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平成 24 年度 第 1回 宗像市保健福祉審議会議事録 

 

日 時：平成 24年 6月 28 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、石津委員、小川委員、郷司委員、宇治委員、中村委員、

鍋山委員、西﨑委員、橋本委員、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 

【教育政策課】安部課長【建築課】中野課長 

 

１ 開会 

（1）開会あいさつ 
 

 

（2）委嘱状交付 

  福岡県の人事異動に伴うもの 

  （新委員あいさつ） 

   

（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人を郷司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  鬼﨑会長と郷司委員にお願いいたします。 

  

 

２ 報告 

（1）宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における数値等について 
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   （前回の審議会において「後日報告」となっていたもの） 

 

会長   宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における数値等について、前回

の審議において後日報告となっていたので、事務局から説明をお願いします。 

     

事務局  前回審議会で委員からいただきました、ご質問についてご説明いたします。 

     本日お配りしています、介護保険事業計画の 10ページの中に要介護要支援認定

者数の推移が載っています。平成 23 年度の要支援 1と、要支援 2が初めて逆転し

ているので介護度が重度化しているのか、と質問ありましたが、これだけでは、

個別の事例なので関連性は判断出来ないのですが、初めて要支援 2 が要支援 1 を

上回り、要支援 2 の認定者 375 人が 492 人に増えたと言う事でございます。一概

に言えないものですので、本日お配りしている資料の中の、要支援者の変更状況

ですが、要介護度の要支援 1、要支援 2 の方を抽出して、作成しています。平成

23 年度の審査結果を元に算出しておりますので前回の認定審査したものと比較し

ております。この表を見ていただきますと平成 23 年度に要支援 1 であった方が、

要支援１のままでおられる割合は 43.2％であり、それより軽くなられ、非該当に

なった方は、1.4％です。そうしますと要支援１より重度化した方が 55.5％おられ

ます。同じく、平成 23年度の審査結果から、何も変わらなかった方が 13.4％、要

支援１に軽度化された方は 24％、重度化した方は 62.6％はでございます。要支援

1と要支援 2を見ますと、委員のご指摘のとおり、重度化の傾向がこの年は見られ

たと思います。 

     続きまして、事業所評価加算算定基準適合事業所についてですが、これは要支

援 1、2の方が通う介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション事業所で

ございまして、事業所の評価、評価対象機関における事業所の要支援状態維持、

改善の割合が一定以上なっているとして、県知事に届け出た事業所が算定できる

加算、いわゆる事業所の評価加算、インセンティブがついている事業所の数につ

いて、委員から質問がありました。お配りした表には 23 年度と 24 年度の 2 年分

ありますが 見方としましては、23 年度の方で福岡県全体では、事業所通所介護

事業所 1386 のうち、適合事業所が 251 あり、通所リハビリテーションが、県内の

416 事業所のうち 149 の適合事業所がありました。宗像市と福津市では、宗像市は

平成 23 年度は、29 事業所のうち 1 事業所が適合しました。福津市は、23 年度は

ありませんでした。通所リハビリテーションの 23年度の適合事業所につきまして

は、宗像市は、4 事業所のうち該当なし、福津市は 2 事業所が適合しました。24

年度につきましては、宗像市は、通所介護、通所リハビリテーション、両者とも

適合ありませんでした。福津市は通所介護 14 事業所のうち 3事業所 通所リハビ

リテーション事業所 6 事業所のうち 2 事業所合わせて 5 事業所につきまして、事
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業所評価加算がついております。 

     前回はこの数値の持ち合わせがありませんでしたので、本日数字の報告をさせ

ていただきます。関係事業者の皆さまにおかれましては、自立支援に向けて、よ

りいっそう適切に、サービスの提供をしていただきたいです。  

 

会長   ありがとうございました。要支援者の変更状況、評価加算算定基準適合事業所

の推移について事務局から説明がありました。 

 

委員   詳細な資料ありがとうございます。インセンティブがついてる部分については

事業所としては、収入に直接関わりますから、一生懸命、利用者の改善に努めて、

ぜひ取りたいと思っています。宗像市は 24年度においては、寂しいので、事業者

は、利用者の改善に努めてほしいです。 

 

 

（2）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申し上げ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、

委員の皆様におかれましては、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掻い摘んでご説明

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 7,245 件（前年 6,512 件）と非

常に多くの相談が寄せられております。内訳は、中ほど「23 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
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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。 
No.3 へお進みください。権利擁護の推進でございます。下から２つ目の「問題

点」の欄にも記載しておりますが、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、

今年度より、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」

を実施する予定でございます。 
続きまして 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。 

まず 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、

調査票が 2 枚に亘っていますとおり、さまざまな取り組みをおこなっております。

地域での支えあいを実現するための大きな課題が、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。この対策として、まず、健康づくり、介護の分野では、No.10、23 で少し詳

しく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。 
幼老共生につきましては、赤間地区の葉山をモデル地区として事業を開始いた

しました。自治会の公民館を活用し、３月の立ち上げということで、まずは、こ

の事業の意味合い、目的の PR を図っていただき、今年度から子ども達を交えた、

さまざまな活動をご計画いただいております。 
また、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

り組みの啓発を進めるとともに、県の助成を受け、要援護者支援システムを導入

いたしました。今後は、引き続き、自治会の取り組み拡大を図るとともに、福祉

避難所の指定、個別支援台帳の整備へと、より具体的な支援策の確立へ向かいた

いと考えております。 
さらに No.8 ですが、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
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ございます。 
まず、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、糖尿病予防教室やルックルック講座等による健康教育を開

催しております。ルックルック講座につきましては調査票には記載しておりませ

んが、延べ 150 回、参加者は 4,240 人でございます。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、利用率が目標

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」の中に食育推進部会を

立ち上げ、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、地産地消や郷土料理の普及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、市民に向けた啓発のための講演会、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、昨年ご報告申し上げたものから大きな変化はございません。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。 
まず No.21、社会参加の促進ということで、シルバー人材センターでございます

が、一昨年の国の補助金カットに続きまして、昨年度は適正就業の見直しという

ことで、請負、委託になじまない業務について契約解除を行い、受注金額は 3,000
万円ほど減少するなど、さらに厳しい経営環境でございました。そのなかで、運

営の効率化、新たな就業確保に努められており、3 月に公益社団法人の認可を受け、

この 4 月から移行されております。 
No.22、地域が行う健康づくりの支援につきましては、高齢者の健康づくり対策

として、65 歳以上の要介護・要支援の認定を受けていない市民の皆様を対象に、

生活機能の低下状態を評価する介護予防検診と日常生活圏域ニーズ調査を実施し、

これらの結果を基に生活機能の低下が見られる高齢者宅へ看護師等が訪問の上、2
次予防対象者の把握と、個々に応じた介護予防事業の活用や勧奨を行っておりま

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、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「いきいきふれ

あいサロン」等の介護予防いきいき交流会が各地で開催されており、延べ回数は

459 回、参加者は 15,302 人となっております。 
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。 
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まず No.25、地域密着型介護サービスにおきましては、基盤整備として、小規模

ケアハウス 1 箇所、小規模特別養護老人ホーム 2 箇所、グループホーム 1 箇所、

小規模多機能型居宅介護事業所 1 箇所の計 5 施設を、介護予防拠点、地域交流拠

点を併設する形で整備し、それぞれ地域密着型サービス事業所として指定を行っ

ております。 
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。 
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

要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複数事業所の

サービスを組み合わせた支援を行っております。また、グループホームやケアホ

ームの新設に伴い、地域生活へ移行された方が増加している状況でございます。

さらに、障害児の放課後等対策事業では、昨年 10 月から定員を 5 人増の 15 人と

し、保護者の皆様の負担軽減や障害児の日中活動の充実を図っております。 
No.33 は雇用、就労の推進施策でございます。就労支援といたしましては、本年

3 月に雇用セミナーを開催し、障害者やその家族、関係機関や地域の支援者に対し

障害者雇用の事例報告を行っております。また、福祉施設における工賃アップや

障害者理解の啓発の取り組みとして、市役所内に福祉売店を開設するとともに、

道の駅や市のイベントにおきます「まごころ市」開催を支援いたしました。 
No.35、36 にお進みください。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、就労部会でのセ

ミナー開催のほか、障害者就労・生活支援センターの開設に伴い、職場実習の窓

口を一本化するとともに、実習先のリストを作成するなどの取り組みを行ってお

ります。さらには、本年 4 月の法改正に向け、計画相談支援事業所として活動で

きるように、市内のサービス提供事業者に対し、体制作りの支援と指定申請の勧

奨を行っております。来年度から、障害者の法定雇用率が若干ですが引き上げら

れると聞いております。こうした動きが少しでも追い風になればと考えておりま

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 23 年度に１箇所追加し、今年度さらに１箇所追加する計画でございます。た
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だし、通常保育のニーズも急増しており、未実施の保育所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、子育て支援センターを増築し、利便性、

安全性の向上と相談スペースの拡充を行っております。事業といたしましては、

新米ママ、パパ子育て支援推進事業をスタートさせ、延べ 105 組、230 人の参加

がございました。なお、子どもに関する施策として、子どもの権利を守るために、

「子ども基本条例」を策定し、本年４月より施行いたしております。この中で、

来年４月より、救済・相談機関を設置することといたしておりますが、既存の窓

口との調整が今後、必要となってまいります。 
No.40、子育て家庭への経済的な支援でございます。 
子ども手当につきましては、国の制度改正に適宜対応し、対象者へのご案内、

適正な給付事務に努めております。医療費の面では、昨年 9 月診療分から、乳幼

児・子ども医療費助成の対象者を小学校６年生までに拡大し、子育て世代の医療

費負担軽減を図っております。 
続いて、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。妊

婦健康診査においては 14 回の実施で、延べ 9,603 人の受診がございました。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お進みください。 

発達支援体制の充実としましては、発達支援センターの相談員を１名増員し、中

学生までの総合相談窓口の拡充を図っております。また、支援を必要とする子ど

もを早期に発見し、支援につなげる取り組みとして、市内４保育所で「年中（４

歳児）健診」を試験的に実施いたしました。 
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、労働者

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、説明を終わらせていただきます。 

 

会長   ありがとうございました。計画の分野・施策、施策の方向・内容ということで、

それに基づいた取組み状況、あるいは 24 年度以降に取り組む上での予定、そうい

うことについて少しご説明をいただいたわけでございます。何かご質問等がござ

いましたら出していただければと思います。 
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委員   5 番目の民生委員さんのところに負担感の軽減というのがあって、これ以降かな

り民生委員さんが関わらないといけない事業が出てまいりますよね。赤ちゃんの

訪問とか災害時の対応とか、民生委員さんが関わっておられることがたくさんあ

るので相当仕事が多いと思うのですが、負担感の軽減というか、民生委員さんも

高齢の方も多く、役割も大きいなかで、このあたり今後どのようにされていくの

かというのが、一点目の質問です。 

それから、小児科医が不足しているというのが何カ所か指摘がございますが、

これについての具体策をどのように考えておられるのかということで、見通しの

ところに小児科医をどのように増やのすかということが書いてありません。宗像

に若い世代に移住してもらいたいという施策がだいぶ前からあると思うのですが、

そのためには小児科医が足りないという事態は、非常にまずい事態だと思います

ので、そのあたりはどのように活かされていくのかのというのが、二点目の質問

です。      

三点目として、健康診断や特定検診の受診率がかなり低いというのが出てきて

おり、非常に受診率が低い状態が続いているということでございますが、その改

善策としてどのようなことを考えておられるのかということです。  

最後に、42 番目の家庭児童相談員の体制ですが、相談件数が 2,568 件で前年度

より 561 件増えたというのは、率としては相当増えているということになってい

るので、もちろんこの相談体制では受け入れられなくなっていくんだろうとは思

うのですが、連携してすばやく対応していくという改善策しか述べられていない

ので、これはそのような段階ではもはやないのではないのかということと、現状

では、児童相談所ではなくて、市のほうに第一次相談体制が移譲されていますか

ら、市の相談体制の充実というのは、かなり頑張らないといけないのではないか

と思うのですが、この体制で果たして足りるのかなというのは考えています。以

上の四点についてお尋ねします。 

 

会長   ありがとうございました。それぞれ重要な問題についてご質問をしていただき 

ました。それでは四つほど出ておりますので、まず民生委員さんの役割というこ 

とで、どういう体制で現在やっているのか、また市役所としてどういう支援がで 

きるのかというところも含めて、まず事務局から回答願います。 

 

事務局  では一点目の民生委員児童委員さんに関わりますところの活動についてお答え

させていただきます。今日は民生委員児童委員協議会会長もおいででございます

が、大きくは二つの方向、方策になろうかと思います。国・県で宗像市の民生委

員児童委員さんの定数というのが決まりますので、民生委員児童委員協議会から

も、組織を通じまして、増員ができないかというような打診を行っていただいて
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おります。当然市といたしましても、その動きに合わせまして要請を続けていき

たいと考えておりますので、そういった方策が一点です。 

それからもう一点が、市内に民生委員さんそれぞれ受け持ちの区域、エリアを

お持ちでございますが、お一人がお持ちになっていらっしゃる人数に、ばらつき

がございます。非常に多くの人数をかかえていらっしゃる、地域の中に高齢者の

みなさんがたくさんいらっしゃる団地部のような地域もあり、お一人の受け持ち

の人数というのも変わってまいります。３年に一度の一斉改選というのが来年の

１２月に行われますけども、実はもう今年度に入りまして、先月くらいから民生

委員の役員さん方にご相談をいたしまして、地区割の検討というのもすでに入っ

ております。大きくこの二つを検討するということで、ご指摘にございましたご

負担の軽減を図ってまいりたいと市でも考えているところでございます。 

 

会長   何か事務局の説明に補足するところがあればお願いします。 

 

委員   宗像市では民生委員が 154 名おりますけど、担当地域のばらつきがあります。

一人で 200 から 400 の世帯を受け持っている民生委員もいれば、40から 50の世帯

の民生委員が自治会によってはあります。そういう中で世帯数が多い地区が大変

かとは、一概に言えない場合があります。それはアパートやマンションが建って

いる地区です。高層ですと、それだけで何十世帯もあります。そのような地域で、

活動、友愛訪問等に参加して、内容を把握するにはその人に会わないといけませ

んが、入っていくにはオートロックで鍵がかかっている。 

対して、田舎は、車で一軒一軒回らないといけない広範囲で 100 戸と言えども

回る回数が多いです。地形的なロスがあるということで、民生委員の業務が過密

になっていますので、業務の負担を軽減するため、人数を増やしてもらいたいで

す。特にアパートとか新興団地は知らない人が入ってきて、日頃のコンタクトが

とれません。旧村はコンタクトはとれるけど広範囲に広がります。民生委員の定

数を増員してほしいとこは、新興団地、アパート団地であり、知らない人が入っ

てきますので、なかなか会ってくれないような弊害がある。そういう所に早く人

数を増やしていただきたい。 

民生委員の業務として、友愛訪問や個人訪問、障害者相談活動をしていますが、

民生委員が社協と連携しながら、地域の福祉活動をしながらその中に入って、地

域の福祉活動をしながら個人の相談活動、障害者相談活動をしている。そういう

中で見守り活動等は、個人情報があるため、困難な場合があり困っている。古賀

市は民生委員 55、6 人で、古賀市の民生委員協議会長から聞いたとこによると、

宗像市は 3 倍いますね。と言われた。人数が少ないとこも 全市、全県的に民生

委員の定員増の要望がでています 宗像市も活動自体も民生委員独自の活動と福
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祉会の活動が重なり合っているので、ハードになっています。   

                              

会長   ありがとうございます。 

 

委員   関連して、シルヴァ発行回数を 2 回から 1 回に減らしたのは、負担軽減に直接

結びつくのですか？ 

 

委員   シルヴァは、友愛訪問も兼ねて、必ず会って配るようにしています。ポストに

投げ入れても意味がないのです。民生委員は、個人と対面して会って状況把握し

て配るのが任務です。実際のところ、シルヴァの内容がマンネリ化して読まない

という方がいらっしゃって、事務局と協議して、シルヴァの内容を身近なものに

するように、検討しているところです。 

 

委員   隣組長さんは配らないのですか？ 

 

委員   配りません。民生委員が直接配ります。                 

 

委員   2 回から 1回に減らすデメリットはないですか？ 

 

委員   シルヴァの内容面からして、2回から 1回にして支障はないです。 

 

会長   二つ目ですが、小児科医の補充・充足が出来ないということで、市役所レベル

では対応できない部分もあります。先日、福岡市内の日赤県支部の前に公立学校

共済九州中央病院がありまして、たまたま健診で行きまして、小児科医が休診と

いうことで，医師の補充が出来ないから産科も休診でして、便利がいい所で補充

ができないのかと思ったのですが、小児科医の急速な補充について、事務局から

お願いします。 

 

事務局  全国的に小児科や産婦人科の看板を下ろされる方が多いです。産科においては

妊婦さん、小児科においては言葉もしゃべれない乳幼児の診療になり、リスクが

高いということでなかなか産科、小児科の開業は非常に少ないです。宗像管内に

おきましても小児科医を廃業される方は多いです。小児科医の全国的な医師不足

も含めまして、医師会に小児科の先生を増やしていただくように働きかけていま

す。やはり全国的に医師不足の部分があり、宗像市の救急医療、地域医療は小児

に関しては、福岡東医療センターに対応していただくようにしています。 

24 時間体制で、市民が安心して診療を受けられるような救急医療体制として、
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水光会総合病院、宗像医師会病院があります。委員が言われた、小児科医院の不

足はありますが、福岡東医療センターだけではなく、資料の 18ページにあります

「♯８０００」にかければ、県の小児の救急医療窓口につながります。管内だけ

では対応できないところもあり、小児科医、産婦人科医の不足に関しましては、

今後増えるような状況ではないということを報告させていただきます。 

 

委員   急患センターの小児科医の手配を維持するのが、精一杯です。つい最近、糸島

急患センターのドクターの時給よりもうちの方が安いということが分かりまして、

各方面に手をつくしてもらい、同じ額が払えるようにして、ようやく今までの体

制を維持して、急患センターの小児科を何とか続けているような状態です。 

  国や九大小児科の教授もそうですけど、あまりにも少なくなるばかりなので、

小児科については集約化を進めて、宗像地区、福津には４年前に医師会病院の小

児科が撤退してから、小児科のベッドはなくなりました。県や国の政策では、八

幡市立病院、東医療センター、このどちらかに宗像地区の小児の入院医療体制は

集約したいと言うことです。 

ドクターの数が 10人、20人に増えるとそれだけで診療報酬が巨額に上がってい

くシステムを今回の改正で作っております。ですから 5人、6人のドクターがいる

小児科ではなくて、20 人以上のドクターがいる病院を集約して増やしなさいとい

うのが、国の方針でございます。ですから、最低でも小児科のベッドを持とうと

思ったら、ドクターは 5、6 人は必要です。1 人 2 人のドクターではベッドは持て

ません。そしたら宗像地区に今後、大学から派遣してもらえる 5、6人の小児科医

が現れるという可能性は、努力はしますが、まず無理だと思います。 

小児科と産科の開業医ならありえますけど、子どもはこれから先も減る一方で

す。数が少ないにも関わらず、小児科というのは斜陽産業なのです。だから卒業

して小児科の道を選ぶドクターが増えてこないのです。これから先、バラ色なの

は糖尿病内科と精神科くらいのものです。これからこの問題は、半永久的にこの

資料に載り続けていくことになると思います。残念です。 

 

会長   ありがとうございました。それでは３つ目ですが、特定健診等の受診率が低い

ということ、この件について事務局のほうからお願いします。 

 

事務局  受診率は 23年度実績 33.2％ということで、低いかもしれません。対象者が宗像

市で約 16,000 人、40 歳から 75 歳までの国民健康保険受給者が対象になります。

県内の同じ対象者の市町村と比べても基本的にはほとんど差異はないと考えてい

ます。確かに、受診率の国の目標が 23年度 60％になっていましたので、それから

比べると本当に低いです。これにつきましては、宗像市の場合はここに書いてお
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りますとおり、地域健診、各地区コミュニティ、あとメイトムを活用させてもら

いまして、年間 26回、あと医師会病院の健診センターにおいては 101 回、合計 127

回、実際に健診を受ける機会というのを確保させていただいています。 

それと 23年度からになりますけども、今まで集団健診しかしておりませんでし

たけど、県内の特別健診ということで、県の医師会との契約のもと、県内の 1517

の医療機関でも、特別に特定健診が受けられるように、実施機会を広げている状

況でございます。そういった状況で 24年度も継続して拡大させていただきますし、

宗像管内でも 55 の医療機関で受診ができるという形にさせていただいています。 

しかしながら、ここに書いておりますとおり、確かに特定健診の受診率が低く

ございます。そこで実際 22 年度と比較させていただきますと 22 年度 27.3％、今

33.2％ということで、21 年度と同じくらい受診率が復活しております。土日も含

めまして、年間 130 数回という、3日に１回は健診を受ける機会を作っておりまし

ても、自覚症状がないので受けないという方が多くいらっしゃいます。ですが、

それでもいいというわけではございません。24 年度につきましては、宗像まちづ

くり市民会議に議題を出させていただいて、市民のみなさんやコミュニティ、関

係団体の方からご意見をいただきまして、受診率が増えるよう地区のほうでも協

力をいただく形になると思います。今年度から、各コミュニティの健診会場に受

診の申し込み状況等を貼っていただいて、健診があるということを掲示したり、

コミュニティの広報誌に受診の案内を出していただいたりしています。 

岬地区につきましては、今回初めてなんですが、24 年度の自治会の総会時に時

間を取っていただいて、住民健診に関しての情報を提供させていただいたところ、

昨年までは 100 人の定員で 60 人から 70 人くらい受けられていたのが、24 年度は

100 人の定員がすぐに埋まったような状況で、非常に効果的でありましたので、ま

た来年も各地区コミュニティで、自治会にお声かけをいただき、そういう話をす

る機会を与えていただくようお願いしている状況でございます。 

あとは、健診を受けたあと、健診結果を認識していただいて、自覚症状がない、

日常生活に支障がないといった状況でも、事後フォローを重点的にやっていこう

ということです。昨年までは健診結果は健診機関や市役所から直接送っていまし

たが、今年は健診会場で健診結果相談会のチラシを個別でお渡しして、相談会に

来ていただいて、数値の見方や状況について、個別に保健指導を行うことに重点

を置き、重症化を防ぐ取り組みを行いました。その結果、昨年に比べて健診結果

相談会に来られるかたが倍近くに増えているような状況です。今後このように健

診を受けられたあと、健康状態を確認していただいて、よりよき生活習慣への改

善をしていただければと思っております。 

今後とも受診率の向上についてはいろいろな場所を活用して健診状況を発信し

ていきたいと思っております。それから申し遅れましたけど、23 年度の献血会場
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で、献血に来られた方に、住民健診についての内容や申し込み方法について声か

けをさせていただいたり、人の集まる場所で勧奨したりしているのが現状でござ

います。 

   なかなか受診率向上というのは難しい部分がありますが、地道に取り組んでい

きたいと思っております。 

 

会長   四点目、家庭児童相談室の相談体制をどういうふうにしていくかということで

ございますが、子ども家庭課、あるいは福祉事務所、それから県の宗像児童相談

所とか、そういった所との連携、そういうことも含めて考えていかなければなら

ないと思いますが、事務局のほうから回答をお願いします。 

 

事務局  家庭相談事業の内容で、昨年度の秋に、宗像改善会議（事業仕分け）の家庭相

談事業を挙げさせていただきました。現状分析、今後の方向ということで、色々

なご意見をいただきました。相談件数、質の変化等を含めた中で、現在の相談員 3

人体制のローテーションには、限界があり、今後、市の職員専任体制が必要であ

る、相談窓口を工夫する、時間帯を延ばす、というご指摘を頂きました。4月から

子ども基本条例が施行されました。そして、来年度 25年度 4月に県の救済機関を

設置することと同時に相談窓口をもうけていくことも考えております。同じ子ど

もに関する相談ということで、家庭児童相談と権利救済に関わる相談の窓口を統

合一体化、工夫をして、広く子どもの相談に対応できるように、現在進めている

ところです。 

それから、昨年度、子ども部で子ども家庭課ができました。母子保健、母子福

祉の部分が合体して、課になりました。家庭児童相談では、虐待等に関しては、

保健師の役割が増えて、乳幼児健診の中でいろいろな事例を支援し、保健師と家

庭相談員の連携が進んでいます。宗像市の職員の中で社会福祉士が 3人おります。

子ども福祉の場面で、一人配置することができ、随分動きが早くなりました。こ

の様な改正を進めているところです。 

 

委員   家庭児童相談室への相談件数が増えているのは、たくさんの要因がありますが、 

今までは、近所や同じアパートの人の通告が多かったものが、家庭の団欒が無く

なってしまい、同じ家庭の中からの児童相談室への通告件数が増えている。以前

ですと考えられないような事例ですが、家庭の中で問題がおきている。児童相談

室、発達支援センター、幼稚園、保育園の関係で子どもへの取組みはできていま

すが、子どもの頃虐待を受けて育った人が、親になって虐待をするというケース

が非常に多くなってきているので、男女共同参画をふくめてＤＶ、親の教育、家

庭の教育に要因があると思います。 
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会長   ご意見としておっしゃっていただきました。他にございますか。 

 

委員   二つあります。ひとつは前に認知症のサポーターについて、今年は、リーダー

の養成を考えているということでしたが、リーダーとはキャラバン・メイトのこ

とですか。 

 

事務局  キャラバン・メイトとは別に、独自講座を行います。 

 

委員   二つ目は、健康づくりリーダー養成講座で、講座を受けても地域のリーダーに

なってない地域が多いです。輪番制で受けられた方が、実際教えていないまま、

交代してしまうので、役に立っていません。ですので、市外で横断的に、出張サ

ービス的に出来る人を養成した方が安定した数を確保できますし、地区によって

は市外に依頼を出していることが多いです。  

  

事務局  確かにそういう地区もあります。各地の健康教室とかにリーダーにはなれなく

ても、入っていただいている方が増えていると思います。終了者はコミュニティ

からは、声かけをしている状況ですが、実際には、うまく伝わってないようです。 

 

委員   実際には、自分で率先して受ける人はいませんよね。 

  

事務局  すべてコミュニティからの推薦ではなく、一般からの応募があります。自分の

ために学ばれるような自主的な方もいらっしゃいますが、そういう方は、なかな

か地域の中に入ってはこられないようです。 

 

会長   ありがとうございます。他に何かありますか。 

 

委員   No.3 の市民後見人制度についてうかがいます。成人後見人制度の後見人は弁護

士、司法書士、専門分野の方たちが第三者として裁判所に登録されて、その中の

人が後見人になりますが、専門分野であるし、それを受けるとすれば高額です。

低所得者は雇うことができない。そういう中で、少しでも多くの人が触れられる

状態を作り出すためには、法人後見人や、ＮＰＯ後見人が盛んになってほしいと

思いますが、その一歩手前の市民後見人制度を取り入れて、経費を安くすること

で、そういう後継者を作っていくということはわかります。ただ、市民後見人に

応募する人は特定の知識が必要なのか、誰でも応募できるものなのか、危惧する

とこです。分野を広げて、市民後見人制度が立ち上がってくると、社会福祉協議
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会の権利擁護事業の日常生活支援事業の中での軽度の応援支援活動との棲み分け

や、位置づけ、メリットデメリットを教えていただきたいです 

 

会長   市民後見人の育成事業、24 年度の事業として位置づけられていますが、ただい

まの日常生活自立支援事業と後見人の棲み分けについてのご質問ですが、事務局

から説明お願いします。 

 

事務局  育成事業の願いは、市民後見人の位置づけは、専門家以外に日常生活支援事業

に近いところで、支援できる人を長期的に育てていくのが狙いです。現在、社会

福祉協議会との日常生活支援事業との連携を検討しています。育成講座を卒業し

た方が、実務面に近づくために日常生活に関わりながら、貢献を学んでいく受け

皿を、協議中です。 

 

会長   よろしいですか。他にございませんでしょうか。  

 

 

３ その他 

その他のところについて、事務局から何かございましたら、出していただけれ

ばと思います。 

 

事務局  さきほどお配りをいたしました宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、

障害福祉計画ですけども、これは昨年来、皆様に審議、答申をいただきしまして

市の決定手続きを済ませて発行いたしましたもので、本日改めて配布させていた

だいております。 

     それから二点目でございますが、本年 3月 31 日をもって閉館をいたしました旧

玄海町にございます宗像市の保健福祉会館『ゆうゆうぷらざ』でございますが、

民間移譲に向けまして、4月 1日に社会福祉法人、医療法人を対象に公募を行いま

した。現地説明会には数社の参加がございましたが、残念ながら 6月 25日の公募

締め切りの段階におきましては申し込みがございませんでした。今後の取り扱い

につきましては、市と致しましてまた改めて方針を決定していきたいと思います。 

     もう一点、次回の開催でございますが、保健福祉の現況を、８月くらいを目途

に取りまとめたいと考えておりますので、そのご報告を１０月頃にはさせていた

だきたいと考えております。また開催日につきましては後日個別に日程調整をさ

せていただきたいと考えておりますので、またよろしくお願いいたします。 

 

会長   以上で第１回保健福祉審議会を終わります。ありがとうございました。  


