに対する施策の縦割り的な考えではなく、総合的、包括的な支

援を掲げている。また、地域住民を主体とした支え合いの地域づくりへの転換を

打ち出している。それと併せて、共生型サービスが創設された。これは、それぞ

れの分野に分かれていた介護保険と障がい福祉のサービスについて、障がい者が

６５歳になった時に今までは原則的に介護保険のサービスに移行となっていたが、

引き続き障がい福祉サービスを受けられるような制度である。具体的な基準等は、

これから国が示していく。しかし、共生型サービスが創設されたという点で、第

１歩進んだと考えていいだろう。その上で、やはり地域主体が鍵となる。仕組み

づくりが重要になってくるであろうから、今後も社会福祉協議会と協力しながら、

進めていきたい。 

 

会 長： よろしいか。 

 

委 員： はい、社会福祉協議会はこのテーマについて大きく関わるつもりである。行政の

方も推進していってくれればと思う。 

 

会 長： 行政、社会福祉協議会、あるいは地域、市民が協力しながら作っていく部分であ

ろうから、よろしくお願いする。 

     他に質問はないか。 

 

（質問等なし） 

 

９ その他 

（事務局より次回審議会の日程について） 

 

１０ 閉会挨拶 

  （健康福祉部長より挨拶） 

 

閉会】20:30  

 

平成 30年 2月 8日 

署 名 委 員   大隅 義博       

 

署 名 委 員   大坪 扶美子      


