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平成２３年度 第３回 宗像市保健福祉審議会議事録 

 

日 時：平成２３年１２月２２日（木） 

      １９時００分～１９時５０分 

 場 所：市役所北館２階 ２０２会議室 

出席委員：石津委員、岡山委員、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、増田委員、松本委員、山根委員、吉田

委員 

事 務 局：【健康福祉部】野中部長【子ども部】柴田部長 

【健康づくり課】篠原課長【福祉課】花田課長、

中野係長、【介護保険課】長谷川課長、嶋田係

長、【国保医療課】馬場園課長、【地域包括支

援センター】瀧口所長【子ども育成課】中野課

長【子ども家庭課】原課長【保健福祉政策課】

小田課長､柚木係長、五十里主任主事、児島主

事 

 
 
 
 

 
１． 開会 
（１） 委嘱状交付 
 
 
（２） 健康福祉部長よりあいさつ 
 
 
（３） 出席委員の紹介 
 
 
（４） 市職員紹介 
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２． 審議会会長、副会長選出について 
（１） 会長、副会長選出 
事務局 審議会会長、副会長の選出についてでございます。 
    宗像市保健福祉審議会規則第４条第２項の規定によりまして、会長、副会長を委員の

皆さまの互選により選出することになっております。どなたか立候補かご推薦いただけ

る方はありますでしょうか？ 
 
委員  事務局で案がありましたらお願いします。 
 
事務局 委員から事務局案をとのご提案でございますが、事務局から提案させていただいてよ

ろしいでしょうか？ 
 
  （異議なし） 
 
事務局 それでは会長につきましては、本日急遽、欠席をされているのですが鬼﨑委員に、副

会長を岡山委員にお願いしたいと思います。なお、鬼﨑委員におかれましては会長就任

につきましてご了承をいただいております。以上提案させていただきます。いかがでし

ょうか。 
 
  （拍手） 
 
事務局 ご異議ないようでございますので、会長を鬼﨑委員、副会長を岡山委員にお願いしま

す。 
    それでは、岡山副会長からご挨拶をお願いします。 
 
 
 
（２） 会長、副会長あいさつ 
副会長 ただいま皆さま方から御選任をいただきました副会長の岡山でございます。会長は、

急遽用事で今日ご欠席でございますが、会長と力を合わせ、また委員の皆さまの各お力

をお借りしながら宗像市の保健福祉の向上のために微力を尽くして参りたいと思いま

すので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
事務局 ありがとうございました。それでは、宗像市保健福祉審議会規則第４条第４項により

まして、会長に事故があるときは、副会長がその職を代理することになっておりますの

で、ここからの進行は副会長に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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（３） 前回議事録の確認 
副会長 それでは、議事の進行を務めてさせていただきたいと思います。 
    まず、前回審議会の議事録の確認についてでございますが、事務局よろしくお願い申

し上げます。 
 
事務局 前期に引き続き委員に就任していただいた皆さまには、先日資料と一緒に前回議事録

をお送りしておりましたが、内容について修正等のご連絡がありませんでしたので、こ

の議事録をもって決定とさせていただき、審議会終了後、前回議事録署名人として指名

されました会長と副会長に署名をいただくことといたします。この件以上でございます。 
 
 
 
（４） 議事録（議事要旨）署名委員の指名 
 

副会長 次に今審議会の議事録署名人の指名でございますが、この件についても事務局よろしくお

願いいたします。 

 

事務局 今回の議事録署名委員を２人お願いすることとなっております。１人を副会長に、もう１

人を名簿の順番によりまして、石津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。異議がないようでございますので、副会長と石津委員にお願いいたします。こ

の件以上でございます。 

 

 

 

３ 報告 

（１） 第５期宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 

 
副会長 それでは、報告事項に入らせていだだきます。お手元の会議次第にございますように、本

日の報告事項は２点でございます。 

まずその中の（１）第５期宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について事務局

より説明をお願いいたします。 

 

事務局 本日お集まりの皆さまの中に、新しい委員さんもおられますと思いますので、第５期の宗

像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定の進捗状況につきまして、        

報告をさせていただきたいと思います。前回１０月１３日の、第２回宗像市保健福祉審議会

で進捗状況をお話させていただきました。その際、その時点までの計画策定の進捗状況につ

いてご報告をさせていただいております。その時の内容としましては、まず第５期事業計画

策定に関します国の方針について説明させていただき、それから計画の基礎資料として、宗
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像市の高齢者の日常生活の状況や、保健福祉行政の要望等を把握するために実施しました高

齢者実態調査の最終報告や、計画策定の大まかなスケジュール案を提示させていただきまし

た。合わせまして計画の骨子として、基本方針の概要をとりまとめたものを資料としてお示

ししております。それが前回、計画の時にお話させていただいた部分でございます。今回は

事前にパブリックコメント用の概要版の事業計画の概要版をお配りしてもらっております

ので、もう事前に目を通されておられるという前提といたしまして、話させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

    パブリックコメントの概要版についてでございます。まず、２ページのほうで、第１章と

しまして、計画策定の背景ということで、計画の位置づけや計画の期間等を述べております。 

    それから、４ページの２章で、宗像市の高齢者を取り巻く現状ということで、被保険者や

要介護の認定者等の推移、それから介護サービスの利用状況、介護給付の状況を話させても

らいました。前回報告しております、７ページから１１ページまでにつきましては、提示を

させてもらっておりますので改めてご紹介しませんけども、１３ページ第４章で、介護給付

等の対象サービスの見込み、これは暫定値でございますけれども、こういう値を表示して、

推測を作るということです。それから１４ページで、今度は施設・居住系サービスの利用者

数の見込み等、これも提示しております。それから１５ページは、居宅サービス等の利用状

況の見込みでございます。それから１６ページ、これが事業の中でも地域支援事業というの

がございます。これの見込みです。それから１７ページに介護予防事業や任意事業の見込み

ですが、あくまで暫定値でございます。そういうのを予定しております。最後に１８ページ

になりますけれども、第５章ということで介護保険料の大まかな段階設定のイメージを載せ

ております。 

    そして、私どもが開催しております宗像市の介護保険事業計画の開催状況についてお話し

させていただきます。前回１０月１３日に、この保健福祉審議会がございましたけれども、

その後介護保険は、１０月２０日と１１月２４日、１２月８日の３回にわたってお話をさせ

ていただいております。その内容としましては、介護サービス事業者へのヒアリングの結果、

それから計画の素案、これにつきましては介護保険の事業分、例えば認定者数の見込みや施

設居住者サービスの見込み、それから居宅サービス等の見込みを検討させていただきました。 

   さらに介護保険事業以外の分野になりますけれども、高齢者保健福祉の充実のための方策を

検討して、それから各論へ移り、改めて詳細に介護保険給付の見込みあるいは高齢者保健福

祉の充実のための方策を審議していただきます。最終的には第５期介護保険計画の介護保険

料の所得段階の設定の基本的な考え方まで示させていただいております。先程、部長より話

があったと思いますが、今までご審議していただきました原案につきまして、概要版は全１

８ページでございますけれども、実際は５９ページとなっておりますが、これについての市

民の方からのパブリックコメントを、１２月９日から来年の１月１０日まで実施しておりま

す。 

    今後の予定としましては、パブリックコメント終了後、市民の皆様から提出されたご意見

やご回答を、事務局で集約させていただきまして、１月の介護保険運営協議会にて検討させ

ていただきます。整理させていただきました計画案は内容的に充実したものになると思いま
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すが、これをもちまして、次回の保健福祉審議会で諮問をさせていただいた後、答申をいた

だく予定でございます。以上で、介護保険につきまして報告を終わります。 

 

副会長 ありがとうございました。ただいま説明があったと思いますが、新しい委員の方には、に

わかに理解しがたいところもあったかと思います。何か質問や意見がありましたらお受けし

たいと思いますが、いかがですか。 

 

委員  概要の１６ページに、二次予防事業の見込み量のグラフがありますが、「運動器の機能向

上事業」、「栄養改善・口腔機能向上事業」、「うつ・認知症予防事業」の欄で、平成２３

年度の見込みから平成２４年度の推計が、一気に増大しているのは何か理由があるのですか。 

 

事務局 通所型の介護予防事業でございますけれども、来年度より介護予防健診を廃止し、６５歳

以上で要介護・要認定を受けられていない方を対象にした、基本チェックリストを２年に１

回送付させていただきます。対象者が１９，０００人ほどおられますので、半々に分けて１

年ごとに９，５００人に送付させていただきます。そして、基本チェックリストの回収率を、

７０％と見込んでおります。その中で、二次予防事業の対象者の掘り起こし、新たな方を見

出すという形になるかと思いますが、そういったところでの通所型の介護予防事業への繋ぎ

として、訪問看護士を１名増やしまして、充実に努めたいと思います。ですので、これくら

いの見込みで推計をさせていただきました。 

 

委員  わかりました。データに基づいているのなら結構ですけれども、一気に増加しているので、

そこまで伸びるのかなと思いまして質問させていただきました。 

    もう一点、１８ページになりますが、保険料の基準額はだいたい出ていますか。 

 

事務局 現在、鋭意作業中でございまして、本日（平成２３年１２月２２日）の朝刊に出ておりま

したが、介護報酬の改定が１．２％と、全体的な数字が示された状況でございまして、サー

ビスごとの詳細な報酬改定率等は至っておりません。私どもも、議会への提案や保険料の提

示等ございますので、ぎりぎりのところまで待つと申しますか、今後の報酬改定の見込みを

捉えたうえで決定したいと思います。見込みとしては１月下旬を考えております。 

 

副会長 事務局から話がありましたように、宗像市の介護保険運営協議会というものがございます。

その会の中でも、毎月１回のペースで、第５期宗像市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計

画を審議させていただいております。それが２月、３月の答申という形で挙がってくるわけ

です。その運営協議会の中でかなり検討しておりますので、私からアドバイスさせていただ

きます。他に何かございませんか。 

    それでは、今後の予定でございますけれども、事務局お願いします。 
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事務局 現在行っておりますパブリックコメントを１月に集計しまして、介護保険運営協議会で、

たたかせていただいて、２月上旬に開催予定のこの保健福祉審議会で諮問をさせていただき、

その後答申をいただくという計画を立てております。 

 

副会長 計画の素案が出来上がりましたら、２月上旬にこの保健福祉審議会に諮問をして、３月上

旬に答申をいただいて、策定を終わるという計画でございます。 

    現時点で、市民の方からパブリックコメントの意見や要望は挙がってきていますか。 

 

事務局 １２月９日から今日で２週間ほど経ちますが、まだ意見は寄せられておりません。 

 

 

 

（２）宗像市障害福祉計画（第 3期）について 

 

副会長 次に、第３期宗像市障害者福祉計画についてでございますが、事務局お願いします。 

 

事務局 この計画は、平成１７年に制定されました障害者自立支援法に則り、市町村に策定が義務 

づけられた計画でございます。この策定につきましては、障害のある市民の方々が自立した 

日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援等が地域

において計画的に提供されるように、その基盤整備を図り、障害者施策の一層の推進を図る

ための指針とするものです。現行の第２期宗像市障害者福祉計画が、本年度をもって終了し

ますので、平成２４年度から平成２６年度の分を、新たに第３期として計画を策定するもの

であります。 

本日の審議会に合わせまして、計画書をお届けしたかと思いますが、これはまだ原案でご

ざいます。この原案を１２月２０日からのパブリックコメントにかけておりまして、来年の

１月１９日までに一般の方からのご意見をいただく予定にしております。その際に出てきま

した意見は、事務局で処理をして、検討委員会と庁議で審議をしたうえで、この計画が初め

て案となることができます。そして、次回の保健福祉審議会に諮問をさせていただく予定で

ございます。 

それでは、計画の中身について概要を説明させていただきます。７ページの本市の障害者

の現状についてでございます。総人口につきましては微増傾向でございますが、少子高齢の

進行が見られております。近い将来、本市の人口は減少に転じると予想しています。８、９

ページについてですが、障害者の現況ということで、ここでは身体障害者、知的障害者、精

神障害者が増加しているということを書いております。次に１１ページの計画の基本方針に

ついてでございます。計画の基本理念につきましては、「すべての市民が、障害の有無を問

わず、基本的人権を有するかけがえのない個人として尊重されつつ、自立支援とあらゆる社

会参加の機会を保障され、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現」ということにし

ております。目指す将来像につきましては、「住み慣れた地域で、共に支え合い、障害のあ
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る人が自分らしく安心して暮らせるまち」ということにしております。計画の基本的な視点

といたしまして、基本理念の実現のために、次の５つの基本的な視点に立って計画を推進し

ます。「障害者の自己決定と自己選択の尊重」「障害者の就労支援」「障害者の地域生活へ

の移行・定着支援」「地域ぐるみの障害者支援」「政策横断的な障害者施策の展開」の以上

５つにしております。その中でも特に、「障害者への地域生活への移行・定着支援」と「政

策横断的な障害者施策の展開」につきましては、今回の計画のなかでも、宗像市独自の取り

組みをしたいと考えております。次に計画の体系についてでございますが、目指す将来像を

達成するため施策を、大項目で５つ挙げております。 

それから、施策の展開といたしまして、１３ページから４２ページにかけて載せておりま

す。啓発・広報について１３ページから１４ページに、生活支援については１５ページから

３１ページに、生活環境については３２ページから３５ページに、教育については３６ペー

ジから３８ページに、雇用・就労については３９ページから４２ページにかけて、項目ごと

にそれぞれの現状と課題、これまでの取り組みを検証しながら、今後３年間の施策の方向を

打ち出しております。また、第３期計画におけるサービスの見込み量を数値化しております。

これは今後福祉サービスの目標として、イメージをしているところでございます。以上が計

画の概要でございますが、本日は、まだ諮問前でございますので、今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

副会長 事務局から説明がございましたけれども、何かご質問はありますか。 

 

委員  現時点でパブリックコメントは何か出ていますか。 

 

事務局 まだ届いておりません。 

 

委員  今後の策定委員会は月２回のペースですか。 

 

事務局 私どもの計画では、月１回ということではなく、パブリックコメントの内容を受けまして、 

   あと２回でございます。 

 

委員  そうしますと、１月と２月ですか。 

 

事務局 最後は３月です。 

 

委員  わかりました。 

 

委員  ２５ページの市の福祉課障害者福祉係に、社会福祉士や精神保健福祉士等の専門職を配置 

   すると掲載されており、素晴らしい事だと思いますが、想定されています基幹相談支援セン

ターは、地域移行・地域定着事業支援事業、権利擁護事業、総合相談事業において、こちら
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に配置される社会福祉専門の精神保健福祉士が、福祉課障害者福祉係の配置を想定している

のと同じ、または異なるのでしょうか。 

 

事務局 基幹相談支援センターにつきましては、社会福祉協議会に委託しておりまして、障害者生

活支援センターというところが担うようになっております。こちらに書いております福祉課

は、それとは別に配置できるように検討していきたいということでございます。 

 

委員  では、この基幹相談支援センターというのは、社会福祉協議会の中にあるのですか。 

 

事務局 場所は市役所の中で、福祉課と隣り合わせで配置されております。 

 

委員  では、別個という事ですね。 

 

事務局 はい。 

 

副会長 他に何かございませんか。またこの審議会もございますので、そのときにでも意見を出し

ていただくということで、お願いします。 

 

 

 

３ その他 

 

事務局 本年度の審議会はこれで３回目ということでございますが、本日から新たな辞令というこ

とで、何人かメンバーも代わられたということで、平成２３年度の間に第４回、第５回の保

健福祉審議会を開催する予定でございます。ただいまご説明しました、第５期介護保険事業

計画、高齢者福祉計画及び第３期障害福祉計画についてでございますが、これらにつきまし

て、当審議会で諮問、答申を平成２４年２月と３月で予定しております。本日ご説明しまし

た資料から、大幅に変更になることはないと思われますが、パブリックコメントがございま

すので、その中身を事務局及び各委員会で協議をして、成案としてある程度固めたところで、

当審議会で諮問ということで出させていただきます。 

    次回の日程でございますが、誠に勝手ながら２月中旬と３月上旬に開催ということで調整

しております。 

    それから、『平成２３年版保健福祉の現況』の完成版が出来上がりましたのでお配りして

おります。この中で、６８ページの後期高齢者医療の平成２２年度の数値が１１月まで空白

で空いておりましたので、そこだけ修正しています。 

    最後に、附属機関として当審議会がございますが、議事録を市のホームページに掲載させ

ていただきますのでよろしくお願いします。 
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委員  ただいま事務局から説明がありました、議事録の公開についてですが、議事録を読んでい

る中で、前者の発言を引用して質問等をするときに、発言した委員の名前が出てくるわけで

すね。個人名が出てきているので、誰の発言かがわかってしまうわけですね。 

 

事務局 大変失礼したしました。注意いたします。 

 

副会長 事務局で修正をお願いします。他に何かございませんか。 

    それでは、本日予定していた議題はすべて終了いたしました。 

    お疲れ様でした。 
 
 
（閉会） 
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以上、平成 23 年度第 3 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２月１６日 

 

 

会   長      岡 山 昌 裕   

 

 

署名委員    石 津 朝 子  
 
 

 


