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平成 24 年度 第 2回 宗像市保健福祉審議会議事録 

 

日 時：平成 24年 12 月 18 日（木） 

      19 時 00 分～20 時 10 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、石津委員、小川委員、郷司委員、宇治委員、中村委員、

西﨑委員、増田委員、松本委員、山根委員、吉田委員 

事 務 局：【健康福祉部】吉田部長 

【介護保険課】長谷川課長【福祉課】花田課長、中野係長、内田係長、【健康づ

くり課】篠原課長【地域包括支援センター】瀧口所長【国保医療課】馬場園課

長【保健福祉政策課】中村課長､柚木係長、五十里主任主事、児島主事 

【子ども部】柴田部長 

【子ども家庭課】原課長【子ども育成課】中野課長【発達支援センター】中村所

長 

 

 

１ 開会 

（1） 開会あいさつ 

（吉田健康福祉部長あいさつ） 

     お疲れ様でございます。本日は師走のお忙しい中ご出席いただきまして感謝申

し上げます。今回このほど取りまとめました保健福祉の現況についての報告が主

な案件でございます。いろいろな視点から議論、ご意見をいただければと思って

おります。衆院選も終わりましたけども、今回の選挙結果が国の保健福祉に関す

る方針等どのような影響を与えるかについても大変悩ましいところでございます。

本市の政策事業に与える影響もあるかなと思っておりますので、地方として十分

注視していきたいと思っております。 

それからこれは既定路線でございますけど、来年の 4 月から国の権限委譲の関

係で、社会福祉法人の認可それから監査の権限が、県から市のほうに移ってまい

ります。そういうこともありまして、私ども健康福祉部が所管することになりま

すので、部内の所掌の変更それから事務処理に対しての認知を今進めております。

次回の会議で具体的に報告させていただくことになろうかと思っております。 

それから平成 22年度に整備いたしました玄海大島圏域の介護保険の地域密着型

の施設の件でございます。ご存知かと思いますけども、議会におきまして百条委

員会等も設置されましてご心配をおかけいたしました。9月に百条委員会の報告を

受けまして、市として必要な改善等には取り組んでいるところでございます。施

設自体は現在良好に運営されているということを報告させていただきたいと思っ
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ております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（鬼﨑会長あいさつ） 

   年末のご多忙の中ご出席いただきましてありがとうございます。時間の関係も

ございますから、早速お手元にお配りいたしております資料に基づいて、本日の

審議会を進めていきたいと考えております。まず議事録議事要旨署名委員の指名

ということで事務局からお願いいたします。 

 

（2）議事録（議事要旨）署名委員の指名 

事務局  まず前回の議事録の関係でございますが、本日お手元に配布しております、前

回 6月 28日に開催いたしました、審議会議事録の確認をしていただくようにみな

さまにお願いしておりましたが、特に修正ございませんでしたので、本日配って

おります議事録をもって決定とさせていただきます。本日の審議会終了後に前回

議事録署名委員として指名されました鬼﨑会長と郷司委員に署名をお願いいたし

ます。よろしくお願いします。 

     次に今回の議事録署名委員を、1人は鬼﨑会長に、もう 1人を中村委員にお願い

したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

   （異議なし） 

 

事務局  異議ないようですので鬼﨑会長と中村委員にお願いいたします。よろしくお願

いいたします。 

 

会長   ありがとうございました。ということで本日の審議会の議事録署名委員につき

まして、中村委員と不肖鬼﨑が担当するということになりました。よろしくお願

いいたします。 

    

 

２ 報告 

（1） 平成 24 年版 保健福祉の現況について 

会長   それでは報告ということで平成 24年版の保健福祉の現況について事務局のほう

からご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局  保健福祉の現況につきましては、平成 23 年度に行いました市の保健福祉の事

業・サービスについて、どういうことを行ったか、その結果はどうであったかと

いうことについてその概要をまとめたものでございます。私の方から掻い摘んで
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ご説明申し上げました後、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。 

それでは説明に入らせていただきます。 
 まず「第 1 章 健康づくり」でございます。市民の健康づくりに向け、「健康

むなかた 21」、「健康むなかた食育プラン」等に基づきまして、予防重視の施策

に取り組んでおります。 
 6 ページから 7 ページでございます。地区コミュニティを主体としました健康づ

くりでは、リーダー養成講座や情報交換会の開催、保健師、管理栄養士の地区担

当制配置などによりまして積極的に支援を行っております。 
 10 ページでございます。感染症の予防では、平成 23 年 1 月から開始いたしま

した子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌予防接種につきましては、それぞれ、4,736
件、3,009 件、3,482 件でございます。また、23 年 5 月から定期予防接種の対象範

囲が拡大となりました日本脳炎につきましては、前年度比で 1,400 人ほどの増加

となっております。 
 次に 11 ページからでございますが、成人・高齢者保健でございます。健康診査

や保健指導、各種相談など予防を重視した活動でございます。介護予防では、市

が行う地域支援事業として、一次予防事業、二次予防事業を行っており、15 ペー

ジにその状況を示しております。介護予防生きがいづくりでは、実施回数を増や

しましたことで参加者が倍増しております。 
 17 ページでございます。こちらからは「第 2 章 福祉」でございます。17 ペー

ジから 21 ページまでは地域でご活躍いただいております福祉会、並びに福祉ボラ

ンティア活動連絡協議会の皆様の活動状況でございます。 
24 ページは民生委員児童委員、主任児童委員の皆様の活動状況でございます。

平成 23 年度では、相談・支援、調査等の活動が 21,688 件、訪問や連絡調整は 75,000
回を超え、日常的に大変ご多忙に地域を支えていただいている状況でございます。 
 25 ページから 30 ページは社会福祉協議会の活動状況でございます。30 ページ

に記載させていただいております市の委託事業を始めといたしまして、福祉教育

推進やボランティアの育成など多くの事業を展開していただいております。その

なかで地域福祉の向上を図っていただいておるところでございます。 
 続いて 37 ページをお願いいたします。高齢者福祉におきます在宅福祉施策でご

ざいます。市の独自財源事業と介護保険の制度により、市が実施できます地域支

援事業とに区分されております。37 ページの（1）軽度生活支援事業から 39 ペー

ジの（7）高齢者等住宅改造助成事業までが市の独自事業、（8）生活管理指導員

派遣事業から（14）その他までが地域支援事業となっております。市の事業のう

ち 4 事業は、市民目線で事業の在り方、今後の方向性をご検討いただきます、「む

なかた改善会議」の対象となっておりまして、この後、検討結果も含めて別途報
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告いたす予定でございます。 
 続きまして 42 ページにお進みください。施設福祉でございます。養護老人ホー

ムの措置状況でございますが、前年度の 37 から 23 年度では 48 と 11 人が増加し

ておられます。新規入所ということで申しますと 16 人でございますが、退所者が

5 名いらっしゃったという状況でございまして、この中では 3 件ほど虐待によりま

す措置というのが出てきておるような状況でございます。 
 続きまして障害者（児）福祉でございます。49 ページをご覧ください。発達支

援センターの事業におきましては、平成 23 年度に発達相談員を 1 名増員いたして

おりまして、中学生までの総合相談窓口の拡充を図りました結果、相談件数は

1,522 件と前年度比 226 件の増加となっております。また 53 ページでございます

が、自立支援法による日中活動系サービスにおきましては、前年度比 73人増と年々

利用者が増加する傾向にございます。 
続きまして 58 ページをご覧ください。児童福祉のところでございます。保育所

のところでございますが、保育事業につきましても、平成 23 年度当初 1,337 人か

ら 24 年度当初では 1,408 人と、ここ数年の推移をご覧いただくとお解りのとおり、

年々児童数が増加している状況でございます。このため平成 23 年度におきまして

も、定員を 50 人増員して対応している状況でございます。 
続いて 60 ページへお進みください。家庭児童相談業務でございます。平成 23

年度は相談実件数 542 件ということで、前年比 222 件の大幅な増加となっており

ます。 
続きまして 66 ページをお願いいたします。低所得者福祉でございます。生活保

護の部分でございますけども、23 年度も高齢者がいない、「その他世帯」の増加

傾向は変わっておりません。23 年度につきましては前年度比、世帯で 34、人員で

58 人の増加となっております。こうしたなかで専門の就労支援員による自立支援

も継続して行っており、平成 23 年度は 3 件の自立廃止を行ったところでございま

す。 
それから 67 ページでございます。ここから社会保障でございます。真ん中の表

でご覧いただきますと、国民健康保険の保険給付費の状況は、平成 23 年度合計で

65 億 6,600 万円ほどで、前年度より 2 億 7,400 万円ほど増加しております。国保

制度の適切な運用を図る観点からも、健康診査ですとか保健指導等による疾病予

防の取り組みを進めますとともに、レセプト点検の充実強化やジェネリック医薬

品の利用促進に向けた取り組みを、引き続き進めている状況でございます。 
以上で説明を終わらせていただきます。会長よろしくお願いいたします。 

  
 

会長   ありがとうございました。あらかじめお届けをいたしておりましたので、お目
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通しをいただいているという前提で事務局のほうから大きな流れについてご説明

をいただいたわけでございます。何かご質問がございましたら出していただけれ

ばと思いますがいかがでしょうか。表紙を開いていただいたら、第 1 章は健康づ

くり、第 2 章に福祉、それから第 3 章が社会保険制度ということで、順次記載を

されております。できるだけ能率的にしていきたいと思いますので、とりあえず

16 ページのところまでで何かご質問あるいはご意見も含めてございましたら、出

していただけたらと思いますがいかがでしょうか。関連もあったりしますので、

べつに順序性についてはこだわりませんけど、できましたらということでござい

ます。16 ページまでよろしいでしょうか。またございましたら出していただけれ

ばと思います。それでは第 2 章の 17 ページから 66 ページのあたりまでで何かご

ざいますか。 

 

委員   すみません、質問になるのですがよろしいですか。三点ほど質問があります。

まず一点目は 42 ページの施設福祉サービスのところで、十分に読みこなしていな

かったのでご報告だけで聞いたのですが、虐待に関する相談件数が 3 件というふ

うにお伺いしたのですが、その内容について教えていただきたいというのが一点、

それと二点目が 61 ページの家庭児童相談室における相談実件数の推移というとこ

ろなのですが、これが 22年度から比べると 1.5 倍くらいに相談件数が増えている

と思うのですが、その内容について教えていただきたいのが二点目。三点目とし

まして、36 ページに日常生活にあったらよいと思う支援というところで、分別収

集のゴミ出し率というのが 14％に入っているんですが、個人的なことで申し訳な

いのですが、宗像に住んでいまして、今までいろいろな所に住んで回ったのです

けど、カンとかビンとかの収集がおこなわれていないということで、車がない者

にとっては、日常生活に不便を感じますので、そういう点をどういうふうに考え

ていらっしゃるのかというところを教えていただければと思います。 

 

会長   それでは順序でいきましょう。42 ページの養護老人ホームの統計のところ、ま

た現況のところでのご説明で、虐待での措置がありましたということで、虐待の

中身がどういうものがあったのか、差し支えのない範囲でお答えいただければと

いうことでございます。 

 

事務局  3 件でございますが、1件目は長男さんからの金銭の搾取、もう 1件は隣に住ん

でいらっしゃる甥御さんからの暴力、それから 3 件目は同居されていました長男

ご夫妻からの虐待ということでございます。 

 

委員   そのうち 2 件はですね、ご本人に問題があると思われるもので、もう 1 件はご
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本人がパチンコ依存症で、家じゅうのお金を全部使ってしまってそのうち息子さ

んから殴られるようになったというもので、一方的に家族がひどいというケース

ではなかったのです。 

 

会長   この 3 件のうち、一つは経済的な虐待、それから二つ目は身体的な虐待、三つ

目も長男さんとのことですがこれも身体的な虐待になるんですかね。というよう

な事だそうですがいかがですか。 

 

委員   その後の取り扱いというか、処遇はどのようになっていますか。 

 

会長   対応はどうなっていますかということですね。 

 

事務局  基本的には同居におきます、ないしは現在の居住形態におきます生活がやはり

好ましくないという状況ですので、その結果をもちまして入所判定委員会にお諮

りしまして、養護老人ホームに措置入所させていただいたというふうな状況でご

ざいます。 

 

会長   では二つ目であります。61 ページの家児相の相談件数が増えているけれども、

この内容も含めてどういうふうになっているのかということですかね。お願いし

ます。 

 

事務局  61 ページの家庭児童相談ですけども、全体で非常に増えているという実態があ

りますけど、内容でいきますと、例えば育児でありましたり、家庭の養育それか

らしつけ、食事行動であったり、ＤＶに関すること、学校に関することと非常に

多岐にわたっております。 

数が増えている一つの要因は、実は家庭児童相談室は、従来は受ける立場とい

いますか、外から市役所にお見えになって相談を受けるということが続いていま

したが、現在 3人の相談員を配置しておりまして、ここ 1、2年非常に外に行くよ

うになってきました。情報を取りに行くということです。学校あるいは保育所、

幼稚園、学童を含めまして、行動的に動くことで従来拾えていなかったものが見

えてきました。 

各保育所等でお話を伺ってましても、実はそれ問題ですけど、虐待に近いので

すけど、ということが新たな発見につながってきていることもあって、従来そう

いう事業所あたりであまり認識をされていない、あるいはこれは言っていいもの

だろうかとか、従来の業務のやり取りのなかで通知が遠慮されていることが、積

極的に動くことで拾い上げが可能になっているということなのです。 
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そういう意味では児童虐待が極端に増えているということではないのですが、

広がったということで、小さな芽のうちに未然に拾いあげることができて動ける

ということの利点で数が増えております。 

 

会長   よろしいですか。 

 

委員   ちょっといいですか。私自身以前関東のほうで家児相に関わったことがあるの

ですが、結局あの頃は相談員がいて、 初おっしゃったように通知、通報に頼っ

ていたのですけど、いわゆる相談員が出て行くというアウトリーチ型になったと

いうことで非常に進んでいると思うのですけども、具体的に児童虐待とかの芽を

見つけた時にどのように対応されているかをお伺いしたいです。非常に早い段階

での早期発見に結びついていると思うのですけど、その後どういうふうな対応を

されているのか是非教えていただきたいと思います。 

 

会長   はい、お願いします。 

 

事務局  関係する部署それから関係するだろうと思われる機関、このあたりとの連携が

一番大事になってきます。例えば保育所であれば保育所だけの問題ではないんで

す。そこに親御さんがいたり、その上の子どもたちとか下の子どもたちとか健診

の場であるとか、いろいろな関わりの部分になるべく広がりをもちながら、共通

の解決に向かって検討会議を進めながら、見守りであるとか訪問であるとかなる

べく複数の動きの中でやっていくということに努めているところです。 

ただ 近の傾向として虐待ということがひとつのことで起こっているわけでは

なくて、親子関係の中でもお母さんにも精神的な負担で問題がある、子どもさん

にもいろいろ問題のある子が出てきているということで、いろいろな視点とか切

り口によって非常に複雑になってきているのが実態ですので、なかなかストレー

トにいきませんし、終結までいくのが難しいのが現実です。 

数年前に上がってきたものがいったん沈んで 近またぽっと出てくるというこ

ともあって、ひとつの虐待が完全終結するのが非常に難しいのが実情であること

が分かってきております。ですから時間が長くかかるということで、相談員さん

もちょっと大変な目にあっているのですが、ここは息長くつなげていくことも大

事になってくるのではないかなと考えているところです。 

 

会長   よろしいでしょうか。ありがとうございました。では 3 番目ですが、36 ページ

の要援護高齢者等の実態調査の部分で、分別収集のゴミ出しの件で、例えば分別

収集がきちんとなされていない部分があるんじゃないかというご指摘も含めてご
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質問があったんですが、そのあたりのシステムをお願いします。 

 

事務局  すみません、直接担当ではございませんが、分かる範囲でお答えさせていただ

きます。宗像市におきましては、県内でもかなり早いうちから資源の再利用、循

環型の社会づくりに取り組んできたところがございます。確か、１４分別という

ところで取り組みを進めさせていただいておりました。集合収集にいたしますと

どうしても、ビン to ビン、カン to カンのリサイクルというのが進まない状況が

あります。従って歩いてお持ちいただける範囲で、地域の分別収集のステーショ

ンを、自治会の協力を得ながら整備をしていくという仕組みづくりを、ここ長年

おこなってきたところでございます。 

ただやはり不便だなとお感じになっていらっしゃるのは、ビンはちょっと重た

いということもありますし、歩いて行ける範囲であっても、200 メートル 300 メー

トルを持って行くのはつらいという状況であろうと思いますので、これはご意見

いただいたことをきちんと所管課のほうにお伝えしたいと思いますし、当然私ど

もも全体の高齢者の施策として、そのへんも含めて、地域の中で助け合っていく

という仕組みができないかというところに活かしていければと考えているところ

でございます。 

いずれにしましても集合収集をしないというのはそういう理由でございまして、

おっしゃられたような悩みというものも私ども認識しているところでございます。 

 

委員   私もどんどん歳を取っていくのですが、とにかくユリックスまで持って行かな

いとビンとかカン等はいけないのですよね。 

 

事務局  ビンもカンも、地域で月 2 回交替当番制でステーションにお持ち込みいただけ

ればそこで回収できます。ですから先ほど申しましたように、およそ歩いて行け

る範囲の所で一自治会に一つのステーションを設けさせていただいて、そのよう

な活動を今やっているところでございます。 

 

委員   分かりました。勉強不足ですみません。 

 

会長   ありがとうございました。他にございませんか。 

 

委員   30 ページの受託事業ですけども、障害者等移動支援事業ですけど、これはやっ

ていますか。 

 

会長   ではまず障害者等移動支援事業、これを社協に委託しているのですか。 
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委員   ボランティアセンターから障がい者用の車を借りて、運転ボランティアという

のがありましたが、去年の 3 月でなくなりました。今は車だけは貸しますと。だ

から車椅子の方々は活動団体の人が車を借りて、迎えに行くということであれば

使えるのですけど、そういう意味での支援なんですか。 

 

会長   ではこの事業のご説明と実績も含めてお願いいたします。 

 

事務局  先ほどのご質問ですけども、30 ページに記載しているものについては私どもの

事業なんですけども、口頭でおっしゃったものについては社会福祉協議会の事業

でございますので申し訳ございませんが委員さんお願いします。 

 

委員   おっしゃるように運転ボランティアに関しましては、福祉有償運送法との関係

で法的に認められなくなりましたので、打ち切りというかたちにさせていただい

ております。それで車のみを貸し出しするというかたちでその時から変更いたし

まして、利用する方は運転者を自分で見つけて、車を借りていただくという方向

で今のところやっております。法的にもう認められなくなりましたので、運転ボ

ランティアさんはその時点でやっていただくということでこちらのほうからお願

いをしてやってきました。以上でございます。 

 

会長   よろしいでしょうか。 

 

委員   そういうご回答は分かっているのですが、ただ実際ボランティアをやっていて、

例えばメイトムとかを使ってイベントをやったりするわけですけども、ものすご

く交通が不便なわけですよね。不便なうえに車を持っていない人が多いし、ご家

族も仕事をされてる方が多いので、実際に自分で誰かにお願いして、その度ごと

に来るというのは結構大変なのです。だから何かやり方がないものだろうかとい

うのが要望なのですけども。 

ボランティアの中で何かありますかという時に、移動手段が何とかなりません

かという要望が結構ありました。どちらが考えるか分かりませんけども、弱者に

対して切り捨てをしているというのは、時代に逆行しているのではないかという

気がして質問しました。 

 

会長   じゃあ今日はそういうご意見を賜ったということで、制度的な問題もありまし

て、それとやはり日本の場合は交通移動サービスというのが福祉の先進国と比べ

てかなり遅れているので、これは宗像市だけの課題ではなくて全体的な課題もあ
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るということですので、本日は貴重なご意見を賜ったということで記録に残して

いきたいと思います。他に何かございませんか。 

 

委員   今年、障がい者の虐待防止法が成立しましたけど、そのことを受けて行政では

何か新しい取り組みをされるようになったのでしょうか。 

 

事務局  法律の改正を受けまして、10 月 1 日から私どもの事務所の隣にあります障害者

生活支援センターに、通報の窓口ということで委託をいたしまして、体制を整え

ております。すでに 2件の相談を受けております。 

 

委員   虐待の内容はどういうものでしょうか。 

 

事務局  2 件のうちの 1件が入院されて退院された方ですけども、自分の金銭を周りから

搾取されているというような申し入れと、もう 1 件が、一般の相談事業になって

しまいますけどやはり同じような申し立てでございます。特に事件性といいます

か虐待の事実は認められないということでございます。 

 

委員   ありがとうございます。虐待については非常に現場のほうでも、障がい者に対

する意識がまだ低いですね。当事者の抱える家族、いろいろな事業所もあります

が、まだまだ意識が低くて、ちょっとはらはらすることが目につきます。通報に

至る前にもっと防止のための施策といいますか、いろいろな勉強会とか、ひとつ

考えられるのはルックルックみたいなところに障害者虐待防止法についての勉強

会の出前講座のようなものを設けていただいて、いろいろなところから勉強がで

きるようにお願いしたいと思います。 

 

事務局  今申し出がございましたので検討したいと思っておりますし、申し入れがあり

ましたらいつでもやっていきますので、ご遠慮なく申し付けていただきたいと思

います。 

 

会長   いずれにしても制度がスタートしたばかりなので、市民の方々もまだご存じな

い方がおられると思いますので、ＰＲ等の機会を設けていただいて、積み重ねて

いただきたいなと思います。よろしいでしょうか。他にごさいませんか。 

 

委員   以前この会議だったかちょっと記憶が定かでないので申し訳ないんですが、「障

害者」という単語を使う時に、平仮名で使うか漢字で使うか一回ここで論議をさ

れて、どちらかに統一されたと思うんですが、26、27、28 ページあたりは平仮名
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で、後半の 55ページあたりからは漢字に替わってきてるんですが、これは何か意

図的なものがございますか。「がい」を平仮名で書かれるのか、以前からの漢字

を使われるのかもう 1回確認をしていただきたいのですが。 

 

会長   事務局お願いします。 

 

事務局  ここの部分はあまり注意深く見ていないのですが、法律でまだ統一が図られて

いないという部分もありまして、これは私ども宗像市の福祉の中でこうやったら

どうかという程度の話で法律用語そのままでございますので、通常であれば法律

を意味する場合は漢字を使い、口語だとか一般向けに記事を書く場合は平仮名を

と使い分けるのですけども、ひょっとしたら、この中身が私どもの使い分けどお

りになっていないケースがあるかと思います。 

 

委員   それに関係してなんですけども、実は私日赤看護大にいるんですけども、昨年

10 月か 11月に学園祭で地域公開講座というのをしまして、その時に「障害を持つ

人々とユニクロ」というテーマでやったのですけど、その時に総務課から宗像市

に広報を出しましたが、宗像市のほうから、宗像市では「障がいのある人々」と

いうふうに表現を統一しているので訂正していただけませんかというようなお願

いの連絡をいただいた記憶がありますが、そのへんは自治体のほうで統一されて

いるということではないのでしょうか。 

 

会長   今のはどういう質問でしょうか。 

 

委員   「障害を持つ人々とユニクロ」というテーマで地域公開講座というのをやりま

した。 

 

会長   要するに「障害がある」という表現と「障害を持つ」という表現とどっちがい

いかという、統一的な使い方をしているかということですか。 

 

委員   いえ、「障害を持つ人々」ということで大学側が広報を出したのですね。そう

したら宗像市のほうから、「障がいのある人々」というふうに現在では統一して

いると言われたんですね。 

 

会長   基本的には「障がいがある」という言い方のほうが客観的な言い方になります

よね。「障がいを持つ」というと、持つというような言い方は自分の意思的なと

ころがあったりする使い方をするので、文科省あたりは、文書関係は「障がいが
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ある」とするのが基本だと思います。 

 

委員   そうですね。あと障害白書では「障がいのある人」で統一されていますよね。 

 

会長   そのほうが、客観性があるということだと思います。はい、事務局どうぞ。 

 

事務局  今委員の皆さまからご指摘があったように、行政の内部として確実に統一でき

ていない部分があろうかと思いますので、内部や市民の皆さまを含めた啓発ＰＲ

を検討させていただきたいと思います。表現につきましては委員さんにご説明い

ただきましたとおり、当時ご記憶いただいた見解と変わっていない状況でござい

ますので、ご理解いただきたいと考えます。 

 

会長   ということでよろしいでしょうか。それではあと全体的に残りの分も含めて何

かご質問ご意見がありましたら、出していただけたらと思います。 

 

委員   保健福祉の現況は、健康福祉部でやっていることが中心になっていると思うの

ですけど、だいぶ前から、宗像はコミュニティに権限委譲していくということが

少しずつ進んでおります。ですので、保健福祉の現況は行政がやっていることを

中心に書かれてはいるのですけど、今後の方針として、社協との協働というのは

書いてありますけど、コミュニティの健康福祉部会とかそういったところとの関

連性を意識して、協働していかないといけないと思います。さっきのゴミ出しの

話とか、障がい者の見守りとかコミュニティの力を借りないとできないことが増

えてきているので、そういう視点を持ってコミュニティとの協働性を考えていっ

て欲しいなというのが一点です。 

あともう一点質問ですけど、ゆうゆうぷらざの将来構想はどういうふうになっ

ているのかということをお伺いしたいと思います。  

 

会長   二点出ておりまして、コミュニティとの関わり、連携も含めどのようなデッサ

ンというかデザインを考えておられるのか、その点をお願いします。 

 

事務局  一点目、ご指摘のとおりでございまして、6ページにコミュニティ運営協議会で

の健康づくり活動というのがありますが、当然行政からのアプローチそれから地

域としての取り組み状況を、ボリュームアップするような形で検討させていただ

きたいと考えます。 

それから二点目、ゆうゆうぷらざでございます。本年 5 月に委譲先ということ

で民間への売却公募を実施いたしたところ、説明会には 4 法人ほど来ていただき
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ましたが、残念ながら 終的に応募がございませんでした。その内容をアンケー

トを含めて少し取らせていただいて、ただし地域の皆さまに必要な施設であると

か社会福祉施設、医療施設を中心に行政としてもお譲りしていきたいというころ

もございますので、今後の事も含めまして、検討している 中でございます。定

まりましたらまたご報告を申し上げたいと考えているところでございます。 

 

会長   よろしいでしょうか。それでは全体的に何かご質問がありましたらお願いしま

す。それではございませんようですので、保健福祉の現況についてご意見をいた

だいたということで、処理をさせていただきたいと思います。 

    

 

（2） むなかた改善会議の結果について    

会長   続きまして二つ目であります。むなかた改善会議の結果について、地域包括支

援センターの所長からご説明をお願いいたします。 

 

事務局  ご説明させていただきます。お手元の 3 枚ものの資料がございますが、この資

料には、そもそもむなかた改善会議がどういうものかという記載がございません

ので、簡単にご説明させていただきます。よく民主党政権の時に、事業仕分けと

いうのがテレビで放映されていましたけど、それに似たようなイメージのものを

今年 3年目になりますけど市もやってきたということでございます。 

目的としましては行政内容の視点での気づきにくい改善点の指摘や提案を外部

の有識者等にいただくということで、今回、今年 10 月 13 日に行われまして、そ

の後判定結果が出まして、課として今後の方針や方向性を決めております。その

報告をさせていただきたいと思っております。 

資料の 1 枚目は、当日こういう資料を配布して説明したというものでございま

すので、説明は割愛させていただきます。社会的背景から包括支援センターの役

割、そういういところから説明したということでございます。 

次ですけど 2 枚目 3 枚目が実際に改善会議にかけた時の説明資料もしくはその

裏には判定結果と、市のその後決めた方針が記載されています。事業としまして

は複数かけておりまして、まず在宅生活支援事業、具体的にはこの中には 3 つの

細かい事業がございます。真ん中より下のほうに書いておりますけれども、家周

りの草取り支援事業、お布団丸洗いサービス事業、住宅改造助成事業、まずこの 3

つの事業について意見をいただいています。 

この事業の共通点は、予算としましては、補助がない一般財源を予算としてい

るもので、介護保険制度が行われていろいろな制度に吸収されるものもあります

けど、これにつきましては介護保険制度が導入されても、引き続き同じ様に平成
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12 年度から行われている扶助的な事業でございます。 

この結果につきましては裏の上のほうに、むなかた改善会議の評価結果と出て

いまして、3事業ともご覧のとおり、実は左の上のほうに、拡充、現行どおり、縮

小・廃止と書いてありますけども、いずれの事業も縮小・廃止というご意見が多

かったという結果になっています。その改善提案をいただきまして、その下にあ

りますけれども、例えば事業をこんなに細かく分けずに包括的に行う事業があっ

てもいいのではないかとか、もう少しコミュニティやボランティア団体が協働等

を検討すべき、所得制限や利用者負担等を検討すべき等の前向きなご意見もいた

だいています。これに対しまして、市としましても、特に布団の丸洗いサービス

と家の周りの草取り支援事業の二つにつきましては、所得制限も何もございませ

んので、対象者とか基準の見直しをすべきではないかなと今のところ考えており

ます。但し住宅改造助成については、県の補助策でございますので、これについ

ては今までの体制で行っていこうと思っております。これが結論でございます。 

次にもう一つの事業、3枚目にいきますけども、緊急通報体制等整備事業、これ

についても意見を聞いてみました。この緊急通報体制等整備事業というのは平成 3

年度から実施されている事業で、今でこそ携帯電話とか警備会社の見守りサービ

スいろいろありますけど、当時はぜんぜんない一般のアナログ回線を利用してき

た助成事業でございますので、これについても意見を聞いております。 

後のページにいきますけども、これにつきましても縮小・廃止という意見も

ありましたけれども、逆にアナログ回線だけでいいのか、今の幅広いシステムに

対応しなくていいのか、といったような前向きなご意見もいただきますし、中に

はやはり孤独死を防ぐためにもこのサービスは必要だというご意見もいただきま

す。当市につきましても、これについて廃止という考えはもっておりませんけれ

ども、このシステムの目的が、そもそもどういうところにあるのかという特徴を

もう一度見直しまして、今後検討をしていきたいなと思っております。 

それと費用面につきましては、実はこれは初期投資のご負担は所得段階別にい

ただきますけども、ランニングコストにつきましては全額を補助するという実情

がございますので、こういうのを含めたところで、今後見直しの検討をしていき

たいなという方針を決めました。今日はご報告でございます。簡単ですけども以

上でございます。 

 

会長   何かただいまのご説明についてご質問ございましたら出していただければと思

いますがいかがですか。ございませんようですので、このような取り組みを行っ

てきているということでございます。 
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３ その他 

会長   それではその他ということで、宗像市介護予防デイサービスセンター条例の廃

止および財産（施設）の無償譲渡について、ご報告をしていきたいという事務局

からのお申し出でありますので、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

 

事務局  当日配布で申し訳ございませんでした。1枚ものの資料をお配りしておりますけ

ども、簡単にご説明をさせていただきます。この裏面に地図をつけております。 

宗像市介護予防デイサービスという施設を市が所有しておりますけど、実はこ

の施設は養護老人ホーム宗像緑風園の敷地内にございます。この敷地はすでに平

成 19 年度からこちらを運営しております柏芳会さんに無償で貸与をされておりま

す。建物については無償譲渡ということになっていまして、今デイサービスセン

ターの建物のみを市が所有しているという状況でございます。面積はそれぞれこ

ちらに書いているような状況でございます。 

この経緯を二番目のところに、今申し上げたとおりの内容を書いておりますけ

れども、一番下のほうですけれども、実はその時に全部譲渡すればよかったんで

すが、このデイサービスセンターだけは、まだ 10年が経過していない関係で、補

助金の返還の問題とかそういうものがございまして、それだけ 10年経過するのを

待っていたという事情がございます。 

それから三番目の譲渡先についてということですが、現在このデイサービスセ

ンターは食事、厨房設備と入浴設備は緑風園のものを利用していまして、当初か

ら一体的な運営を条件に運営してきたものでございます。それで今度四番目のと

ころになりますけども、建物は譲渡しますけど、引き続きデイサービス事業の委

託を今後も柏芳会さんに継続していただくということを条件に譲渡するというこ

とでございます。 

以上の内容を、12 月議会の社会常任委員会におかけしたという状況でございま

すので、以上を報告させていただきます。 

 

会長   何かご質問はございませんか。よろしいですか。それではもう一つ催しという

ことで報告をお願いします。 

 

事務局  国保医療課では国民健康保険を所管しているわけでございますが、報道等でも

言われていますとおり、医療費というのが増加の一方でございまして、宗像市の

国保におきましてもここ 2、3年保険料だけで事業運営ができないという、非常に

厳しい状況になっております。 

そこで、今一度健康とか医療とかについて見直していただくために、被保険者

の方、市民の方を含めた啓発活動とか医療費の適正化を進めるための事業につい
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て、今年度から改めて強化拡充して進めているところでございます。特に一般の

方に医療とか健康について改めて認識していただくためにこのような講演会を計

画いたしたところでございます。 

できれば土日にやりたかったのですけども、思い立ったのが遅かったため、ユ

リックスをおさえることができませんでしたので、平日ですけど、委員の皆さま

で興味のある方については是非参加していただきたいと思いますし、またお知り

合いの方で参加できる方がいらっしゃれば是非ご案内していただきたいと思って

配布させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

会長   ということでご案内でございました。用意されました報告事項は以上でござい

ます。では事務局から次回の予定も含めてご説明をお願いします。 

 

事務局  次回の開催につきましては本年度末ないしは来年度の初めを目途に、新年度予

算の概要、それから新年度事業についてご報告をさせていただきたいと考えてお

ります。日程につきましてはまた改めて事務局のほうで調整をさせていただきた

いと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

会長   ということでございまして、また早めにご相談、ご連絡を申し上げたいという

ことでございます。本日は以上で終わりたいと思います。年末のご多忙の中ご出

席いただきましてありがとうございました。 



以上、平成 24 年度第 2 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 25 年 2 月 1日 

 

 

会   長    鬼 﨑  信 好   

 

 

署 名 委 員   中 村  一 平    
 
 

 




