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平成 23 年度 第 4回 宗像市保健福祉審議会議事録 

 

日 時：平成 24年 2月 16 日（木） 

      19 時 00 分～20 時 55 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、古屋敷委員、柴田委員、

中村委員、鍋山委員、西﨑委員、橋本委

員、松本委員、吉田委員 

事 務 局：宮部副市長、【健康福祉部】野中部長、 

【介護保険課】長谷川課長、嶋田係長、

【福祉課】花田課長、中野係長、甲斐

田企画主査、【健康づくり課】篠原課

長、【地域包括支援センター】瀧口所

長、【保健福祉政策課】小田課長､柚木

係長、占部係長、永野主査、五十里主

任主事、児島主事 

 

１． 開会 
（１）会長あいさつ 
 
（２）市長あいさつ（副市長代理） 
 
（３）前回議事録の確認 
事務局 先日、資料と一緒に前回議事録をお送りさせていただきましたが、修正等のご

連絡はございませんでしたので、この議事録をもって決定とさせていただきます。

本審議会を終了後、前回議事録署名人として指名をさせていただきました、岡山

副会長と石津委員に、署名をいただくことといたします。 
 
（４）議事録（議事要旨）署名人の指名 
事務局 今回の議事録署名委員を二人お願いいたします。一人を鬼﨑会長に、もう一人

を小川委員にお引き受けを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 異議無いようでございますので、議事録の署名を鬼﨑会長と小川委員にお願い
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いたします。 
 
 
２． 諮問 
（１）宗像市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画（平成 24～26 年度）の策定につい

て 
（２）第 3 期宗像市障害福祉計画の策定について 
会長  本日は二つの計画について、諮問を受けることとなっております。まず、宗像

市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画（平成 24～26 年度）と第 3 期宗像市障

害福祉計画の両計画について諮問を受けたいと思います。 
 
事務局 ただいまより、宗像市副市長の宮部より、両計画の諮問をさせていただきます。 
 
副市長 宗像市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画（平成 24～26 年度）の策定につ

いて、宗像市附属機関設置条例第 2 条により、諮問します。 
第 3 期宗像市障害福祉計画の策定について、宗像市附属機関設置条例第 2 条に

より、諮問します。 
 
事務局 副市長は公務のため、ここで退席させていただきます。 
 
 
３．審議 

（１）宗像市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画（平成 24～26 年度）について 
会長  ただいま、二つの計画について、諮問をいただきました。早速でございますが、

それぞれの検討委員会で、計画についてはかなり練られたと思いますが、保健福

祉審議会で、改めて審議していくということでございます。 
 
会長  まず、宗像市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画（平成 24～26 年度）につ

いて、事務局よりお願いいたします。 
 
事務局 本日審議していただきます内容でございますが、老人福祉法の規定によります、

市町村老人福祉計画と、介護保険法の規定によります、市町村介護保険事業計画

を一体的に策定した計画を、介護保険運営協議会の中で内容を検討していただき、

本日計画原案を整理させていただいております。途中経過につきましては、本審

議会の中でもご報告させていただきました。パブリックコメントも終了いたしま

して、最終的なものが出来上がりましたので、本日ここに審議をお願いするとこ
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ろでございます。 
    概要について、説明させていただきます。本日お配りしました宗像市高齢者保

健福祉計画介護保険事業計画（平成 24～26 年度）に沿って説明させていただき

ます。時間の制約もありますので、かい摘んで説明させていただきます。 
    まず、総論について、1 ページの第 1 章では前回に提示しました部分でござい

ます。 
3 ページの第 2 章で、宗像市の高齢者を取り巻く現状として、平成 22 年 10

月 1 日現在で行われました、国勢調査の人口等基本集計のデータを基に、人口や

世帯の状況を、図や表に表したものでございます。今後ますます少子高齢化が進

行していくのではなかろうか、という傾向が表れています。次に、8 ページで、

高齢者のいる世帯の状況でありますが、高齢者のいる世帯の推移でございます。

高齢者のいる世帯が平成 22 年においては全体の 4 割を占めております。そのう

ち半数が、高齢単身世帯あるいは高齢夫婦世帯のみの世帯ということになってお

ります。 
14 ページより、高齢者等実態調査からみた現状ということで、昨年 5 月に行

いました高齢者等実態調査の結果の概要を載せております。この報告書自体は１

80 ページに及ぶものになりますが、こちらにつきましては、この事業計画策定

後に、計画書と共に、市のホームページに掲載する予定でございます。このこと

につきましては、第 2 回の本審議会で、広報の原稿を用いて、同じような概要を

説明したところでございます。実態調査の中の「日常生活であったらよいと思う

支援」という設問がございまして、1 位になっているのが「草むしりや庭の手入

れ等」でございます。目立ちますのが、要支援者の方の「外出の付き添いや送迎

（買物や通院等）」という回答でございますが、こちらは要介護者でも 30％を

占めております。 
その他の設問として「高齢者のための重点施策」として求められるものを問い

ましたところ、1 位が「介護保険の施設サービスを充実する」でございまして、

2 位の「介護保険の在宅サービスを充実する」をわずかに上回っております。1
位の「介護保険の施設サービスを充実する」の回答者を地区別に見ますと、日の

里地区と自由ヶ丘地区がかなり多かったという結果になっております。 
21 ページの人口の推移と将来人口推計についてでございますが、以前の表に

も数字は出していましたが、元となる実績データを置き換えて、推計をやり直し

ました。この人口推計が第 5 期における介護保険給付費の見込みへとつながって

いく、基礎となるデータでございます。次のページでは、「団塊の世代」の高齢

化の推計でございますが、平成 23 年度におきましては、団塊の世代と呼ばれて

いる 62～64 歳の方々がまだ 65 歳には達しておりませんが、第 5 期の最終年度

の平成26年度におきましては、65歳以上の第１号被保険者になってまいります。     
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    23 ページの第 3 章は、計画の基本的な考え方を載せておりますが、第 2 回、

第 3 回の本審議会でも提示していたところでございますので、説明は省略させて

いただきたいのですが、計画の基本理念である「いつまでもいきいきと、だれも

が安心して暮らせるまち」を、現在の第４期の計画から引き続き、継承して掲げ

ております。次のページでは、宗像市の重要課題として、第５期では、「高齢者

を地域で支える仕組みづくり」、「高齢者の権利擁護の推進」、「健康づくりと

介護予防の促進」を掲げさせていただきたいと考えております。 
    31 ページからは、各論編でございます。第 3 回の時点では、概要版において

は箇条書きでまとめさせていただいておりましたので、ここでは最終的な計画案

ということで載せております。主だったところでは、「介護予防の充実」という

ことで、これは先程宗像市の重要課題の中で申し上げました、「健康づくりと介

護予防の促進」に係るものでございます。二次予防事業について、第 4 期までは

介護予防健診を行っておりましたが、これに代えまして、基本チェックリストと

申します、近い将来要介護・要認定となる可能性が高い方を抽出するものを、対

象者全員に配布することで、支援が必要な方の早期発見、早期対応に努めるとい

うことを書いております。32 ページでは、「生きがいづくりの推進」というこ

とで、こちらも第 4 期から引き続きということでございますが、社会参加の促進

の中で、「世代間交流支えあい事業」が新規の事業いうことでございます。 
33 ページの、高齢者の権利擁護の推進ですが、これも宗像市の重要課題の一

つの柱でございます。住み慣れた地域で高齢者が安心した生活が継続できるよう、

高齢者虐待等の早期発見に結びつく環境づくり、成年後見制度の普及啓発等を行

いたいということを記載しております。次のページの「ひとり暮らし高齢者等に

対する取り組みの推進」についてですが、「安心生活支援事業」が新規事業とな

っております。先程申し上げました実態調査の中でも、買物等に困っている要介

護・要支援者がいるという実態を踏まえて、買い物に行くのが困難な高齢者に対

して、生活支援を実施していこうという新たな事業でございます。 
36 ページの「高齢者の住まいの確保の支援」と、37 ページの「福祉・介護・

医療の連携強化」については、第 5 期の記載事項として追加されておりまして、

現在の宗像市の実情に応じまして、第 5 期の計画目標として整理させていただい

ております。 
    41 ページの第 2 章からは、「介護保険給付費の見込み」、いわゆる推計作業

の結果を示しております。まずは総論のなかでも申しました、人口推計に基づく

被保険者の推計でございまして、これが基礎となるものでございます。42 ペー

ジでは同じく基礎になるものとして、「要介護（支援）認定者数の推計」になり

ます。平成 22、23 年度における実績値の推移から、国が提供しております、ワ

ークシートというものをツールとして、平成 24 年度以降の認定者数を推計した
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ものでございます。注目していただきたいのが、認定者出現率です。これが年々

増加の傾向にあるところですが、団塊の世代が平成 24 年度から 1 年ずつ徐々に

65 歳以上になってくると申し上げましたが、出現率の分母であります高齢者人

口の増加が激しいということで、結果的に出現率はほぼ横ばいの状態でございま

して、平成 26 年度には減少という推計結果になっております。 
43 ページでは、「施設・居住系サービス等の見込み」の推計にあたりまして

は、まず入所系の施設・居住系サービスの利用者数を見込み、それを認定者数か

ら引いた残りの方たちが、居宅サービスの利用をするのではなかろうかという推

計方法で行っていきます。第 5 期で特徴として挙げられますのが、県に指定・監

督権限がある施設・居住系サービスの中で、特別養護老人ホームと呼ばれている

介護老人福祉施設についてですが、これを県との連携を図りまして、第 5 期にお

いて待機者数を鑑みながら整備していきたいと記載しております。 
45 ページは、グループホームと呼ばれている認知症対応型共同生活介護につ

いてでございます。これは市に権限がございます地域密着型サービスの一つであ

りますが、第 4 期で整備できていなかった日の里地区において、整備を進めてい

きたいと考えております。次のページでございますが、先程のグループホームの

整備と合わせまして、小規模多機能型居宅介護を同じく日の里地区に整備したい

と考えております。 
47 ページでは、新サービスというところで、報酬改定や人員基準等をぎりぎ

りまで待って、方針を検討して参りましたが、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護と複合型サービスにつきましては、国が考えている重度の在宅者にとっては、

理想的なサービスではなかろうかということでございますが、理想と現実とのギ

ャップと申しますか、宗像市において実際に参入意向を示している事業所は現在

いません。これに先立ちまして、全国において 53 市町村でモデル事業というの

が先行実施されておりますが、モデル事業の結果や県内市町村の情報交換の場に

おきましても、なかなか機運が盛り上がってない状況でございます。実際に宗像

市に、このサービスが定着していくのかどうか、第 5 期においてはまだ検討段階

であり、参入意向を踏まえながら検討していきたいという記載に留めております。

もちろん利用者のニーズはあるわけですが、給付実績を基に、訪問介護の夜間や

早朝サービスをどのくらい利用されているのかというデータも見ましたが、かな

り少なかったということで、今後の検討課題とさせていただきます。 
1月 26日の第 7回介護保険運営協議会の場でもご意見をいただいたのですが、

現在の事業所に対して、報酬も明らかになったことですので、今後の参入意向を

きちんと把握しておいた方がよいという意見をいただきましたので、これは実施

していきたいと思います。 
48 ページからでございますが、ここから先は、施設・居住系サービス利用者
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を見込んで、それから居宅等サービス見込みを行うということで、ここから先は

数字のページになります。順を追ってお読みいただいたらご理解いただけるので

はないかと思いますので、ここは省略させていただきます。それから 52 ページ

からは、給付サービスの見込み量の推計結果で、今後 3 年間における、日数や人

数などの年間サービス量を載せております。こちらの方に改定後の単位をかけま

したものが、62 ページの介護保険給付費の見込みの表になります。結果として

第 5 期におけるサービス量はこうではなかろうか、という給付費の見込額をここ

に載せております。最終的な介護給付費の見込みとしましては、186 億 4,000 万

円ほどです。 
その下に地域支援事業というものを見込んでおります。これは、介護保険給付

費の 3％以内と定められておりまして、宗像市は、介護予防事業に取り組む割合

が他市町村より高いので、3％の枠内をフルに使っております。そして、この二

つを合わせまして、約 192 億円が総給付費の見込みとさせていただいておりま

す。 
次の 63 ページでは、この総給付費の見込額を、いくらの介護保険料で賄えば

よいのかということで、計算方法を載せております。前提といたしまして、現在

の第 4 期では、第１号被保険者の給付費に占める負担割合は、20％であります

が、第 5 期におきましては 1 ポイント上昇し、21％となっております。これは

全体の給付費の 50％を、40～64 歳の第 2 号被保険者と、65 歳以上の第 1 号被

保険者の保険料で賄うわけですが、その第 1 号、第 2 号の被保険者数の人口比に

よりまして、期を追うごとに第１号保険者数の割合が増えてきております。第 1
期が第 1 号被保険者の負担割合が 17％でございました。その後、第 2、3、4 期

と 1％ずつ増え、第５期では 21％となりました。この負担割合を、先程の 192
億ほどにかけまして、それに調整交付金を加え、準備基金取崩額と政安定化基金

取崩による交付額を引きまして、保険料収納必要額は、38 億 6,700 万円ほどと

なります。これを 100％収納できればよいのでしょうが、99％程度の収納率とい

う前提で、3 年間の第 1 号被保険者数の合計で割ったものが年額ですので、これ

を 12 ヶ月で割り、最終的に月額保険料の基準額を 4,400 円とさせていただきた

いという結論でございます。 
64 ページにおきましては、「保険料所得段階の設定」について載せておりま

す。 
 
会長  ありがとうございました。ただいま高齢者保健福祉計画介護保険事業計画につ

いて説明がありましたが、介護保険料の現時点での案ということで、ご説明をい

ただいたわけでございます。本日配られました計画案で、71 ページ以降をご覧

になりますと、本計画の策定について、宗像市介護保険運営協議会が中心となっ
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て、計画を７回にわたって検討してきたということで、その間、本審議会でもご

説明、ご報告をしていただいた経過を辿ってきた次第でございます。これが実質

の経過ということでございまして、ただいまご説明をいただきました。ご質問、

ご意見の時間を取りたいと思いますが、いかがでしょうか。 
基本的には、介護保険運営協議会で丁寧に検討しておりますので、本審議会で

お認めいただきたいというのが、今日の提案の趣旨でございます。 
 
委員  計画の基本理念で「いつまでもいきいきと、安心して暮らせるまち」というな

かで、高齢者にばかり税金を使っておりますと、若い世代は今でも厳しい人が多

いのに、この先若い人はますます苦しくなり、かなり負担になってくるのではな

いかと思います。ですので、私たちは年取っても我慢しろと、高齢者は我慢しろ

と、自分のことは自分でやれるような施策はありますか。 
 
会長  23 ページの計画の基本理念ということで、「いつまでもいきいきと、安心し

て暮らせるまち」をそれぞれの世代ということで考えていけば、仕組みとして成

り立っていくのかどうかというご質問でございますね。 
 
委員  そうですね、単純に考えたら、若い人への負担率はますます増えていくと思い

ます。 
 
事務局 保険料のところでもご説明いたしましたが、介護給付が増えれば増えるほど、

保険料は上昇していくということで、40～64 歳の第 2 号被保険者の方々も、大

規模な健康組合を持つところは、保険料率を上げるという話も出ておりますし、

その給付を抑えていくような施策、この計画の中では、生活習慣病予防や介護予

防事業等の推進等の健康づくりによって、要介護認定者数が減っていくというの

が、最終的に保険料負担が減っていくのではないかということでございます。 
 
委員  健康づくりもそうだと思いますが、いろいろ活動されておりますけれども、現

実には生活習慣病等は減っていません。食進会やボランティアでもいろいろ活動

されておりますけれども、実際は増えているのではないかと思います。介護予防

についても、続けていくのでしょうが、本当に効果があるのかという気がします。 
 
事務局 二次予防事業の方針の中でも申し上げましたが、今までは介護予防健診という

ところで、介護保険運営協議会の中でも、元気な人しか来なくて本当に有効性が

あるのか、という意見が出まして、第 5 期におきましてはそれをやめまして、基

本チェックリストを対象者全員に配布することによって、早期の対象者の把握、
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二次予防事業の参加、推進に努めて参りたいと思っております。 
 
委員  31 ページの「健康づくりの推進」のところで、「健康むなかた食育プランに

基づいて」というところから「心・ストレス・生きがい分野の健康づくりの推進

を図ります」とありますが、食育プランと心・ストレス・生きがいというのは、

どのようにリンクしているのですか。 
 
事務局 健康づくり課で、「健康むなかた 21」と「健康むなかた食育プラン」を策定

しております。ここに書いてありますとおり、健康むなかた 21 につきましては、

市の健康増進計画という位置づけで作っているものです。健康むなかた食育プラ

ンにつきましては、食育の推進ということで、地産地消や郷土料理の推進という

ことで、食を中心とした健康づくりの計画を立てていこうというふうにしており

ます。心・ストレス・生きがいという分野で、細かい計画というのは出せません

ので、概要を記載させていただいておりますが、それについて健康づくりの計画

を実施していこうということでございます。 
     
委員  それは食育と直接リンクしますか。 
 
事務局 それにつきましては、健康むなかた 21 の食育の部分で、運動と食の関係につ

きましては入っているのですが、部分的にもう少し食育について、健康むなかた

21 からもう少し細かく取り出したのが、健康むなかた食育プランでございます。

ですので、全くリンクしていないということはありません。 
 
委員  ということは、健康づくり全体という中の位置づけですね。 
 
事務局 そうです。 
 
委員  認知症サポーターについてですが、現実問題なにをやったらいいのか、ボラン

ティアとしてなにが出来るのかがわからなくて、みぢかネットワークの方に相談

したり、介護施設に行って実習をしたりしたのですが、なかなか活動できるとこ

ろがなくて、現実は施設に通ったり、デイサービスを使ったりしているようです。

民生委員の方に聞いても、同じような回答で、どうしたらいいのか、認知症サポ

ーターの研修を従来どおりやるのか、あるいは変えていくのかということが気に

なります。 
 
事務局 地域包括支援センターで、認知症サポーター講座については、数年養成講座を
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やってきましたけれども、本年度からリーダー養成講座に切り換えまして、中身

をステップアップした形にしております。ただ、ご指摘のとおり、活躍の場がな

いというような課題はありますので、ご意見を参考にさせていただきたいと思い

ます。 
 
委員  ボランティアをやっておりますが、認知症サポーターが、障害者サポーターの

ように、障害者に理解を示すべきではないかなと思います。 
 
会長  認知症サポーターの養成については、国も宗像市も力を入れており、ご指摘の

とおり課題も出てきておりますので、そういったことを踏まえて、養成講座の工

夫をしていただきたいと思います。 他に何かございませんか。 
 
委員  先程の認知症サポーターの件ですけれども、養成目標数は決まっているのです

か。 
 
事務局 この計画書の中では、見込み量として出しておりますが、昨年度は養成講座を

本格的に広げていったということで、700 名を超える受講者がいましたけれども、

先程申し上げたとおり、本年度よりステップアップ講座に入っておりますので、

年間で 300 名ほどを目標として、講座を実施しております。 
 
委員  資料 10 ページの「要介護（支援）認定者数の推移」で、平成 23 年度を見る

と、要支援 1・2 の人数が逆転しています。要介護 1 から 5 を見てもそうですが、

介護が重度化しているのですか。要支援 1・2 を扱う通所介護、通所リハビリテ

ーションといった通所系の事業所の評価、つまり事業所評価加算というものがあ

ります。改善率のいいところには、それなりのインセンティブをつけるというよ

うなものですが、そういったところで事業所の質はどうなのですか。事業所評価

加算のついている事業所の数はわかりますか。 
 
事務局 この場では、分かりかねます。 
 
会長  この場では答えられないようですから、後日文書でお知らせいただくと言う処

置でよろしいですか。 
 
委員  数値が大きく逆転しているので、事業所が適切な予防プランを実行しているの

か気になりましたので。 
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事務局 数字はおっしゃるとおり、逆転しています。ただ、色々な要素があると思われ

ますので。 
 
会長  大きな流れでいきますと、どうしても後期高齢者の数が増えていますので、思

い傾向になると思います。 
 
委員  もちろん、単純に重度化していますし、数も増えていると思いますが、それを

受け手の事業所の質について、どういったことをなさって、ちゃんと事業所評価

加算を取れているのかということです。 
 
会長  後日、報告をするということでお願いします。 
 
委員  資料 43 ページで、介護老人福祉施設が 27 ページにあるように、定員が 4 ヶ

所で 200 名です。そして 48 ページの見込み者数を見ると、介護老人福祉施設は

200 人定員に対して、計画の最後の年であります平成 26 年には、313 人になっ

ております。100 人以上見込みが増えるわけですが、それに対して 43 ページで

は、「県と連携して施設整備に取り組みます」と書かれています。100 人の施設

を一つ、あるいは 50 人の施設を二つ整備するということも考えられると思いま

すが、44 ページでは、29 人の小規模の地域密着型介護老人福祉施設は、施設整

備を行わないとあります。29 人定員の地域密着型介護老人福祉施設は整備しな

くて、県が所管の通常規模の介護老人福祉施設は整備しますということです。今

回の計画の最後の方には、100 人ほど足りなくなるのですが、この辺りの整合性

について、お聞きしたいです。 
 
事務局 平成 23 年度も 229 人ですので、多少上回っています。 
 
委員  これは、地域密着型介護老人福祉施設で補っていると思うのですが、計画の中

でこれを整備しないと書いてあります。そうすると、通常規模の介護老人福祉施

設を整備するということですね。それは、具体的に整備していくということでよ

ろしいのですね。 
 
事務局 はい。それで、小規模の地域密着型介護老人福祉施設を整備しないということ

ですが、実際は介護基盤緊急整備交付金というのが、国から交付されるというこ

とで、第 4 期において第 5 期で予定していたものを前倒しして、29 人定員の施

設を二つ、今年度に整備しました。第５期においては広域型の一般の介護老人福

祉施設を整備していこうというところでございます。 
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委員  些細なことではございますが、11 ページの伸び率の「H20/H22」の分母と分

子が逆ですね。それから 63 ページですけれども、予定保険料収納率のところで、

割り算ではなく掛け算ではないかと思うのですが。 
 
事務局 100％収納できればいいのですが、1％は何らかの事情で未納が発生するとい

うリスクを鑑みまして、99％で割ることで保険料は増える方に作用します。 
 
委員  わかりました。 
 
会長  本審議会での取扱いをどのようにしたらいいということで、事前に副会長とも

協議をしまして、71、72 ページの経緯にもありますように、介護保険運営協議

会で、かなり時間をかけ、回数を重ねて協議をしてきたというところで、本審議

会でも、途中経過についてご報告、ご説明をしていただいたということでござい

ます。専門の策定・検討委員会であります介護保険運営協議会で、熱心に協議を

し、国のワークシートや介護保険の改定の部分も含めて、協議をしてきたものを

とりまとめておりますので、よろしければ、今日ご承認をいただければという提

案でございますが、いかがでしょうか。 
 
   （異議なし） 
 
会長  では、ご異議がないということでございますが、介護保険運営協議会でも熱心

に協議され、本審議会でも途中経過をご報告していただいていたものであり、こ

の計画が本日急に出てきたものではございませんので、色々精査した部分も含め

て、完成度がきわめて高いということでございますので、この審議会ではご承認

ということにさせていただきます。 
 
（２）第 3 期宗像市障害福祉計画について 

会長  続きまして、第 3 期宗像市障害者福祉計画につきまして、事務局よりご説明お

願いします。 
 
事務局 本日ご提示しておりますこの計画案につきまして、昨年の 12 月 20 日から今

年の 1 月 19 日までの間、パブリックコメントを募集しまして、その結果一般市

民の方 1 名より、ご意見をいただいております。この意見の処理内容につきまし

て、庁議及び策定検討委員会において、このご意見の回答について審議をさせて

いただきました。その結果を踏まえ、内容の修正をしたものを、本日この計画で
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ご提示させていただいております。 
    前回 12 月の本審議会でご説明させていただきました、計画の原案をパブリッ

クコメントにかけさせていただきました。その中で、パブリックコメントに伴っ

て一点だけ修正した部分がございますので、まずその部分を説明させていただき

ます。パブリックコメントの内容といたしましては、そのまま読ませていただき

ますと、「生後時における障害児を持った母親を救済する内容が見当たらない。

生まれたきた命だが、不安だらけで、泣き疲れてしまったのを思い出します。障

害児を連れて健診には行けませんでした。そういった母親、家族に対し、『どう

ぞここに連絡してください』や、出生届後、保健師が各家庭を回って訪問してい

ると思いますので、一人で悩まない、手を差し伸べられる体制が、安心して生み

育て、住み続けられる宗像市になるのでは、と思っている。」というご意見をい

ただきました。 
これに対する回答として予定しておりますのが、「市では、妊産婦・新生児訪

問、子育て相談、たんぽぽルームなどの子育て支援教室や乳幼児健康診査事業な

どを通じて、発達に支援が必要な乳幼児や、障害のある乳幼児への早期の相談支

援に努めています。この内容について説明を追加します。」といった内容で回答

を予定しております。お読みした回答の内容は、市の子ども部子ども保健係で取

り組んでいる内容でございます。計画案の中で申しますと、37 ページに今申し

上げた内容を追加しております。それから 39 ページには、これまでの取り組み

として追加をしております。以上がパブリックコメントによって追加をさせてい

ただいた部分でございます。 
    それでは、前回の審議会の中で、計画案の 11、12 ページにあります、計画の

基本理念や基本的な視点について、ご説明をしたところでございますが、本日は

五つございます、計画の基本的な視点に基づいて、計画の内容の特徴的な部分を

説明させていただきます。 
まず、「障害者の自己決定と自己選択の尊重」についてです。これに関しまし

ては、そこに書いてあるとおり、主役は障害のある方ご本人であるということで、

その方々の自己決定・自己選択を尊重し、その実現を支えるという視点で、計画・

施策を進めていくということです。具体的には、資料 26 ページの、相談支援体

系の充実強化の部分になるのですが、平成 24 年 4 月からの相談支援体系という

ことで、その中でこの度、法律の改正がありまして、資料の市町村長指定の指定

特定相談支援事業者の計画相談支援が拡充をされることとなりました。 
従来は、25 ページにありますようにサービス利用計画作成、これは介護保険

でいうところのケアプランに当たりますが、対象者の方のニーズを十分に評価し

たうえで、その方の生活全体をどのように支えていくか、計画を作るということ

がございますけれども、それが実績では平成 21 から 22 年度にかけてゼロでし
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た。どうしてこういうことになったかというと、介護保険と違いまして、障害者

自立支援法の方が、サービス利用計画作成の対象者が、非常に重度で、なおかつ

在宅の障害者に限られていましたので、本市ではそのような対象者の方がいらっ

しゃらなかったので、そういう結果になっております。 
ところが、平成 24 年度からの法律改正で、介護保険並みに、全てのサービス

利用者にケアプランを作らなければならないということになりましたので、その

中で、自己選択・自己決定の尊重、対象者の方の思いや望みに寄り添いながら、

ご本人が持っていらっしゃる強み・力をどのように伸ばして、豊かな生活を送っ

ていただくかということを一緒に考えて、平成 24 年度からさらに進めていくと

いうことになっております。 
権利擁護という視点がございますけれども、これにつきましては、27 ページ

を見ていただくと、本市の障害のある方の相談支援の要として、社会福祉協議会

に委託をしております宗像市障害者生活支援センターを、基幹相談支援センター

として、また平成 24 年 10 月から施行になります、障害者虐待防止法に基づく

虐待防止センターとしても位置付けまして、相談支援の機能をさらに充実させて

いくということでございます。成年後見制度の利用支援事業や虐待防止等につい

ても、要となって業務内容や人員体制等をさらに充実させまして、取り組んでい

くということでございます。 
計画の基本的な視点の「障害者の就労支援」ということで、これは障害者自立

支援法の一つの目玉ということでありまして、第 2 期から取り組んでいることで

す。これにつきましては、計画の 42 ページで施策の方向ということで載せてお

ります。ここで、宗像市障害者自立支援協議会というものが載っております。こ

れは、宗像市の障害者の人に関わる様々な機関や団体が集まりまして、障害を持

った方の地域生活における課題を解決していくということで、平成 23 年度から

スタートした協議会ですが、この中で就労部会と生活部会の二つの専門部会がご

ざいます。その就労部会の中で、地域をあげての就労支援の仕組みづくりを、今

後も行っていきます。また障害者就業・生活支援センター「はまゆう」が、宗像

市、福津市の圏域に平成 23 年度から運営しております。そういったことを確認

して、自立支援協議会の中で、就労支援を行っているということを掲げておりま

す。 
同じく、施策の方向の中で、農業分野について書いてありますが、これから障

害を持った方の就労分野として注目されています、農業分野についての検討や、

特産品の開発において、障害者サービス事業所等による商品開発の支援を行うと

いうことを掲げております。 
基本的な視点の「障害者の地域生活への移行・定着支援」についてですが、一

つの大きな問題となっていますのが、精神科病院に 20 年 30 年と入院していら
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っしゃる方が大勢いらっしゃいます。それから、障害者施設においても、長い間

入所していらっしゃる方もおられます。そういった方を、できるだけ地域で生活

していただくようにしようというのも、障害者自立支援法の一つの目玉となって

おります。 
今度の法改正でも、さらに充実させていこうということでございます。これに

ついて必要なのは、地域で受け皿となる、ケアを受けながら地域で安心して暮ら

せる居住の場を確保するということで、これにつきましては、計画の 20 ページ

になりますが、この中でグループホーム、ケアホームとが出てきますが、これは

小さな規模で、地域の一戸建ての住宅や集合住宅等で、障害をお持ちの方が、3
人から 6 人ぐらいの小さなグループでケアを受けながら、生活をする場所になり

ます。こういったものを色々な方法で充実させることで、地域移行を進めていく

ことを掲げております。また、基幹支援センターであります、宗像市障害者生活

支援センターを中心として、地域での 24 時間の相談支援体制を作っていくとい

うことを通して、地域移行・地域定着を進めていくことを掲げております。 
計画の基本的な視点の「地域ぐるみの障害者支援」についてですが、自立支援

協議会を要として位置づけております。先ほど申し上げましたように、自立支援

協議会は、地域の色々な団体で構成されておりますけれども、その中には地域福

祉会等のコミュニティ関係の方も参画をしていただいております。地域の色々な

立場で障害のある方に関わっている方々と協力をしながら、地域ぐるみで支えて

いくということを掲げております。 
「政策横断的障害者施策の展開」についてですが、4 ページの「法的な位置づ

け」にも載っておりますが、法律的に申しますと、障害者福祉計画というのは、

障害福祉サービスの必要な量の見込みや確保の方策を定めればよい、ということ

になっておりますが、今回の計画の特徴としまして、障害をお持ちの方の生活は、

福祉サービスだけで支えることはできないという視点から、今回はそういった政

策横断的な視点を盛り込んでおります。その中でも 12 ページの「計画の体系」

の中で、「余暇活動の充実」、「バリアフリー化の推進」、「防犯・防災におけ

る支援」が、政策横断的な代表的なものとして、挙げられるものです。具体的に

は、計画の 30 ページで、余暇活動の充実について載せております。施策の方向

として、宗像市内で活発に行われている生涯学習講座や色々な余暇活動を、障害

を持った方が参加できる、受け入れを支援するということ、また、余暇活動ボラ

ンティアや当事者活動の育成、活動支援を行うことを掲げております。 
33 ページのバリアフリー化のところですが、施策の方向にある、国のバリア

フリー関係の法律では、公共の建築物や道路、公園等といったものに関する基準

はあるのですが、さらに民間の公共的施設等も含めてバリアフリー化の方策につ

いて検討していくことで、障害のある方が、商店を利用したい、娯楽施設を利用
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したいというようことが実現することを通して、さらに豊かな生活を送っていく

ということにつながるのではないかと考えております。35 ページでは、防災・

防犯のことについて書いておりますが、施策の方向として災害時要援護者制度を

通した地域の見守りを通して、災害の中にあっても、地域ぐるみで障害を持った

方を支えていくということを明記しております。 
    以上、簡単ではございますが、計画の基本的な視点を中心として、説明させて

いただきました。ご審議をよろしくお願いいたします。 
 
会長  この障害福祉計画についてですが、なにかご質問はありますか。 
 
委員  障害者の地域移行に関しましては、大変努力をしていただいているのだという

感じは受けました。しかし、入所支援施設では移行後も保護者が高齢化をしたり、

親を失くされたりして、入所利用者もかなり高齢化が進んでおります。ここには、

地域の高齢者の予防サービスとか訪問看護とか、そういう手は届きません。

 また、施設内での医療行為も禁止されておりまして、病気をしたときは非常に

苦慮されている状況でございます。職員の専門性がありません。障害については

専門家ですけれど、老化についての専門家はいません。病気をして入院となると、

障害がありますので、病院側が非常に苦慮されているところです。 
そこで、このような高齢と障害を併せ持った方々には、医療と福祉と介護が一

体になって、支える制度が必要ではないかと感じております。そして、療養介護

という制度があるようですが、市内にはこれを提供できる施設がなくて、療養介

護といいますと重症心身障害の方向けかと思いましたが、終末期を迎えた障害を

持った高齢者の方々にも、これは当てはまるのではないかと感じております。取

り組みには、重症心身障害のニーズ調査をするように、この計画には盛り込んで

ありますけれども、老齢化した障害者もこの対象者には入っているのでしょうか。 
この中には障害を持っている子どもたちについては、何の項目もありません。

というのも、若いときというのは、親が非常に元気で子どもたちのために、代弁

して発信しますけれど、その子どもも年をとりますと、親もなく、こういう困っ

た事態が発生することを発信する人が、なかなかいません。そういう方々を見て、

周りの人が発信していかなければならない問題ではないか、と思いまして発言し

ました。 
 
会長  障害がある方が高齢化していく中で、この障害福祉計画でどのような計画が盛

り込まれているかということですが、事務局より説明お願いします。 
 
事務局 今申し上げられました問題があることは承知しておりますし、自立支援協議会
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の中でも挙がっているところでございます。市としても、自立支援協議会を中心

とした中で調査・研究を進めていきまして、どういった方法があるのかを調べて

いきたいと思います。法律では、なかなか解決できない問題でありまして、高齢

障害者は、ある意味で介護保険法の対象ということも言えますし、若い時から障

害者施設で生活しているということで自立支援法の対象にもなりますし、その辺

りが少しオーバーラップしているような、使いにくい制度になっているという感

じを受けます。 
国もそういったことを意識してか、福祉施設の職員が、痰の吸引をできるよう

になること等を打ち出しておりますが、抜本的な問題の解決には、なかなか至っ

ていないというところでございます。また、障害福祉事業所の取り組みも様々で

ございまして、高齢になっても自分のところで面倒をみるというところもありま

すし、高齢になったら介護保険に移行していただくというところもございます。 
そういった中で、宗像市から入所していらっしゃる方については、状況の把握

に努めて、できるだけ本人が高齢化されても、よいサービスが受けられるような

方策を立てるということですが、これには地域の方や民間のボランティア団体の

力をお借りしていかなければならないと考えております。色々な可能性を探って

いきたいと思います。 
 
会長  他に何かございませんか。 
 
委員  教育育成の中に入ってくると思うのですが、宗像市内でも児童虐待件数は増え

てきていると思います。児童虐待後のこどもの心のケアについては、家庭児童相

談室には通告があっているみたいですが、成長発達の障害を持っている方のケア

は行っておりませんので、発達支援センターへの相談、虐待後の子どもの心のケ

アに関しても、かなり増えつつあるのが現状ではないかと思います。 
 
会長  一つは児童相談所と宗像市との、障害児も含めた児童虐待に関しての連携、ど

ういう体制を取っているのかということも合わせて、回答いただければと思いま

すが、事務局いかがでしょうか。 
 
事務局 これは、直接的なお答えができないと思います。というのが、障害者虐待防止

法が想定していますのが、成人の障害者の虐待であります。18 歳未満の障害児

の虐待については、児童虐待法で取り組むと法律上なっておりますので、恐らく

子ども関係の計画の中で行われている、あるいは行われるのではないかと思いま

す。 
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委員  宗像市には、家庭児童相談室を設置しておりますし、児童虐待のことに関して

は、色々な事件が発生しておりますけれども、児童相談所を中心として、従来よ

り機能するようになっておりますので、今の説明のようなことだけではなくて、

そういう問題が起こったら、市にも児童虐待に対する責任はあるわけですから、

法律がどうこうという問題ではなくて、そういうスタンスに立つということが大

事なのではないでしょうか。先程、委員がおっしゃられたのも、制度上の話だけ

ではなくて、障害者やその家族が抱えている苦しみから出た意見です。ですので、

制度上行政ができる、できないということはわかっております。ただ、行政にも

何かアクションを起こし、突破口を開き、見出していくようなことが大事なので

はないでしょうか。 
 
会長  基本的には、児童虐待は、通報があれば児童相談所が受けて、市町村の担当に

連絡をして、一緒に行くような体制を取っているので、障害がある場合は、そち

らの方で対応していくし、18 歳以上の場合は、今後の対応ということになって

おりますので、そういうお答えをしていただいた方がいいだろうと思います。 
    私からの質問ですが、いただいた資料の 44 ページでこの計画は終わっていま

す。それで、この障害福祉計画は、以前いただいた資料では、この計画を策定す

るのに、４回ほどの委員会で検討し、取りまとめて、保健福祉審議会に提出する

スケジュールでいただいておりましたので、取りまとまったということであれば、

この計画案の後ろに、審議の経過とか根拠となる規則とか、整流したものを出し

ていただかないと、44 ページで終わってきちっとなってないのは、画竜点睛を

欠いております。本審議会で審議する以上は、きちっとしたものを出していただ

かないと、困ります。ですので、後日完成版を送っていただくようお願いします。 
    他に何かございませんか。 
 
委員  確認ですけれども、計画の 8 ページで、本文で内部障害の増加率が高まってい

ると書いてあり、平成 22 年度は内部障害者が 1,240 人いらっしゃるとあります

が、平成 22 年に肝臓機能障害が、従来の六疾病・六障害に加えて増えたと思う

のですが、この中に肝臓機能障害は入っておりますか。 
 
事務局 入っております。 
 
委員  何人くらい入っておりますか。 
 
事務局 ここでは、分かりかねます。 
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委員  では、1,240 人の中に、肝臓機能障害も含めるということですね。 
 
事務局 はい。 
 
会長  よろしいでしょうか。他に何かございませんか。 
 
委員  自立支援についてですが、障害者のいわゆる経済的自立支援は、現実なかなか

厳しくて、収入もかなり低いと思います。日本はそういうところがかなり遅れて

いて、海外では、独り立ちできるように支援するようなところまでいっていると

ころもあります。宗像市だけでできるものではないでしょうが、最近企業では、

障害者をかなり雇用して、健常者と平等的に収入を得られるようになっておりま

すが、宗像市では企業や県とタイアップして、何かしていますか。あるいは今後

そのような計画はありますか。 
 
事務局 就労ということでしょうか 
 
委員  今就労していると、収入はあるのですか。就労していても、収入はかなり低い

のではないかと思いますが。 
 
事務局 一般的には、低いです。 
 
委員  それでは、経済的自立というのは難しいのではないですか。本来は、一人で生

活できるようにならないと、いけないのではないでしょうか。そういう面では、

まだまだですか。 
 
事務局 障害基礎年金というものがございますが、まだまだ低い水準です。あとは、重

度の障害の方には特別障害者手当というものもございます。 
おっしゃられたとおり、就労されていても最低賃金に届かないようなこともご

ざいますので、就労の方にも力を入れていきたいと思います。施設で就労されて

いる方に関しましては、先程も申し上げましたように、我々もアンテナを張って、

市の業務であるとか特産品の開発であるとか、そういった商工業ともタイアップ

をして、収入を上げていく方法がないかということを一緒に考えております。市

役所に福祉売店「ハートループ」を設置しまして、施設の方が作ったものを販売

して、少しずつ工賃も上がってきておりますが、まだまだ不十分だと思いますの

で、これからも努めていきたいと思います。 
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委員  企業誘致もされていると思いますが、障害者を雇用するような企業があれば、

誘致において何か特典を与えるようなことを考えてもいいのではないかと思い

ます。そういうことも考えて、宗像市として何か特徴のあるところを増やせれば

いいのではないかと思います。 
 

会長  障害者の就労支援というのは、大きな行政課題にもなっておりますし、おっしゃ

るとおり、これは宗像市だけで対応できないものもありまして、労働行政も含めた

かたちで、タイアップしていかなければならず、大きな課題であることは確かです

が、障害者の自立支援という面では鍵となるものですから、市行政としても関係各

課との連携をしながら、対応していただきたいと思っております。 

    それで、44 ページ以降に策定経過についての資料を添付し、委員の皆様方に後日

お送りするという前提の元で、障害福祉計画についても本審議会でご承認をいただ

くという対応をさせていただくという提案でございますが、いかがでございますか。 

 

委員  今からどうこうということは難しいとは思いますが、これが実施のための計画で

あることを考えると、この審議会で色々な意見が出ていることは、私も同じように

思うのですが、障害者の方が生まれてから死ぬまでの人生を、この市で歩み生活す

ることができるという体制の整備という観点で、施策を整備していただきたいと思

います。先ほど委員がおっしゃったように、児童虐待の原因は、発達障害を親が理

解していないということが多いのですが、親がそういう情報をキャッチできていな

いから虐待が発展するかもしれないし、虐待された子どもをそのままにしておいた

ら、そのあと精神障害になるかもしれない、ということです。 

例えば、重度の障害者も、老いてやがて亡くなるので、そのターミナルをどうし

たらいいのかということも、先ほどおっしゃられました。この計画には色々盛り込

んでありますけれども、生まれてから死ぬまで、この市で生きている障害者の生活

に、一体何が必要なのかという観点で、実際の整備をしていくという視点が、少し

弱いという感じを受けます。ですので、そこを汲んでいただいて、社会参加したい

という思いに応えられるように、計画実施のときに、ぜひご検討いただきたいと思

います。 

 

会長  貴重なご意見ありがとうございました。このご意見は、議事録に記載をして、残

したいと思います。他に意見は無いようですので、この障害福祉計画については、

策定経過、委員名簿、規則等について記載をするということで、完成版を改めてお

送りするという前提で、本審議会ではご承認をいただくということで取り扱わせて

いただきます。 

    それから、両計画につきましては、市長へ答申をするということでございますの
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で、副会長と私にご一任をいただきたいと思います。いかがでございますか。 

 

   （異議なし） 

 

会長  それでは、お認めいただいたということで、進めさせていただきます。 

 

 

４．その他 

会長  本日の議題は以上でございますが、事務局よりなにかございますか。 

 

事務局 ご審議ありがとうございました。本日の審議会でたくさん議案が出まして、修正

等が出てきた場合に、修正案をご審議いただくという予定で 3 月 7 日を次回審議会

として予定しておりましたが、本日両計画ともご承認いただきましたので、7日の会

議につきましては、必要性が無くなったということで、中止とさせていただきます。 

新年度に入りまして、両計画の進捗状況の報告と皆様からいただきました意見に

ついて整理しまして、ご報告する件がございましたら、改めて日程調整させていた

だきたいと思います。本日は長い時間ご審議ありがとうございました。 

 

（閉会） 
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以上、平成 23 年度第 4 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 24 年 3 月 7 日 

 

 

会   長    鬼 﨑  信 好    

 

 

署 名 委 員    小 川 久 美 子    
 
 

 
 


