
 1 

平成２３年度 第２回 宗像市保健福祉審議会議事録 

 

日 時：平成２３年１０月１３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、柴田委員、時枝委員、中村委員、

鍋山委員、西﨑委員、橋本委員、松本委

員、吉永委員、山根委員 

事 務 局：【健康福祉部】野中部長 

【健康づくり課】篠原課長、【福祉課】

花田課長、内田係長、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、橘係長、【子

ども育成課】中野課長、【子ども家庭

課】原課長、【発達支援センター】中

村所長、【保健福祉政策課】小田課長､

柚木係長、五十里主任主事 

 

 

 

１ 開会 

 事務局より資料確認 

（１）開会挨拶 

   会長挨拶 

 

（２）前回議事録確認 

  会長 

それでは前回の議事録の確認ということでございます。事務局のほうから少し

ご説明をお願いし、また委員の皆様方からご質問があればご質問をいただきたい

と思いますが事務局何かございますか？ 

 

  事務局 

前回議事録の確認でございますが、先日資料と一緒に前回の議事録をお送りし

ておりましたけども、内容について修正等のご連絡が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。この会議終了後、前回議事録署

名人として指名させていただきました鬼﨑会長と、今日は欠席になってますが古
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屋敷委員に署名をいただくことにいたします。この件については以上でございま

す。 

会長 

 どうもありがとうございました。事務局のほうにご異議があるというご連絡が

なかったということでございますので、ご承認をいただいたとものとして扱わせ

ていただきたいというふうに思っております。 

 

 

（3）議事録（議事要旨）署名委員の指名 

  会長 

それでは続きまして本日の議事録の署名委員の指名ということで、事務局のほ

うからご提案をお願いいたします。 

  事務局 

    はい。今回の議事録署名委員を２人お願いしたいと思います。任期の関係上、

今日が今期の委員さんの 後となりますので、１人は鬼﨑会長に、もう１人は岡

山副会長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？  

   （委員異議なし） 

会長 

    はい。ということでございましてご指名でございますので、僭越ではございま

すが、不肖鬼﨑とそれから岡山副会長で対応させていただければと思います。    

    

 

２ 報告 

(1) 第５期宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定の進捗状況報告につ

いて 

会長 

  それではお手元の次第に従いまして、まず報告ということで、第５期宗像市高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定の進捗状況報告について事務局のほ

うからお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  事務局 

    介護保険課介護保険係長の嶋田と申します。よろしくお願いいたします。 

第５期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いて

報告させていただきます。 

介護保険制度ですが、平成１２年度に開始されて現在で１１年目ですが、これ

は３年ごとに事業計画を見直すことが義務付けられておりまして、現在第４期の

計画中です。来年度平成２４年からの３年間が第５期介護保険事業計画と位置づ

けられております。現在まで１期から４期まで介護保険事業計画を策定してきた

わけですが、４期からは宗像市高齢者保健福祉計画、これと一体化した上で計画
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を定めるように変更されております。 

介護保険の事業計画ですが、平成１７年に大きな法改正がなされておりまして、

これは団塊の世代という人口が多い世代が平成２７年度には高齢期を迎え、本格

的な高齢化社会が到来するという見込みのもと、第３期の介護保険事業計画から

大幅に制度が見直されております。具体的には介護予防の導入です。それと地域

密着型サービスの創設、あとは包括支援センターの創設。これが３期の事業計画

の中で長期目標を掲げられておりまして、３年の計画にとどまることなく平成１

８年から平成２６年度まで９年間の長期目標を立てております。３期４期５期と

現在５期の 終年でございますが、５期はちょうどこの３期で定めた長期目標の

終年度にあたっております。そうした位置づけもございまして、第３期でキー

ワードとなった地域と予防、あと第４期で推し進められて参りました地域包括ケ

ア、こういった考え方を継承し、第５期の位置としてはこうした地域包括ケアシ

ステムの充実強化のため、継続的かつ着実に取り組むことが重要とされておりま

す。 

さっそく資料のほうなんですが、第５期事業計画策定に対する国の方針、これ

が平成２３年度６月１５日に介護保険制度憲法が成立しておりまして、７月１１

日の全国会議で提出された資料を基に作成しております。上のほうに網掛けで載

っておりますが、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、

住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の

実現に向けた取り組みを進める、第５期の 終の集大成の期間であるという位置

づけです。そこに１から６まで大きな改正法案の柱が立てておられます。 

    続きまして第２ページ目をお開き下さい。現在平成２３年度におきまして第５

期事業計画ならびに高齢者保健福祉計画の策定作業を進めておりますが、これは

当初のスケジュール案でございまして、現在４月からずっと下ってまいりまして

１０月のところですね、下から５段目の計画骨子の作成までは一応動いている段

階でございます。下から３行目に介護保険運営協議会というのがございまして、

こちらをほぼ予定通り１回２回３回と開催しております。第４回を１０月の２０

日、１週間後に予定しております。 

    保健福祉審議会なんですが、一番下の段、１１月の中旬に１回目と書いており

ますが、今日は実際のところ６月に続いて第２回ということで、合わせまして１

１月中旬の予定が１０月の今日１３日に１ヶ月ほど早まってるという変更がな

っております。で残る２回目３回目、実際には３回目４回目ですが、２月と３月

に予定しております。委員さんの任期がまた変わるということでメンバーに若干

変更があるかと思いますが、２月と３月のほうもまたよろしくお願いいたします。 

    続きまして次のページをめくっていただきますと、今までの介護保険運営協議

会と今後の運営協議会やこの保健福祉審議会との審議予定を掲載しております。

第１回から第３回までの介護保険運営協議会はこれはもう実績です。１０月１３

日の保健福祉審議会以降から下、 下段までは今後の予定です。さきほど申し上
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げました２月の保健福祉審議会第３回と３月の第４回、こちらのほうで介護保険

運営協議会で審議いただいた計画案の諮問をさせていただきまして、答申をいた

だくという予定にさせていただいております。 

    続きまして次の資料ですが、こちらが８月の第３回介護保険運営協議会でご審

議いただきました計画骨子になっております。計画骨子ですから、この８月の審

議の段階でまだ不明な点もあり、今日現在でもまだ事務的要綱などが確定されて

いない部分もございまして、若干今後審議の中で見直しをおこなっていく予定で

ございます。 

    １ページ目をお開きいただきたいのですが、計画基本理念としましてはこれは

第３期第４期の延長線上に位置する第５期の計画ということで、一番上に書いて

おります、いつまでもいきいきと、だれもが安心して暮らせるまち、これは第４

期計画に掲げました基本理念を受け継がせていただいております。 

次、中段あたりの計画の重要課題と取り組みの方針ですが、国が改正介護保険

法で示した、新たに示した方針も考慮しながら、宗像市は宗像市のその地域の実

情に応じて計画を策定していく、優先的に取り組むべき重点記載事項を整理させ

ていただいております。いちばん下の四角で囲んであります左側、宗像市の３本

の重要課題の柱として、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、この３つを重要課題としてかかげさせて

いただいております。で、国の重点記載事項との関連はそこの矢印のとおりです。 

    続きまして２ページ目ですが、こちらのほうは先ほどの重要課題とする３本の

柱を１・２・３と掲げております。１番におきましては要介護認定を受けられた

かたでも可能な限り地域で生活し続けられるように、地域密着型サービスなど基

盤整理や利用促進を図る、また緊急通報装置や配色サービス等の生活支援サービ

スの充実、また地域の関係団体との連携強化を図る、というようなことを記載し

ております。 

    第２点目ですが、権利擁護の推進ということで、成年後見制度の活用や認知症

サポーターの育成、また認知症を支える地域づくりの推進などかかげております。 

    ３点目ですが、健康づくりの関係で、生活習慣病の早期発見や予防ができる環

境整備や、いきがいと健康づくり事業など一次予防事業、二次予防事業の展開を 

   図っていくということをしております。 

    続きまして３ページ目、こうした重要課題を受けまして計画の基本方針という

ことで７点掲げさせていただいております。 

    １点目が高齢者保健福祉全般に共通する取り組みということで、下の枠の中で

すが、利用者本位、関係団体や市民・地域との協働、高齢者の生活に関わる各分

野間の庁内外の連携を掲げております。 

    続きまして４ページ目お願いします。２点目の基本方針としまして、介護保険

事業における２６年度までの目標、こちらは破線で囲んでおりますとおり未だ未

定の部分が多いんですが、来週の第４回運営協議会以降で少しづつ提示させてい
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ただく、策定ができた部分から提示させていただく予定にしております。 

    ３点目ですが、日常生活圏域、第３期から設定されてる地域包括ケアの範囲で

すが、第３期では３圏域ありましたが、第４期においては中学校区ごとというこ

とで、６圏域に増やして設定されております。第５期においても同様の６圏域に

設定するところです。 

    ４点目なんですが、地域密着型サービスの整備方針、こちらにつきましては３

期から第４期計画期間中には大幅にそこに７か所開設したとありますが、小規模

特養施設など７か所開設しておりまして、第５期におきましては地域バランスを

考慮しながら地域密着型サービスの整備をさらに継続して行っていく予定です。 

    次の第５ページ目ですが、５点目としまして地域包括支援センターの設置方針、

こちらは第４期まで、第３期に創設されて第４期と市役所の中、直営１か所で行

っておりまして、第５期におきましても引き続き直営１か所の予定見込みとさせ

ていただいております。 

    ６点目ですが、地域支援事業の方針、こちら介護予防事業、包括的支援事業、

任意事業とございますが、１点目の介護予防事業は、先ほどの重要課題の３点め

にも掲げておりました健康づくりと介護予防の促進ということで、そうした重要

課題の方針のもと実施していく計画予定です。 

    ２点目の包括的支援事業、こちらも先ほどの重要課題２点目と関連するんです

が、高齢者の権利擁護の推進のため、認知症高齢者や虐待等の権利擁護に関わる

相談等に引き続き対応していくというところです。 

    ３点目、任意事業ですが、こちらも継続してそちらの介護講座や介護用品の給

付、また介護給付の適正化こうしたところを継続していく予定です。 

    次続きまして６ページ目なんですが、こちら 後７点目に介護保険事業計画以

外の高齢者保健福祉政策の方針ということで、枠の中にも掲げております高齢者

の健康・生きがいづくりを支援、地域での高齢者の支援を柱として計画をしてい

るところです。 

    資料の 後ですが、むなかたタウンプレスの、あさって１０月１５日号の原稿

を付けさせていただいておりますが、今年の５月、６月にかけましてこの事業計

画や高齢者保健福祉計画の策定のための基礎資料とするために、この実態調査を

実施しております。ご協力いただいた方はもちろん、一般市民向けに結果の内容

を報告する記事ということで、あさって以降に各戸に配布されるところでござい

ます。以上でございます。 

 

会長 

    はい、どうもありがとうございました。今度第５期の介護保険事業計画を策定

していただかなければならないわけでありますが、ちょうど３月１１日に東日本

大震災が起きまして、国のほうもそれへの対応ということで取り組んできて、そ

れから介護保険法が改正され、それを受けていろいろな方針を打ち出すところで
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あったわけですが、ちょっとのびのびになっておりまして、全体的に国の基本方

針等がなかなか出遅れたところもあります。 

これが保険者であります市町村の介護保険事業計画の策定に少し遅れが出て

きているということで、これを取り戻していくために精力的に取り組んでいきた

いということでございまして、先ほど事務局からご説明がございましたように第

５期の介護保険事業計画策定に関する国の方針、それから宗像市の取り組み、そ

れから今後の予定、それから計画の骨子ということで事務局のほうからご説明を

いただいたわけでありますが、何かご質問等がございましたら出していただけれ

ばと思いますが、いかがでしょうか？ 

   

委員 

    ５ページ目の地域包括支援センターの設置方針の 後のところで、効率的かつ

効果的な事業運営を図るというふうに書かれているんですが、それは具体的にど

のようなことを考えておられるんでしょうか？今後の方針として…。 

 

会長 

    事務局のほうよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

    地域包括支援センターの瀧口です。こちらの第５期保健福祉計画、効率的かつ

効果的な事業運営を図るなんですけども、直営１か所でいいのかどうかという議

論は他にもあったと聞いておりますけども、現在地域包括支援センターで特にい

ろいろな相談を受けておりますけども、一番 近になって傾向として目立つのは

やはり困難事例といいますか、非常にいろんな相談内容が多岐にわたっておりま

して、その１件１件の相談内容も非常に時間がかかる深いものになってきており

ます。 

この時に一番その大事なものは、上のほうに書いてますけども、まず市役所内

の関係部署との連携ですね、いろんな情報を収集しなくてはいけなくなります。

場合によっては障害者福祉も絡んで、介護保険課と一緒に連携するのはもちろん

ですけど、障害者福祉それから生活保護とか、場合によってはそれ以外の課とも

連携して対処する、そういった部分が非常に重要になってきておりますので、医

療協議とかそういったものよりも、そういう内部、それから場合によっては警察

署とかですね、そういう所との連携が非常に重要、スピーディな対応が今できて

るかなと思ってます。 

    それと対利用者のサービスという観点からですけども、確かに相談窓口等は市

内に少しあったほうがよろしいとは思いますけれども、今後特に力を入れて進め

ていきたいと思ってますのは、各事業所さんと連携して、いろんな相談を各地域

地域で受けていただくと。実際に今すでに各事業所さんが相談を受けたことに対
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する相談というのは積極的にその相談を受けております。場合によっては権利擁

護の問題とかそういうものも受けておりますので、そういう形でネットワークを

作って、より効率的で効果的な事業を掲げていきたいなと今のところは思ってお

ります。以上です。 

 

会長 

    はい、ということでよろしいでしょうか？ 

 

委員 

    意味は分かりました。ちょっと民生委員さんの会長さんが来ておられるので、

民生委員さんとの関連とかっていうことは民生委員さんとの間でお話とかをさ

れて…。 

 

事務局 

    はい、民生委員さんの会議にも出させていただいてまして、非常に現場のサイ

ドでは地域包括支援センターが一番関わりが大きいかなと思っています。日頃の

民生委員さんの活動には非常にうちのほうも助けられていると認識してまして、

密接に連携してですね、今後とも推進できればというふうに思っています。うち

としてもできる限り協力させていただきたいと思っております。以上です。      

 

会長 

    よろしいでしょうか？ありがとうございました。 

 

委員 

    各事業者というのは誰ですか？各事業者を中心にというのは？ 

 

事務局 

    介護専門事業者でございます。それは特に、各種関連の事業者さんと特にケア

マネージャーさん、いらっしゃいますのですね、連携の…。 

 

委員 

    それと民生委員の関係は、民生委員の人たちは地域に非常に密着してる。どこ

におひとり様がいるとかですね、どこに何か事業を、何かしてもなかなか出てこ

ないというのも知っておられる方も非常に多い訳ですよね。だからどうですかね、

事業所を中心にというのは。 

 

事務局 

    現実にはですね、民生委員さんが絡むケースも事業所さんが絡むケース、同時
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に絡むケースも。 

 

委員 

    それはわかりますけどね、民生委員さんでもなかなか個人の中に入っていけな

いケースが非常に多い訳ですよね。だからそういう人達に対して本当にこう…。

私はもう今日で終わりですけど、初めから言ってるんですけど、出てこない、近

くに子どもさんもいない、そういう７０歳過ぎた人に対して、老人会もあるし、

民生委員の人も１か月に 1度ちゃんとお決まりがあって行ってるんですけど、行

政に頼るんじゃないで地域で何とかコミセンから自治会、昔で言えば何ですかね、

戸というかその助け合いの戸、その組がありますから、そこらへんを活用するこ

とをやっぱり中心に考えたらどうかなって。まあ 初から申し上げてるんですけ

ど、そういう事ができないかなと思ってるんですよね。だから行政に頼るんじゃ

なくて自分達の地域の事は、隣のおばちゃんどうしてるかな、向かいのおばちゃ

んどうしてるかな、という事を意識高揚するためにはどうすればいいかなって思

ってますけどね。だからそういう核となる人を、民生委員さんも当然そうですけ

ど、そういう人を育成するというか、先ほど言った認知症に対する周囲の保険の

話、特殊な人達の話ですよね、そういうふうになる前にどうするかというのがや

っぱり大事だと思う訳ですけどね。つまらん事を言いますけど、今日終わりだか

ら。 

 

委員 

  やっぱり困ってるんですよ、地域では。もう年寄りばっかりでですね。だから

自分たちも年寄りになるから、みんなで助け合うためにはどうしたらいいかとい

う事をね。 

 

委員 

    民生委員の事でございます。民生委員単独でするって限られておる訳ですね。

やっぱりなかなか広報のしようがない。民生委員は日常的に弱いものを助けるこ

とをしておりますけどね、それだけじゃあ広がりがない。そういう事で、連携す

る場所っていうのは、福祉会とか地域の、社協なんか特に連携しているんですけ

どね。福祉会と連携して、そして福祉会の中に各自治会ごとに福祉協力委員とい

うのを設置してもらっているんですよ。そういう人達とも連携しながら、前回終

盤のほうに、そこまでしなくてはいけないのかとか質問がでていましたが、シル

バー農園も介護予防の一環なんですね。 

それからいきいきサロンといって、いわゆる見守り活動を現実にするためにし

ています。これ社協なんかと連携しているんですけどね。いきいきサロンをしな

がら、その中で健康チェックもしながら講和もするし、職員の教育もするし、そ

ういう事の連携を広めていくと。そういう中でいろいろな人の身近な状況を把握
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していく。 

ただ、いわゆる一人暮らしの方は掌握できるけど、今言う認知症とか障害のあ

る人とかっていうのはなかなかつかめないのですよね。こういう人達をより私達

は知りたい。この中に今の権利擁護の問題なんかもおのずと出てくる。これもま

た難しいですね。行政の指導を受けないと、専門性が問われるからですね。そう

いうところの支援が欲しいなあと民生委員としては思っています。    

 

会長 

    どうもありがとうございます。今、貴重なご意見ご指摘をいただいて、この地

域包括支援センターが平成１１年の６月の法改正のときに位置づけられ、宗像市

は直営で１か所やってきて、いろいろ国が示す枠組み等を踏まえて取り組んでき

ている訳でありますが、余計に今後とも、このセンターの働きがより重要になっ

てくるという事でございますので、直営に１か所という事でありますけれども、

そういう点では市民からのいろんな期待も高まっているという事でございます

ので、そこに書かれておりますような、効率的でありかつ効果的な事業展開をし

ていかなければならないということでございますので、計画にはきちんと位置づ

けて、そしてまた具体的な取り組みをより熱心にしていただくというようなこと

になろうかと思います。どうもありがとうございます。 

    他に何かございませんでしょうか？よろしいでしょうか？そういうことで、ま

たあの今後のですね、計画等の検討というものが含んでいくということでござい

ます。 

 

（２）宗像市障害福祉計画（第 3期）の進捗状況報告について 

会長 

    それから２番目であります。宗像市障害福祉計画（第３期）の進捗状況報告に

ついてという事でございまして、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

    福祉課長の花田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。資料につきま

しては本日お配りしました後ろから３枚目のほうでございます。宗像市障害福祉

計画第３期ですけども、まず計画の背景と位置づけというところからお話したい

と思います。 

    この計画の位置づけといたしましては、そこの上にありますように、市の総合

計画や国、県の関連計画と整合を図りまして、市の保健福祉に関する基本方針を

定めたものが保健福祉計画でございまして、保健福祉計画につきましては障害者

基本法に規定されました障害者計画、これに該当するものでございます。その実

施計画や具体的な見込み、これらの目標値を設定したものが障害福祉計画でござ

います。 
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    第２期障害福祉計画に関しましては、障害者自立支援法に基づきましてこの審

議会に諮問をさせていただきまして、答申をいただき策定をしていきます。 

    今回は平成２４年度から平成２６年度のまでの第３期について新たな数値目

標を設定するものでございまして、今年度中に策定を完了する予定でございます。 

    ２番目の計画の概要でございます。計画の概要につきましては①第２期計画の

進捗状況の分析、評価、②第３期計画における課題の整備、③課題を行った着実

なサービス機関に対する取組みの推進、これらを基盤といたしまして地域生活以

降の数値目標と概要策、相談支援体制の充実・強化、就労支援の数値目標と採用

ですね、障害福祉サービス、地域生活支援事業の必要量見込みと確保の方策、障

害児福祉サービスの必要量見込みと確保の方策、これらを基本の柱として計画を

策定していきたいと考えております。 

    今度は裏側にまいります。計画の策定の方法になります。計画の策定にあたり

ましては、前回と同様検討委員会を設置して検討する予定にしておりますが、市

内の関係機関や団体等からなる障害者自立支援協議会から選出をさせていただ

きまして通知をしたいと考えております。そして保健福祉審議会での諮問、パブ

リックコメント、これらを実施する予定にしております。サービスの見込み量に

つきましては、現在実施中の実態調査、これを今、市内全障害者を対象にやって

おりまして、これらの分析と第２期計画負担金の実績をもとに、対象者のニーズ

を踏まえて設定していきたいと考えております。 

    スケジュールにつきましてはそこの下に載せております。 

    現在実態調査実施中でございます。これを分析を進めながら１１月１日に第１

回検討委員会、それから関係機関、団体等の状況を把握しながら進めまして、１

月にパブリックコメント、２月にこの審議会に諮問させていただきまして、３月

中に答申をまとめたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会長 

    はい、ありがとうございました。本日配っていただきましたＡ４の資料、裏表

の資料に基づきまして、花田課長のほうから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。いかがでしょ

うか？ 

   よろしゅうございますか？はい、ありがとうございます。関係の部会でまた検討

し、またこちらの方にあがってくるかと思います。 

    

 

 (3)平成 23 年版 保健福祉の現況について 

  会長 

それでは続きまして、平成２３年版保健福祉の現況についてという事で、これ

は送っていただいておりました資料に基づいてご説明いただくんじゃないかと
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思いますが、時間の関係もありますから簡潔にお願いいたします。 

 

事務局 

    保健福祉政策課の小田でございます。 

    まず９ページ開いて下さい。母子保健というところの上のほうの表です。だい

たい２２年度の実績を中心に今回まとめさせていただいております。そこの母子

保健事業の推移というところの、下から２番目のところにですね、新生児・妊産

婦訪問という事で、生後４か月以内のご家庭に訪問するという事業でございまし

て、実施率がここには書いてないんですけども、９１．６％という事で、積極的

に保健婦さん等も新生児のところに訪問しているということで、前年よりも１割

程度数字が増えております。 

    それから飛びまして４８ページ、障害者福祉というところでございます。 

   こちらでは、障害関係の手帳の交付ということで、伸び率がどの位かということ

で、市の人口はほぼ横ばいもしくは微増というところでございますけども、まず

４７ページの身体障害者手帳の交付状況からみますと、ここはそんなには増加は

しておりません。前年度が３,４３４、２２年度が３,４７８ということでござい

ます。それから療育手帳につきましては４９７というのが２１年度、それから２

２年度が５１２ということでございます。それから精神障害者手帳につきまして

は、２１年度が３３０ということでですね、３５０が２２年度ということで若干

ここも増加傾向にある、緩やかでございますけども増加傾向にあるということで

ございます。 

    それから５８ページでございます。保育所の入所状況でございますけども、１

９年度からの推移をここに書かさせていただいております。１９年度につきまし

ては１，１６２名だったものが、これも毎年増えまして２３年度というところで

ございますけども、ここは４月の数字だと思いますけども１，３３７ということ

で、それもだんだん増えてきておるという状況でございます。 

    それから、６０ページ、家庭児童相談室（８）でございます。ここは（８）の

ところの相談件数なんですけれども、ここの延べ相談件数が２，００７件という

事で実際のケースの数は３２０ということですけども、かなり前年度からですね

増えてるというのが現状でございまして、このへんが今ひとつの大きな課題には

なってきているかとは思います。 

     それから、６４ページというところで、これはこども手当ができたという事で

初めて書かせていただいております。今までの児童手当てが右側ですけども、６

４ページに子ども手当というのを初めて書かせていただきます。 

     それから６６ページ、生活保護ですけれども、保護世帯と被保護人数について

は増加傾向にあるんですが、高齢者の率が初めてと申しますか、はじめて減少し

ているというのが特筆すべき状況でございます。やはり景気の関係で若年層の生

活保護が若干増えたのではないかなと思っております。 
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     それからですね、６７ページ、国民健康保険制度でございます。表の２番めの

ところに保険給付の状況ということで、一般の被保険者に対する給付額はこれを

全部足すとだいたい６２億円くらいになります。給付額が６２億円でございます

けれども、これ以外に介護保険や後期高齢者へのお金の支払いがございまして、

総額としては約９０億円くらいの予算ベースになっておりますので、かなり大き

な予算が支払われているということでございます。 

     それから今申しました後期高齢者、７５歳以上の方の健康保険になるわけでご

ざいますが、運営自体が福岡県後期高齢者医療広域連合と申しまして、福岡県の

各市町村が連携して行っている広域連合でございますけれども、こちらが運営し

ている後期高齢者の医療費のうち、宗像市の分につきまして、これはまだ正式に

２２年度の数字がきておりませんので空白にさせていただいておりますけども、

前年度が１０９億円でした。これを上回るというところは間違いないということ

で、まだ正確な数字はいただいておりません。１１０億円は越えるのではないか

なと思っております。  

     それから公費医療の乳幼児医療につきましては、２１年の４月から小学校１年

生まで、さらに２２年の１０月からは小学校２年生まで拡充、引き上げさせてい

ただきまして、ここには書いておりませんけれども、今年の９月診療分から、小

学校６年生まで引き上げさせていただいております。 

     それから、７２ページになりますけれども、今度は介護保険のところです。要

援護の認定者の数でございますけれども、これもやはり高齢者の増加に伴いなが

ら増加傾向にありまして、１８年度は２，８６５人だったのが２２年度では３，

３８２名ということで、かなり数字が膨らんできております。先程の介護保険の

ところのページとも連動しているところです。 

     それからそういうことで、どの程度の経費か、今から申し上げますが、次のペ

ージの７３ページ、介護保険制度のメニューです。訪問介護等からいろいろここ

に書いてますけども、これも毎年増加傾向にありまして、２０年度が４２億円だ

ったのが２１年度が４５億円、そして２２年度が約４９億円という事で、前年よ

りもやはり１割程度増加しているというのが現状でございまして、かなり高齢者

の要援護、要介護の必要の方が増えてきているっていうのが現状でございます。

ちょっと時間の関係もございまして雑ぱくではございますけれども、簡単に説明

させていただきました。これ以外にも事前にお送りしておりましたので、どちら

でも結構でございますので、担当課の職員も今日来ておりますので、質問等ござ

いましたらしていただきたいと思います。 

 

会長 

     はい、どうもありがとうございました。この保健福祉の現況という事で、平成

２３年度版ができるという事でございまして、これあの２３年○月という事で、

これは 終的には何月になるんですか？ 
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 事務局 

     先程申しました後期高齢者の医療ごろから正式な数字が入ってくれば完成版

ということになりますけど、そこが届き次第、宗像市役所での数字はもうすべて

入れておるんですけども、広域連合からの数字が届いてないものですので書けな

いということでございますので。 

 

会長 

     それに合わせて月数が変わるということで？ 

 

   事務局 

     ただもうほぼ完成しておりますので、早めに皆様には報告したいと思いまして

今日出させていただきました。   

 

会長 

     はい、ありがとうございます。という事でございます。時間も限りがあります

が、この際ちょっと確認をしたいとかいうことがございましたら出していただけ

ればと思います。 

 

委員 

ちょっと少し聞きたいんですが、まず生活保護に関してですが、生活保護につ

いては年金との関係で非常にこう取りざたされたことがありますけれども、年金

給付をもらうよりも生活保護のほうが高いと言われたことがあった訳ですけども、

宗像ではそういうことはないんでしょうかね？その申請に対するものに対して、

生活保護給付というのは、扶養義務のある人が扶養ができれば扶養をする、それ

から障害者、母子、いろいろな給付があればそれを給付して、 終的に生活保護

でなければ生きられないという事になってると思うんですけども、年金との関係

ではそういう層は生じてないんですかね？もう年金をもらうよりも生活保護のほ

うがいいという人はひとりもいないんでしょうか？それをちょっとお聞きしたい

と思うんですけどね。 

 

  会長 

    はい、じゃあ事務局のほうから。 

 

  事務局 

    保護係の内田と申します。年金の受給とそれから生活保護の関係につきまして

ですが、生活保護につきましては、補足の原理という事で他方活用が第一原則で

ございます 
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  委員             

    それはわかってます。  

  

  事務局 

    それで年金受給者につきましては、生活保護の 低生活金額と年金との兼ねあ

わせで、年金のほうが上回れば当然生活保護を開始しないことになります。そこ

らで年金受給者と生活保護者との関係は要否判定はそこで行っております。だか

ら年金がもし下回れば、生活の 低資金賃金の資金に下回れば当然生活保護で補

足をいたしますけども、そこで要否判定は行っております。   

 

委員 

    どういうことですかね？年金が月々７万円やったら生活保護で１３万円だと

すれば生活保護の中から１３万円が生活、いわゆる憲法２５条でいうその 低限

度だとすれば、１３万が 低限度とすれば、年金で７万もらえれば、どうしたら、

あとのその分を補填するという…。 

 

  事務局 

    補うということです。生活保護として。 

 

  委員 

    そういうことですね。 

 

  事務局 

    あくまで申請主義でございますので、生活保護を申請される方についてはです

ね、そういった判定をするんですよね。年金額と 低保障額の額というところ

でその一環といたしまして 低生活金のほうが高ければ年金との差額を支給す

るというような形になります。 

  委員 

    年金は出るんですか？ 

 

事務局 

   年金は出ます。年金は要するに優先ですよね。先に…。 

 

委員 

   いいですか？ 

 

会長 
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   はい、どうぞ。 

   

委員 

    委員がおっしゃってる事は、結局、年金を真面目に払っていても生活保護のほ

うが高いんだったらあほらしいという事で、若い人を中心に納付の意欲を非常に

削いでますよね、結局。 

   

委員 

    いや、そういう事実があるのかどうかと、現実にね。それをちょっとお聞きし

たかっただけで…。 

 

委員 

    生活保護費のうち、本人に支給されるのというのは全体の出費のうち１割５分

か２割位ですよね。半分は医療費なんですよ。医療費。だから…。 

実は医療費なんですよ。で、これはどこでもではないですけれども、生活保

護家庭に往診した場合は、無条件に協会健保や国保連合体が 近切ってくるよ

うになりました。保護家庭には往診を認めない。口頭では、文書ではそういう

事は絶対に言ってきません。だからわれわれは困ってるんです。生活保護家庭

で往診をお願いしたいと言われた時は、自腹で往診するか。だからそういう事

を行政はやってきてます。要するに 低生活費の年金よりも保護費のほうが高

いというところに目がいきがちでしたけど、行政はもっと金のかかってしまっ

てる医療費のほうで、そういう理不尽な切り方をしてきておるわけですよ。生

活保護所帯への往診は認めないとかですね。もちろんそれを文書にする事は絶

対にありません。とぼけてきます、問い合わせに。ああそうですかと。だけど

往診を切ってきた人の名前を見ると、全員いろんな人が生活保護だったら、こ

れは保護は行くなという事だなというふうに医療機関は解釈するわけですよ。

だから保護の問題というのは、おのおのが受け取る生活費の支給のほうにばっ

かり目がいきがちなんですけれども、もっと大きいパイの方を原理原則なく突

き崩してこられてるという事ですね。今までこういうのは我々の現場では聞か

なかった話です。 

   

委員 

    だからあれですよね、ちょっとすみませんね。福祉六法のなかでもですね、生

まれながらにして障害を持っている人たちに、どういうふうに、４月から行政が

どこに予算を費やしとるかですね。やっぱり今言われたように、本当に生活がで

きない人たちにどういうふうに手を差し伸べるかというのは、もともと生活を、

その生活の保護を求めないでも生きられる人たちに対して、何らか手を差し伸べ

てるから、その予算が本当に給付されない人に回らないというのもあって…。 
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委員 

    ただこれは税金と一緒で申請主義ですから申請しないと検討もしてもらえな

いし、あるものを行政サービスをよく読んで、自分が該当してるのに漏れて 

るのがないかを各々が調べないとサービスはたどり着かないんですよね。これは

別に宗像市だけの役所の体質じゃないですから、大きな声では言うつもりはない

ですけれども、その法律を知っているものの味方をすると、一緒ですよね。 

 

委員 

    後にひとつだけあれなんですけど、もちろん申請しなければという申請主義

はわかるんですけども、申請ができない人たちにどういうふうに手を差し伸べる

かというのも。自分で病院に行ってここが痛いんですけどって言える人は、病院

に行ける人はですね。なんか子どもさんが近くにいて車に乗せて行ってもらえる

人とか、障害もないで自分で歩いて行ける人はいいんですけど、そこらへんをち

ょっと 後ですから。地域にもいますんで。そういう人たちを、民生委員の方で

もなかなか一生懸命やってくれるけどもわからない人もおるから、やっぱり我々

一人ひとり地域におる人間が隣近所の人たちに気を付けながら。私もじじばばと

二人でいますからね。１０年２０年経つとそうなるからどうかなと。 後にやっ

ぱり宗像市がどうなってるか。赤間地区は赤間地区、東郷地区は東郷地区、自由

ヶ丘地区は自由ヶ丘地区それぞれ。大島なんかとてももう本当年寄りばっかりや

から、それをみんなで地域で支えていくためにどうするのかなあ。そういう組織

を作ろうよ。コミセンもあるし自治会もあるんだけど、もうちょっと違う組織も

あるんじゃないか。福祉会もあるし老人会もあるけど、もうちょっと何かサーク

ルみたいなね、そういうのも必要かなと思うんですけどね。つまらん事を言いま

した。 

 

  会長 

    どうもありがとうございました。 近新聞でも報道されてますけど、保護費が

全国で約３兆円、で受給してる方が２００万人という事で、ずっと増えてきてい

るということでございまして、そのうちの半分がだいだい医療保障、1兆 5千の

ですね、全ベースでいくと。今、そういうご指摘いただいて、どちらにしても生

活ができないという事であれば、ご相談あって面接をして保護が必要であるとい

う事であれば、国の規則等に基づいて、保護を適用していくという事になってき

ておりますので、今委員のご指摘のように、人によっては年金の額が低い方がい

ますので、逆転現象というのはこれは別に宗像市だけではなくて全国の市町村で

もあるケースがある訳ですから、そういう点で適正に生活保護を行政は進めてい

ただくということになろうかというふうに思っております。 

    他にございませんでしょうか？どうぞ。 
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委員 

今日、この場で是非言ってくれということで、今一番困っている人達の代表格

が学校の先生である。例えば具体的に言うと、赤間小学校の特別支援学級のこ

どもがここ数年増えているし、特別支援学級も市内で増えているにもかかわら

ず、まったく補助教員の補充がなされていない。それで、先生方がみんなまい

っている。 

それは、宗像市に限らず、福岡市にいたっては、そういうことで精神的変調を

来たし休職している者のそれが、インチキか本当か審査する委員会すらある。

それほど深刻である。 

「のぞみ園」のことも出ていますが、１００人を超えている。ものすごい勢い

で内部障害をかかえている子ども達が増えているが、スタッフはほとんど増え

ていない。至急、なんとか増員してあげないとここは集まるだけの施設になっ

ているようです。 

だから、「箱だけ作って、はいおしまい」のコンセプトで事業を進めるとこう

いうことが起こる。特別支援学級増設しました。はい、それはいいですけど。

それに見合ったスタッフ。人です。これは、介護、福祉の現場も全部そうです。

それに見合った者をつけないとなにも意味がなくて、結局、問題のある子を拾

い上げることは、例えば、発達支援センターとかに連れていくそれはできるが、

そこから先がないし、受け入れ施設もない、どこで診てもらえるわけでもない。 

私が心配しているのは、４歳児健診が始まりますが、へたすれば、保育園で親

に言えない。「あなたのお子さんは、精神的に問題がありますからうちでは見

れません。」と言い切れないので、医者に代わって言ってもらいたい。そうい

う制度に化けはしないかと私は非常に苦慮、心配している。 

だから、そういう新たな事業を始めるときには、それで見つけた人弱い人を釣

り上げたらその後をどうするか、そこまで用意してから事業を是非始めていた

だきたい。 

 

会長  

ご意見としてよろしいですか。 

 

  委員 

 そうです、全部含めてそうです。結局マンパワーが全然足りなくなることは

目に見えている。 

このまま高齢化が進めば、介護なんかされる側じゃなくて、われわれ審査員も

高齢化してきて、一度に２グループで審査しているのが、全然もうケースが多

くなりすぎて回らなくなって、３つか４つに増やそうかと言っている。こりゃ

もう年寄りが死ぬか。審査しているわれわれが先に死ぬか良い勝負だな。と笑



 18 

い話にもならない。本当です。 

だから、もうこれは、私は色々、介護も健康保健の方にも出さしてもらってい

るが、会計的にも尻に火がついている。もう１年、２年で本当に立ち行かなく

なる世界の話であると思う。 

特に健康保健とは、書いてませんけど来年度のかかる費用の見込みは、今年並

みで設定しているが、それでやっとである。そんなはずはない、１割、５割、

５％増えるに決まっている。虎の子の基金は？去年、今年で使い切る。全然金

はない。どうしようか。じゃ、だから今年は、「２ヶ月に１回ぐらい集まろう

か。」という話になっている。 

やはり、そういう面での、フォロースルー含めた危機感で、人を使う、たくさ

ん増やすということは、やっぱり、人を増やさないとそこに予算を入れないと

いけないんだ、ということです。行政の方にも箱を作るだけではなく、苦しん

で足りない部署には、人を投入するんだ、ということを徹底していただきたい。 

 

  会長 

はい、どうもありがとうございました。 

 

（４）宗像保健福祉会館（ゆうゆうぷらざ）の方針について 

  会長 

それでは次に進みまして、宗像市保健福祉会館（ゆうゆうぷらざ）の方針につ

いてという事で、事務局のほうからご説明をお願いしたい思います。資料はあ

らかじめ送っていただいておりました資料の「ゆうゆうぷらざ」の概要という

ところの分です。それを使ってご説明があるんではないかと思います。事務局

お願いします。 

 

事務局 

   保健福祉政策課の小田でございます。旧玄海町の神湊の、福間、福津、津屋崎境

のところに保健福祉会館というのがございまして、通称ゆうゆうぷらざと申してお

ります。昨今のやはり行財政改革という部分と、それから先程福祉のほうでも介護

保険や後期高齢者医療、国民健康、いろいろな扶養費等の増大が億単位で毎年増加

しているということもございます。そういうこともございまして、このゆうゆうぷ

らざという所が、当初介護保険制度ができる前につくっていた制度で、当初の目的

も在宅支援サービスというような観点で造った目的の経緯がございました。その後

介護保険制度が拡充しまして十数年たったわけでございますが、民間の施設もかな

り拡充してまいりまして、担う役割もある程度達したという判断をもって今回、本

年６月に市の庁議の中で廃止という形で民間譲渡という形で、民間でこの施設をご

活用いただけないだろうかということで決定させていただきました。でできるだけ、

福祉、医療等についてご活用いただきたいということで、移譲先につきましては社
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会福祉法人または医療法人等に、お願いしたいなと思ってるところでございます。 

施設としては２ページ目にございますとおり、だいたい３０００平米程度の建物

でございまして、畳の和室の部屋、それから機能訓練室と言ってますけども、今機

能訓練等の施設、ことはやっておりませんで、ほとんどダンスの練習をさせてるフ

ロアがひとつ、それからお風呂がございます。それから２階に調理室、会議室等が

ございまして、非常に経費の面におきましてはだいたい年間３０００万円程度使っ

ております。 

現在宗像市では合併いたしまして、コミュニティセンターというのを１３地区

にすべて、来年の春先までにすべてコミュニティセンターというのを全部整備さ

せていただきます。保健福祉について、昔は一点集中型の施設という考え方をも

って、旧宗像市におきましてはメイトム宗像という所に福祉センターをつくって

いたんですけれども、こちらも今では交流センターという形で、市民活動交流セ

ンターという形で衣替えさせていただいております。その役割を担うコミュニテ

ィセンターが、来年 後のコミュニティセンターが田島・神湊地区のコミュニテ

ィセンターが玄海幼稚園跡に完成するのが決定し、もうすでに着工しております

ので、そのことを受けまして、コミュニティセンターを中心に保健福祉関係の、

検診とか健康教室とか福祉講座等も行うということで、ゆうゆうぷらざ廃止をさ

せていただくということで今日はご報告という事で、正式には１２月議会に上程

させて廃止という形になるかと思いますけれども、今日はご報告をさせていただ

きたいと思っております。 

 

会長 

はい、という事でございます。何かご質問がございましたら。どうぞ。 

 

  委員 

コミセンの在り方もどうですかね。ひとつはコミセンを今言われたようにつく

るにあたって、私は自由ヶ丘のコミセンを利用してるんですけど、市が、東郷も

きれいな所ができてますけど、ぜんぶ予算立てするのか、その地域の人、公民館

と同じように居住している人に拠出させるのか。まあ難しい問題はありますけど

ね。公民館とかいろいろな所は問題もありますけども、そこらへんの考え方と、

もうひとつは、どういう人をコミセンの事務局長にして年間に１００万円以上払

って常駐にして、役員に対して人件費をどのくらい払うかとかいうのも。人選の

問題もあると思うんですよね。それに行政がお金を出しているにも関わらず、勧

誘ができない。自治会の中で区長をした人を順番にやるとかいうのが果たしてい

いのかどうかですね。そこらへんの問題も。それは地域が考えることだと思うん

ですけども、地域はとにかく定年退職した人で、ある程度、どこどこの、青葉台

の区長さんにしたら？自由ヶ丘の南一区、二区の区長さんにしたらどう？二期回

した人のその人をコミセンの会長さんにするとかいうのが果たしていいのかどう
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か、やっぱり考える時に来てるんじゃないかなという気がしますけどね。だから

どういう人がいいのかっていうと私にも分かりませんけど、結局適任者というの

はいると思うんですよね。だから推薦をするとかいろいろな方法はあると思うん

ですけど、ただ環境的にこういうふうにというのはどうですかね。今からコミセ

ンを中心に、１３のコミセンを中心にいろいろなことをやっていこうと思えば、

そこにいる人の、考え方なり思いなりというのがやっぱり重要となってくるんで、

そういう人たちの、先程お話にもありましたけど、教育も大切だしそういう一般

的な知識みたいなのがやっぱり欲しいと思うんですよね。だからその、コミセン

におる人たちに福祉の関係を基本的な事を学んでもらうとか、先程地域包括セン

ターの所長さんが言われてましたけども、法定後見と任意後見なんかは少なくと

も知ってもらうとかですね。 

そういうことがあったらどういう手立てをしたらいいのか、個人情報の保護と

いうのは、その安全とかそういう事に関わる問題については除外されてるんだと

か。そういうところをやっぱり行政がちょっと手を差し伸べてやる。そういうこ

とだけであとは地域の、やっぱり自助努力というか、地域で地域を守るというこ

とにするというのが本当じゃないかなという気がするんですけどね。それをお前

やれと言っても。今、組の問題、トップの問題くらいでもう、役員をやって３年

になりますけど、今だにやってますけど、そういう人たちがどの位育成されるか

ということにつきるんだと思います。 

長くなって申し訳ないんですけど、これはもう市民の公募でお話をここでさせ

てもらった２年間の始めから終わりまでの終結で、考え方で。頼っちゃいけない

んですよ。行政に頼るとか行政に何してくれということじゃないで、地域で本当

にがんばってやって助けをして、ここのところは行政がしてるね。ここのところ

はＮＰＯじゃないけど地域でやれるよね。ここのところは企業に、例えばトヨタ

だからあるのかなとか、いろいろな企業があるからここでお金儲けをさせてるか

ら、ちいと補助するよねとか。そういうようなすみ分けをやる。であくまでも自

分たちで自分たちのことは死ぬまでやっぱりお互いに助け合うというのは必要だ

と思うんで、あまりにやっぱりこう行政に何してくれ、かにしてくれというのは

ちょっと理論的には悪いんじゃないかなという気がするんで…。すみません、長

くなりました。これでやめますけども。 

 

会長 

    はい、どうもありがとうございました。ご意見という事で。 

  委員 

       はい、あのゆうゆうぷらざが保健福祉会館となりまして、前はのぞみ園の中

にありましたおもちゃ図書館が、障害児対象のおもちゃの貸し出しと遊び場交

流の場であったところのものが、発達支援センターができたにも関わらず、ゆ

うゆうぷらざのほうにおもちゃ図書館が行ってしまったこと自体が何故？とい
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う疑問符があったんですけれども、そしてこの中には全くおもちゃ図書館には

触れてませんけど、おもちゃ図書館はどこにつくのでしょうか？ 

 

  会長 

 じゃあその行方というか方向性を少しご説明をいただきます。 

  

事務局 

       ごもっともな話でございまして、元の場所に戻そうということで、メイトムの

社会福祉協議会の、昔シルバー人材センターございましたよね。あの一角が今空

いておりますので、そちらの方に戻そうということで、担当、関係各課と調整し

ておりますので、おそらく間違いなく戻れるんではないかと思っております。 

 

  委員 

       いつから開館というかたちになるんですか？ 

 

事務局 

４月には戻すようなかたちで調整したいとは思っております。 

 

会長 

   このゆうゆうぷらざは３月で閉館になるんですか？ 

 

事務局 

   はい、あの一部ですがコミュニティセンターができるのが若干遅れる関係で、神

湊のコミュニティ事務局が若干残る可能性がございます。それ以外のところにつ

きましては一応閉館させていただくということで…。 

  会長 

    よろしいでしょうか？はい。 

  

  委員 

    あの、これはじめて聞いたんですけどね、このどこかに移譲するということで

すけど、移譲を受けた所が事業を続けるかどうかは移譲先の任意て書いてますけ

ど、市の委託料をもらえないわけでしょう？移譲される所は当然。 

 

  会長 

    どうぞ。 

 

  事務局 

     一応あの売却ということで…。  
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  委員 

    売却というのは事業もそうですけど、土地建物を売却するということでしょ

う？けれども事業も売却するということであれば、このあと委託費はもうそこが

同じ事業を続けても払わないということですね？ 

 

  事務局 

    そうですね。あの事業自体は、今やってる事業はお風呂くらいです。今お風呂

と貸し館ですね。部屋の貸し館。 

 

  委員 

    じゃあまずこれ委託料をもらえないんだったら、あとを引き継ぐ医療法人、社

会福祉法人まずないと思うんですよね。 

 

  事務局 

    そこのところですね、あたっていこうとは思ってますけども。 

 

  委員 

    いやあの、買い手が想像つかないんですよ。こういう築１０年しか経ってない

わけですよね？老朽化したとは言い難いです。それで二束三文でしか売れないと

いうことになれば、これは計画自体ずさんであったり、要するに見通しが甘かっ

たと。そういうそしりを事業をするものとしては思いますよね。たかが１０年で、

要するにこれは私も医療法人ですけど買おうと思いません。やっていけません。

５００万程度の医療費では。 

 

  会長 

    はい、じゃあどうぞ。 

 

  委員 

    もともとこの宗像市の保健福祉会館は旧玄海町の、合併する前の玄海町の保健

福祉会館。で玄海町の社会福祉協議会等が町から委託を受けて運営をしてた施設

ですね。それが宗像市と合併したことによって、やはりこのまま存続させていく

機能とか役割というのが非常にずれてきた。その一方でコミュニティセンターが

ずっと地域に出てきておりますので、そのゆうゆうぷらざでやっているような、

果たしてきた機能というのがコミセンに全部移せると。 

一方では非常に運営費が多額になりまして、施設は非常に老朽化しているとい

うことで、今度民間に譲渡しようという話になったんですよね。だから合併がな

ければそのまま生きて玄海町がやらてたかもしれませんけど、まあひとつは合併。
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それから機能がもう必要でなくなった。それから多額の経費がかかってですね、

今こういうふうな非常に財政事情が厳しい時に存続していくその価値というか、

そういうものがなかなか見出せないと、そういうことですよね。ちょっと補足さ

せていただきました。 

 

  会長 

    どうもありがとうございました。ということで行政組織上の手続きでこの分の

廃止、でその土地建物については譲渡をしていくという手続きを取りたいという

ことでございます。よろしいでしょうか？ 

    ということでございまして、あの以上でございますが、その他ということにつ

いては特別に事務局のほうから何かございましたらどうぞ。 

 

 

３ その他    

  事務局 

本日がこの委員の 後のですね審議会という形になります。みなさまの任期は

今月の２９日までとなっております。改めて次の審議会にということで、推薦依

頼とそれから就任依頼とのご挨拶に各団体等ございますのでこちらからお伺い

したいと思いますので、その節はよろしくお願いしたいと思います。次回もまた

早急に開催するという事が必要になるかと思いますけども、就任の手続きを改め

て郵便もしくはお電話でご連絡させて改めて調整させていただきたいと思いま

すので、またよろしくお願いしたいと思います。どうも長い間ありがとうござい

ました。 

 

  会長 

    どうもありがとうございました。部長のほうから何かご挨拶があるということ

でございます。 

 

  事務局 

    あの先程の課長の話と重複するかと思いますけども、２年間本当にありがとう

ございました。皆様方にはこの第二次の宗像市の保健福祉計画、これを審議をし

ていただいたと思います。これは２２年から２６年まで今この事業を進めておる

ところでございます。本当にありがとうございました。まだ、次の審議をしてい

ただく項目がたくさんございます。各種団体の皆様方にはまた就任のご依頼を、

団体のほうにさせていただくことになると思います。その節には、よろしくお願

いしたいと思います。ありがとうございます。 

 

  会長 
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    ありがとうございました。 
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以上、平成 23 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２３年１２月２２日 

 

 

会   長     鬼 﨑 信 好  

 

 

署名委員    岡 山 昌 裕     
 
 


