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 平成 25年度 第 1回 宗像市保健福祉審議会議事録 

 

日 時：平成 25年 7月 31日（水） 

      19時 00分～20時 20分 

 場 所：市役所北館 1階 103Ａ会議室 

出席委員：鬼﨑会長、岡山副会長、高岡委員、小川委員、友岡委員、中村委員、鍋山委員、

橋本委員、増田委員、間世田委員、松本委員、山根委員、吉田委員 

事 務 局：【健康福祉部】石松部長 

【介護保険課】中村課長【福祉課】吉田課長【健康づくり課】篠原課長【高齢者

支援課】瀧口課長、橘参事【国保医療課】馬場園課長【保健福祉政策課】柚木

課長､松井係長、市場企画主査、五十里主任主事、中村主事 

【子ども部】柴田部長 

【子ども家庭課・発達支援センター】中村課長【子ども育成課】中野課長 

【教育部】高橋部長 

【教育政策課】大楠係長 

【建築課】中野課長 

 

 

１ 開会（19:00開会） 

（1）開会あいさつ 

 

（2）委嘱状交付 

 

（3）市関係異動職員紹介 

 

（4）議事録（議事要旨）署名委員の指名 

事務局： 今回の議事録署名委員を 2人お願いしたいと思います。1人は鬼﨑会長に、

もう 1人を高岡
たかおか

委員にお引き受けいただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか？ 

（異議なし） 

  

事務局：では、鬼﨑会長と高岡委員にお願いいたします。 

 

２ 報告 

（1）第 2次宗像市保健福祉計画の進捗状況報告について 

会 長：それでは第 2 次宗像市保健福祉計画の進捗状況の報告について、保健福祉政策課
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長から全体の概要をご説明いただき、補足がありましたら各担当課長のほうからも

ご説明をお願いしたいと考えております。それではよろしくお願いいたします。 

 

事務局：本来なら、各担当課長のほうから詳細にご説明すべきところでございますが、49

項目と相当なボリュームでございます。資料につきましては事前にお届けし、内容

には目を通していただいていると存じますので、部の重点目標といたしております

ものを中心に私の方からご説明申し上げ、その後、質疑応答のところで各担当課よ

り補足でご説明を差し上げたいと思います。 

 

それでは、第 2次保健福祉計画進捗状況調査票をご覧ください。各調査票の右肩

にナンバーを表示しておりますので、これをご参照ください。 

 

No.1から No.5は共生するまちづくりの推進施策でございます。 

 

まず、No.1からご説明させていただきます。 

平成 22 年度に社会福祉協議会との連携により、福祉課に併設しました「障害者

生活支援センター」でございますが、相談件数が 7,901 件（前年 7,245 件）と非常

に多くの相談が寄せられております。内訳は、「24年度までの実施状況」に記載し

ておりますが、やはり、サービスの窓口と隣接して設置することで、連携して相談

に応じることができ、スムーズにサービス提供へとつなげることができているので

はないかと考えております。 

№.3の権利擁護の推進でございます。成年後見制度につきましては市民活動団体

や社会福祉協議会の皆さんと、研究や啓発を進めるものの、制度のご理解や手続き

等の難しさから、活用が進まない一面がございます。この打開策の一つとして、24

度から、市民サービス協働化提案制度を用いまして「市民後見人育成事業」として、

研修会と事例発表を実施しています。 

 

次に No.6から No.11は地域保健福祉活動の推進施策でございます。 

 

No.6、地域で支えあう仕組みづくりの推進をご覧ください。この項目では、さま

ざまな取り組みを行っているところでございます。 

地域での支えあいを実現するための大きな柱が、人材でございます。今後、地域

のさまざまな活動をリードする人材、支援が必要な方々を支えていただける人材の

確保といたしまして、健康づくり、介護の分野では、No.10、23 でも記載しており

ますが、コミュニティの皆さんや市民活動団体の皆さんと協働で、健康づくりの地

域でのリーダー育成や認知症サポーター、認知症支援のリーダー育成を積極的に図

ってまいりました。世代間交流支え合い事業（幼老共生）につきましては、赤間の

葉山地区をモデル地区として事業を行っております。自治会の公民館を活用し、週

2 回「葉山ふれあいの家」として、ミニコンサートやシアター、移動販売などが行

われております。 

No.７で個別に取り上げております、災害時要援護者支援につきましては、継続

して自治会に働きかけ、市と協定を締結していただき、特に民生委員児童委員の皆

様のお力も借りながら日常の見守り活動等の立ち上げや災害時に備えた取り組みの
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啓発を進めております。また、市内の社会福祉法人と福祉避難所の開設・運営に関

する協議を進め、趣旨に賛同いただいた 15 法人の 18 施設を福祉避難所として指定

させていただきました。 

さらに No.8、No.11にも記述しておりますが、社会福祉協議会と連携し、福祉教

育セミナーや小中高、保育所等へ福祉体験学習を実施したほか、ボランティアスク

ール、ボランティア入門講座等を開催しております。 

次に No.10、地域に密着した保健福祉活動の推進では、先ほど申しました、健康

づくりのリーダー養成を実施したほか、社会福祉協議会の働きかけにより、各地区

の実情やニーズ、困りごとなどに対応した地区別福祉活動計画の策定を進め、地域

に根ざした活動を展開していただいております。 

 

続きまして No.12から No.17ですが、ここは健康づくりの推進施策についてでご

ざいます。 

No.12、No.14の啓発の取組みにつきましては、健康の保持・増進や生活習慣病予

防を目的に、糖尿病予防教室やコミュニティでの健康相談、健康教育を開催してお

ります。早期発見、予防の観点も併せた課題としまして、さまざまな取り組みを行

うものの、受診率、実施率が目標を下回っており、更なる啓発、周知が必要である

と考えられます。 

No.13、食育につきましては、「健康づくり推進協議会」の中に情報交換・交流

の場として食育推進部会を設置し、食育推進を実践している関係機関、団体への情

報提供、連携強化を図っております。また、「健康むなかた食育プラン」に基づき、

宗像市食生活改善推進会の皆さんと連携し、郷土料理の掘り起しなどの取り組みを

進めてまいりました。 

 No.16、心の健康づくりでは、ゲートキーパー（自殺を思いとどまらせる支援

者）などの人材養成研修会に加え、地域検診会場でのうつ病予防スクリーニング等

を実施しております。 

続きまして No.18、No.19、地域医療、救急医療の推進でございますが、この分野

では、引き続き、宗像医師会等との連携を強化し、体制の確保に努めているところ

でございます。 

 

No.20から No.23は高齢者の生きがいづくりの推進でございます。 

No.22、生活機能の低下状態を把握するための「基本チェックリスト」をもとに、

訪問による二次予防事業対象者の把握を行い、介護予防に関する支援・指導を実施

しております。介護予防の分野の必要性、ニーズは今後ますます高まると考えます

が、介護予防事業への予算は介護給付費の 3％以内という制約が課題となっている

ところでございます。また、地域主体の取り組みとして、地域福祉会による介護予

防いきいき交流会などが各地で開催されております。 

 

No.24から No.27は高齢者福祉サービスの充実でございます。 

No.27、総合相談機能では、地域包括支援センターが在宅の高齢者に関わる総合

的な相談窓口として、関係部署や機関、事業所、地域等との連携を図り、幅広い相

談に応じるとともに、対象者には介護予防ケアマネジメントや在宅高齢者福祉サー

ビスの提供を行っております。 
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処遇困難事例は増加傾向にありまして、いままで以上に時間と労力を費やすケー

スも増えている状況でございます。 

 

No.28、29 は介護保険の充実でございます。この分野では、引き続き、適正な介

護認定に努めるとともに、事業者に対しましては、研修会、連絡会、事例検討会等

の開催を通じて、サービスの質の向上を図っているところでございます。 

 

No.30から No.36は障害者の地域生活の向上施策でございます。 

この中で No.31、32の、地域生活の支援として、相談支援事業所と連携しながら、

積極的に個別支援会議を開催し、利用者のニーズや状況に合わせてサービスの支給

決定を行っております。 

No.33は雇用、就労の推進施策でございます。 

障害者自立支援協議会の就労部会におきましては、障害者就業・生活支援センタ

ーはまゆうと連携して運営を進めており、特に就労に関する支援ガイドブック「つ

ながる」の作成などを行っております。 

宗像まごころ市運営協議会では、市役所内福祉売店ハートループの運営や、道の

駅むなかた、市役所等でまごころ市の開催しております。また、担当者会議の開催

など、施設間の連携、工賃アップの取り組み、障がい者の社会参加の推進等を行っ

ております。 

No.35、36 は、相談、支援体制の充実、強化及び自立支援協議会の施策でござい

ます。障害者自立支援協議会におきましては、就労部会・生活部会での研修会を行

うとともに、ボランティアによる支援との連携協議を行うなど、生活、就労面での

支援の充実を図っております。また、本年度から新たに相談支援ネットワーク会議

を設置し、効果的な相談支援を実施することとしています。 

 

No.37から 43は子育て支援の施策でございます。 

No.38、保育サービスの充実では、ニーズに対応するため、一時保育の実施保育

所を 24年度におきましても１箇所追加し、6園の実施となっております。 

なお、一時保育のニーズは高くなっており、実施園の増加を目指し、園との調整

が課題となっております。 

No.39、相談窓口の充実につきましては、子どもの権利を守るために、平成 24年

4月に「子ども基本条例」施行いたしております。この条例に基づきまして、救済・

相談機関の専門委員の人選および関係部署との協議を整え、25年度当初から子ども

相談センターを開設いたしております。 

この件につきましては、本日、資料を配布させていただいておりますので、後ほ

ど、担当課よりご説明申し上げます。 

No.41、妊産婦・乳幼児の健康づくりでございます。 

妊婦の健康づくりにつきましては、安全・安心な出産及び経済的な負担を軽減す

るため、公費負担による妊婦健康診査、歯科健康診査を実施いたしました。乳幼児

についても、4カ月、7カ月、1歳 6カ月時に健康診査を行ったほか、家庭訪問や相

談を通して、母子の心身の健康管理に関する助言、情報提供を行い、育児不安の軽

減に努めております。 

No.43、発達支援体制の充実についてでございます。 
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発達支援体制の充実としましては、各種相談、研修会、講演会等を実施するとと

もに、特別支援連携協議会を設置し、専門家チームによる学校への巡回指導等を行

っております。通級による指導が必要な児童に対しては通級指導教室を開設いたし

ました。就学指導委員会を開催し、就学指導のための就学相談・就学判断会議を開

催し、保護者への就学に関する助言を行っております。 

また、特別な支援を必要とする児童生徒が多い学校に対しましては、特別支援教

育支援員 29名を配置し、特別支援教育環境の充実を図っております。 

 

No.44 から No.49 まではひとり親家庭等の自立支援、生活支援の充実、勤労者福

祉の充実施策でございますが、時間の都合もあり、説明は割愛させていただきます。 

 

以上、駆け足でございますが、概要説明を終わらせていただきます。 

引き続き、NO.39 の関係で、本日資料を配布いたしておりますので、子ども家庭

課から説明させていただきます。 

 

事務局：お手元に本日配布しました資料 1、資料 2 をもとにご説明させていただきます。 

 

平成 24年 4月 1日に「宗像市子ども基本条例」を制定しました。条例では、「子

どもの権利」「大人の責務」「子どもにやさしいまち」を三つの柱としてこどもの

健やかな成長が保障されるまちづくりをすることを明記しています。 

これを受け、市役所西館にある従来の家庭児童相談室内に『子どもの権利相談』

を併設し、『子ども相談センター』と位置づけました。『子ども相談センター』で

は、従来どおり「児童家庭相談」として保護者を対象とした子どもや子育てに関す

る心配事全般の相談を受け付けるほか、「子どもの権利相談」として子どもの権利

相談員を 2名配置、18才未満の子ども専用フリーダイヤルで子ども自身が相談でき

る体制を整えています。 

このほか、第三者独立機関を設置し、子どもの権利救済委員（弁護士、大学教

授、臨床心理士）による子どもの権利相談案件への指導・助言や、相談・救済の申

し立てがあった場合、迅速かつ適切に対応し、助言または支援するなどの体制を整

えています。 

平成 25 年 7 月末現在の相談件数は、実数で約 27 名。相談種別で多いのは学校

での生活の悩み、友人関係、家族関係、いじめで、延べ約 40件の相談があっていま

す。 

子ども相談センターのリーフレットなどは市内の小中学校の児童・生徒にむけ

全校配布しております。全校朝礼などの時間を使っての広報も行っています。 

    以上で説明を終わらせていただきます。 

 

会 長：それでは、委員の皆様からご質問・ご意見がありましたらご遠慮なくお願いしま
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す。 

 

会 長：全体に入る前に尐し私のほうからご質問をさせていただければと思います。例え

ば№6 のところ、実施状況や実施予定の欄の説明文見出しに黒丸や黒いひし形など

マークがついていますが、何か意味があるのでしょうか。 

 

事務局：複数の担当課でそれぞれ事業を行っているものについては、担当課がわかるよう

区別をつけるためにマークをつけております。 

 

会 長：規則性があるわけですね。わかりました。 

 

委 員：№36 で「地域自立支援協議会の充実」となっている点ですが、今年度から障害

者総合支援法が施行され、「自立支援協議会」の呼称が「協議会」に変更されてい

たと思うのですがどうなるのでしょうか。 

 

事務局：現在「自立支援協議会」については、このままの名称を使っております。 

 

会 長：この点については、制度上の問題でもありますので、整合性をもってやっていた

だく、ということでよろしいでしょうか。 

 

委 員：はい。あと、総合支援法の施行に伴って「協議会」に当事者や当事者の家族の参

加を促進するように、となっているのですが、その点は加味されていますか。 

 

事務局：現在、メンバーの中に当事者と当事者の家族はまだ入っておりません。 

 

会 長：それについても、調査・研究し検討していただきたい。 

  ほかに、ありますか。 

 

委 員：№2で、公的な施設にユニバーサルデザインを取り入れて整備を行っていくとい

うことで、渡船のターミナルや市民体育館についてユニバーサルデザインを取り入

れて整備したとありますが、こういうところにある自動販売機についてはいかがで

しょうか。施設整備の際に、業者に依頼して新しい型に交換してもらうなど、そう

いうところまで配慮できておられますか？ 

 

事務局：市は公共施設の建物整備ということで行っておりまして、自動販売機などについ

ては、各施設管理者の判断にゆだねられています。ご指摘の点やご要望について、
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本日の審議会のような場で私どもにお伝えいただければ各課を通じて各施設管理者

にも伝わり、改善していくと思います。 

 

会 長：ちなみに、ユリックスはいかがですか？ 

 

委 員：ユリックスについては、旧型の自動販売機だったと思います。社会福祉協議会が

業者と契約して設置している自動販売機がございますが、それについては、業者に

お願いして新しいものに変えていただくようしております。ただ、まだ旧式のもの

で残っているものはあります。 

 

会 長：関連ですけども、共同募金で設置する自動販売機については新型にしています

か？ 

 

委 員：はい。共同募金で設置するものについても新しい型にするよう調整しているとこ

ろです。 

 

委 員：ぜひ善処していただければと思います。 

 

会 長：ほかに何かございませんでしょうか 

 

委 員：30 ページの「障害者サービスの充実」ですが、重症心身障がい者やすべての障

がい者がいきつくターミナル期のケアについて、もう尐ししっかりスポットを当て

ていただきたいと思います。医療と福祉が一体となったサービスが宗像市にはあり

ません。近郊にはありますが、満床で利用も難しい状況です。本人はもちろん、ご

家族についても、高齢化していく中で相談できる窓口がないためなかなか声が上が

ってこない状況です。 

 

事務局：ご指摘いただいたように、ターミナルケアに関しましては、市全体で考えていく

ことだと思っております。他課とも協議しながら、検討していきたいと思います。 

 

会 長：宗像市で手帳を交付されている人の中でも、高齢な人もでてきているのではない

かと思われます。ぜひ調査研究していただいて、行政としてどのような考えをもて

ばいいのか整理していただきたいと思います。 

 他に何かございますか。 

 

委 員：参考程度の意見なのですが、8ページのところの「ボランティア活動の支援」に
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ついて、関東一円では小学生を対象に「夏体験ボランティア」という取り組みをし

ています。4年～6年のみを対象とするのではなく、低学年も対象にいれてはどうで

しょうか。 

 

委 員：社協が率先してボランティア育成をしていくべきだと思っております。社協でも

8月 21日から 3日間、応募の中から一定の人数ではございますが、ジュニアボラン

ティアスクールというものを行っております。あと、年齢は上がりますが高校生の

ボランティアスクールというものも行っております。小さな頃からボランティア体

験・理解することは大事だと思いますので、色々なご意見をいただきながら取り組

んでいきたいと思います。 

 

会 長：ほかに何かございませんでしょうか 

では私から 1点。こども基本条例ということで、子ども相談センターなど新しい

取り組みをしているということですが、県の宗像児童相談所と子ども相談センター

や担当課との、虐待を含めた連携はどのような状況でしょうか。 

 

事務局：虐待につきましては、今までどおり児童家庭相談として対応しております。実際

の状況としては今年度、一時保護が 3 件ほど発生しております。連携についてはま

だ始まったばかりで、相談内容について児童家庭相談としてうけるのか、子どもの

権利相談としてうけるのか、あいまいなところもありますが、実際に対応を進めな

がら内部で徐々に調整していこうと思っております。 

 

会 長：ほかになにかご質問ございませんでしょうか。 

 

委 員：№10についてですが、社協が各地区ごとに地区福祉活動計画（5ヵ年計画）を策

定しているとありますが、コミュニティの規約や計画（10ヵ年計画）と実施期間な

どの点で整合性が取れておらず不都合が生じるのではないかと思いますが、そのよ

うな不都合は行政で把握していますか。 

 

事務局：コミュニティの独自性があり、やり方によっては齟齬が生じているという懸念だ

と思いますが、コミュニティの実態としては把握しておりません。 

 

委 員： コミュニティの規約や計画と福祉会（社協）の計画策定についてすりあわせを

しておかないと今後不都合が生じる可能性もあるので検討すべきだと思います。 

 

委 員：確かに不整合はあります。調整するところは調整すべきかと思います。社協では
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きちんとした計画を作っているつもりではありますが、意思疎通ができていないと

ころが確かにありますので、例えばコミュニティの担当課が、どちらの計画も把握

して調整していく必要はあると思います。 

 

会 長：昔、社協の評価・指針整理に携わった際、福祉会を各校区ごとに作っていこうと

する中で、『福祉会』と地域に根ざした行政の流れを汲む『区』の活動部分との整

合性をどう調整するか、という議論はあったように聞いています。整合性について

は調整する必要はあり、大きな課題であるかと思います。社協あたりの調整もお願

いしながら、当事者である団体も協力していくべきかと思います。 

 

    ほかに何かございますか 

 

委 員：43ページの「発達支援センターにおける連携」ですが、平成 24年度の実施状況

に相談件数が載っています。発達障がいというのは年々増えており、4 歳児健診な

どでの早期発見後、相談があっているのか、対応ができているのかをお伺いしたい。

また、アレルギー児も特に増えてきています。アレルギー児への対応も今後課題に

なるかと思いますが、どのように考えていますか。 

 

事務局：たしかに、発達障がいの相談件数については増えております。対応につきまして

は増員をし、チームで対応して様々な面から総合的に判断して対応しております。

相談件数は多いですが、電話相談で終わるものなども含んでおりますので、実際の

対応としては 400 人くらいが相談の実数です。体制については、今の体制で十分対

応できているかと考えております。 

アレルギーの件なのですが、子ども保健係のほうで「食育」に力をいれておりま

して、離乳食から食を大切にし、アレルギーも含めて対応しているところでござい

ます。 

 

会 長：ほかにございませんか。 

   では、「３．その他」に入っていきたいと思います。 

 

 

３ その他 

 

会 長：その他については 3件ほどございます。まず介護保険課からご説明をお願いしま

す。 
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事務局：介護保険課から、平成 25 年度宗像市地域密着型サービス指定候補事業者の公募

状況についてご報告いたします。 

 第 5 期高齢者福祉計画・介護保険事業計画にもとづき、日の里中学校圏域に地域

密着型サービス、具体的には小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護

の基盤整備を図ることにしています。 

 今年の 3 月下旪に事業者の公募を開始し、5 月末までに 3 者から、申し込みたい

という意向確認書の提出がございました。これを受け、市主催で周辺住民への説明

会を開催し意見を聴取しております。応募書類の提出期限である 6 月 28 日までに、

2 者から応募がありました。また、その後予定地の近辺の方から施設整備への強硬

な反対意見が出され、現在のところその 1 ヶ所の整備は困難な状況ではないかと考

えております。 

 いずれにしましても、8月 20日開催予定の選考委員会で応募事業者について審査

し、その結果を介護保険運営協議会の地域密着サービス運営部会で協議しまして、8

月中に指定候補事業者を決定する予定となっております。 

 以上、宗像市地域密着型サービス指定候補事業者の公募のこれまでの経過と今後

の予定をご報告いたしました。 

 

会 長：何かご質問はありますでしょうか。ありませんでしょうか。 

それでは二つ目の件について、高齢者支援課から説明をお願いします。 

 

事務局：むなかた改善会議の結果をご報告いたします。 

今年度は、6月に敬老事業(敬老祝い金)について改善会議があり、結論的には評

価結果は『現行どおり』が 5、『縮小』が 7、『廃止』が 2ということでした。 

 これを受け対応方針を検討してまいりましたが、「当市の敬老祝い金は他市と比

較して決して高くない」点、「88歳以上からと対象を限定している」点などを踏ま

え、当面は現行どおりで行うことといたしました。 

 今後も他市の動向をみるほか、配布を現金ではなく商品券にしたらどうかという

意見もございましたので検討して参りたいと思います。 

 

会 長：それでは、3つめであります。保健福祉政策課よりお願いします。 

 

事務局：旧宗像市保険福祉会館ゆうゆうぷらざの委譲先公募についてということで報告さ

せていただきます。 

 まずは経過ですが、当施設は昨年、平成 24 年 3 月末をもって閉館しております。

その後施設の委譲先を公募し、現地説明会には 4 者の来訪がありましたが、最終的

にはどこも手が上がらなかったという状況でございます。そこでこの度、要件の一
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部を見直し、再度公募する予定です。 

 公募の要件の変更についてですが、前回、土地は有償でしたが、今回は無償貸与、

建物につきましては、売却価格を 1 億 320 万円で売却。応募の対象については変更

なく、社会福祉法人または医療法人の既存法人を対象に応募を募っていきたいと思

います。ホームページへの掲載はもちろん、今回は県内の社会福祉法人・医療法人、

両方あわせて 1,200 件程度に郵送でダイレクトメールなどでご案内差し上げたいと

考えております。委譲の条件も変更なく、施設は、保健福祉、介護のサービス提供

等に活用し、建物・設備・備品等は現状のまま引渡し、運営経費・改修費に対する

助成は行わないということでございます。 

 スケジュールにつきましては、明日 8 月 1 日から公募を開始し、公募要項等を配

布します。8 月 28 日と 9 月 25 日に現地説明会を開催いたしまして 11 月 29 日応募

締め切り、その後、選考委員会・議会等の議決を経て来年の 3 月で本契約できたら

と考えております。実際の譲渡は、敷地内に道路が通っておりますのでその整備を

して来年の 10月に行う、ということで考えております。 

 以上で報告を終わります。 

 

会 長：その他ということで報告事項を 3件していただきましたが、何かご質問などはあ

りますか。よろしいでしょうか。 

 

 それでは本日予定されております議事は以上でありますので、これで終わりた

いと思います。 

 

（20:20 閉会） 
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以上、平成 25 年度第 1 回宗像市保健福祉審議会議事録は、その内容が正確であることを

証するためにここに署名します。 

 

 

平成  年 月 日 

 

 

 

会   長               

 

 

署 名 委 員               

 


