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平成 23 年度 第１回 宗像市保健福祉審議会  
 
 

日  時：平成 23年 6月 30 日（木）19：00～20:00 

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、古屋敷委員、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、（介護保険課）長谷川課長、（国保医

療課）馬場園課長、（地域包括支援センタ

ー）瀧口所長（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、児島主事 

 
１ 開会 

（1）開会あいさつ 
健康福祉部長あいさつ 

  
会長あいさつ 
 

  
（２）関係各部課長の紹介 
 
（３）議事録署名人の確認 
事務局 先日資料と一緒に、審議会議事録についてお送りしておりましたけども、内容につき

まして修正等のご連絡がございませんでしたので、この議事録をもちまして決定とさせ

ていただきます。なお本日の審議会終了後、前回議事録署名人として署名をさせていた

だきました鬼﨑会長と岡山副会長に署名をいただきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いします。この件以上でございます。 
 
会長  ご異議がないということでございますので、前回の議事録についてご署名をいただい

たということで取り扱っていきたいと思います。 
それでは今回の議事録署名の委員の指名について、事務局のほうからお諮りをいただ
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くためにご提案をお願いします。 
 
事務局 はい、今回の議事録署名人をお二人お願いしたいと思います。一人は鬼﨑会長に、も

う一人を古屋敷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） 

ご異議ないようでございますので、鬼﨑会長と古屋敷委員にお願いいたします。以上

でございます。 
 
会長  どうもありがとうございます。では、古屋敷委員と不肖鬼﨑で議事録署名人というこ

とに務めていきたいと思っています。 
それでは続いて報告ということでございますが、第２次保健福祉計画の進捗状況につ

きまして、事務局のほうからまずご説明をお願いします。よろしくお願いいたします。

どうぞ。 
 
２ 審議 
第２次宗像市保健福祉計画の進捗状況報告について 

事務局 保健福祉政策課の小田でございます。本来ならば、各担当課長のほうからひとつひと

つ細かく説明していくところでございますけれども、５０項目ございまして各課長が独

自にしゃべりますと一時間以上かかってしまうということで、質疑応答の時間がなくな

る可能性も出てきますので、私が平成２２年度の予算を作ったときの、部の重点目標を

中心に、いくつか端折りながらご説明させていただきたいと思っております。それで、

私が説明しなかったところで、もうすでに一週間前にお送りしたと思いますので、質問

がございましたらご遠慮なく、質疑応答のところで、なんなりとご質問していただけれ

ばと思っております。 
それでは配布資料の右肩のところにございます No.１というところからご説明いた

します。   
まず１番、第１章というところで、１章は地域福祉となっていますので、ノーマライ

ゼーションの普及・啓発ということで、一番のポイントといたしましては障害者生活支

援センターを、ここから２キロくらい離れたメイトムから、福祉課内に移転させて、連

携が取れるような形でワンストップサービスという形で、福祉課の横にセンターを作り

ました。このことによって、横の連携が非常によくなったということが、今回行ったこ

との 大のポイントです。問題点としては、その他の部署との連携が、若干不十分なと

ころもあるのではないかというところがございますけれども、これは非常に地理的な条

件が克服されたということでございます。 
それから、No.３では権利擁護の推進ということで、いくつか課題と問題もございま

す。特に、成年後見人制度が発足したのですけれども、申立ての件数とか、それからこ



 
 

3 ページ 

の事業に対してとか、なかなか手をあげていただく方が少なかったということでござい

ました。それで、今後ますますちょっとこの件につきまして啓発活動を進めていく必要

があるのではないかと思っております。 
それから No.５です。相談体制の充実ということで、この件につきましては、相談件

数ですけども、昨年度は、６９６件という事で前年から１０２件増えております。利用

者数も１７人増ということで増えてきております。それから民生委員さん等の相談も幅

広く多くなってきております。それでここには今日ちょっと書いてないのですけれども、

本年４月から生活安全課というところが所管になるのですけれども、福祉課の横に、な

んでも相談室ということで、福祉、健康づくりだけでなく、なんでも取りあえず入り口

としての相談室が、昨年から新設されております。場所は４月に福祉に一番関連が近い

ということで、福祉課の横にきております。これは市役所の勤務時間と全く同じ時間で

ございますのでどなたでも、福祉なのか健康づくりなのか、それ以外の家族の問題なの

か、そこでたとえば障害者の問題とか生活支援の問題とか、割り振って担当の者に繋ぐ

ような形になっております。これも、何でも相談室というのがひとつまず一歩を踏み出

したのではないかなと思っております。 
続きまして No.６です。ここでは健康づくり課、保健福祉政策課、包括支援センター

とかなり広範囲な所で、地域で支え合う仕組みづくりということで、市役所だけでは健

康づくりそれから福祉は、なかなかできないということで、各地区のコミュニティ協議

会と合同で、健康づくりや福祉の支援等をおこなってきております。コミュニティ協議

会の中に健康福祉部会という部会等がございまして、そこでいろいろな健康相談や健康

支援活動をおこなってまいりました。それから今年も力を入れておりますが、要援護者

の台帳整理ということで、お一人暮らしの方、障害のあるお一人暮らしの方等の、災害

時の救助をするシステムを、２２の自治会と協定を結んで、９６０人の名簿を２２年度

は作成しております。本年も引き続き各コミュニティ町内会で、これをもっともっと充

実させようと思っております。 
それから認知症サポーター講座についても、市民団体の協力を得て昨年度も取り組ん

でおります。ただ、問題点といたしましては、特に健康づくりの面では人材育成を行っ

てもなかなか人材が少ないというところがございます。 
それから、２０年近い歴史の福祉会と、また５年位の歴史がない浅い福祉会があると

いうことで、まだまだ温度差があるのではないかと思っております。この辺りも、でき

るだけ高い水準というか、いいモデルの所に近づければと思っております。 
７ページのところは、今申しました災害時の要援護台帳を作成しておりまして、今後

これを、コンピューターできっちり管理していきたいなというのが、今後の予定でござ

います。 
ちょっと飛ばさせていただいて、No.１０の地域に密着した保健福祉活動の推進とい

うことで、この辺りも先ほど申しました各コミュニティを中心に、いろいろな健康づく
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り、リーダー養成講座等を行ってまいりました。ここも同じく、やはり人材育成を行い

つつあるのですけども、やっぱり人材不足が課題となっております。 
それから同じく健康づくりの啓発と相談体制というところでございますけれども、こ

れは、糖尿病予防講座を各市内４地区で行い、個別相談を４回、がんの予防講演会、ル

ックルック講座、これは出前講座なのですが、各公民館とか老人クラブとかいろいろな

ところに３９回ということですので、ほぼ毎週１回位は出前講座という形で市民の皆様

のもとに、出かけて健康づくりのお話をさせていただいております。 
またここも同じように、リーダーの養成講座等、人材育成のフォローアップ等も、今

後の検討として残っております。 
次のページに、今度は食育活動ということで、これはもう以前に食育関係の計画も立

てて各幼稚園とか保育園とかでも研修を行ったり、健康づくり推進協議会の中でも食育

推進部会を立ち上げたりして、いろいろな活動を進めております。地産地消という活動

もこの中に含まれております。 
続きまして No.１４は、特定健診の目標、タイトルは生活習慣病予防の啓発というこ

とで、この特定健診が、回数が１２８回行って受診率が２３．４％ということで、当初

の目標が５０％をたてておりましたが、目標の半分程度しか達しなかったということで、

今後少しでも多くの方が、特定健診受けていただけるように、PR 等がまた必要になっ

てくるのではないかと思っております。ここのところを、もうちょっと数を上げなけれ

ばとは思います。 
それから No.１５は、病気の早期発見・早期治療の推進ということで、ここも同じよ

うに、がんを中心に健診について行っておるんですけども、まだまだ２０％前後という

ことで、目標も５０％位まで上げていきたいということで啓発等行っておりますが、ま

だまだの状態でございます。今後無料クーポンの健診内容に、大腸がん健診を加える予

定のため、実施について今検討を行っている状況でございます。 
続きまして、No.１８の医療体制の充実ということで、特に急な病気や怪我をした時

の二次医療の充実という面で、宗像医師会、宗像地区急患センター、それから国立福岡

東医療センターなどとの連携で、二次医療体制の充実に努めてまいりました。離島を二

つかかえておりますが、聞くところによりますとちょうど４月から６月のあいだに、地

向かいの玄海にヘリポートがございまして、やっぱり３～４回ほど大島から救急搬送が

行われたということを聞いております。やっぱり離島を持っている市としてはですね、

このへんの離島の医療体制の環境を少しずつでも改善していかなければとは思ってお

ります。 
それとここの問題点で書いておりますけども、やはり急患センター等含めたところで、

小児科医の不足というのが問題点としてあげさせていただいております。今後はまた宗

像医師会、粕屋医師会、急患センター、東医療センターとの連携等をしていきたいと、

今後予定としては書いております。  
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それから、１９ページですけれども、ここは急患センターについて、年間急患センタ

ー昨年度１８，１５７人ということで、やはり小児科医の補充等に非常に苦慮している

というところでございます。それから歯科休日急患センターが平成２１年４月にオープ

ンしておりまして、受診者数２２年度は２３９人でございました。 
続きまして２１ページになりまして、高齢者のところに移りまして、社会参加の促進と

いうことで、ここは y 人材センターを中心に書かせていただいておりますが、高齢者の就

労の促進というのが大きな目的ですけども、会員はほぼ横ばいという事で、６１５人と前

年より６人増えておりますけれども、ご存知のとおり国の事業仕分けで２０％補助金がカ

ットになっております。大変経営が厳しい状況になりつつありまして、事業収入をどうあ

げていくかというところで、相談も受け、協力もしていこうかと思っております。 
それから、これは民法の改正で、平成２５年１１月までに今の社団法人を一般社団法人

と公益社団法人のどちらかにならなければいけないという法律ございまして、一般社団法

人と公益社団法人の大きな違いは、税制面の優遇が一番大きな違いということになるので

すが、目標としては来年の４月に公益の社団法人に移行する予定であります。 
続きまして No.２５を見ていただければと思います。今度は介護保険関係になってまい

りまして、地域密着型介護サービスの充実ということで宗像市の場合は地域密着型の介護

サービスの充実に数年前から努めてまいりまして、もう数ヶ所オープンしております。昨

年度は、玄海・大島中学校区圏域でグループホームと、小規模多機能型の居宅介護事業所

がオープンしております。それから５月にもオープンしています。 
それから日の里につきましては、地元の住民の方と協議が相整わなかったということで、

昨年度ちょっと作れなかったということでございます。 
本年は小規模のケアハウス、それから小規模特養、それからグループホーム、小規模多

機能型の居宅介護事業所等を計画しているところでございます。 
 ずっと飛びまして、今度は No.３０です。障害者の方に移りまして、障害者のサービス

ということで自立支援法ができまして、その後、大きく訪問系のサービスと日中活動系の

サービスという２つの制度が取り入れられております。まだまだサービスが十分でない状

況がありまして、今後、PR 等を行いながら進めていきたいというところでございまして、

この中の、十分でない所を特に一番下に書いておりますように、障害者自立支援協議会の

専門部会として「生活部会」と「就労部会」を立ち上げておりまして、いろいろな質の向

上や創意工夫・開拓等取り組んでこれからも行きたいと思っております。 
 同じく、関連するのですが、３１ページにありますように、昨年度市内に１ヶ所障害者

のグループホーム、ケアホームが開設されております。ただしこの辺りにつきましては市

が、なかなかイニシアティブが取れないという痛し痒しのところもございまして、介護保

険等みたいに、細かい所までのチェックがしづらいというというところが課題として残っ

ております。 
それから No.３２です。ここは、地域生活支援事業等の充実、言葉は非常に難しいので
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すけど、説明するのは一番中心になるのは、障害児の放課後対策でございます。もうすで

にご存知のとおり、河東小学校で行っておりますが、昨年度は第２ほっぷという形で、は

まゆう学園で夏休みに第２ほっぷという形で行わせていただいております。これははじめ

ての試みでございます。まだまだ、この辺りも課題等充実するようなことが、いろいろ検

討しないといけないところがあるかと思います。 
それから、３３ページのところの障害者の雇用・就労の推進ということで、まあ実質と

しては、宗像市障害者生活支援センター、さきほど申しました福祉課の中に、社会福祉協

議会に委託している障害者生活支援センターが行った事業で、職場体験に１０名参加して

いただいております。 
それから今年度になってからですけども、４月から医師会病院の下の旧急患センターの

裏に建物がございまして、そこに障害者就労・生活支援センターはまゆうというのが、県

と国の委託という形でできておりまして、障害者の就労・支援に携わっていただけるとい

うことで、今後期待をしているところでございます。それから 後に書いておりますけど

も、平成２３年の８月に、障害者の方が運営を行う福祉売店を設置するということで、今

工事中でございます。ぜひ皆様もご活用いただければと思っております。 
それから３５ページで、３障害のすべての相談に対応しております。今申しました生活

支援センター、それから福間病院の中にある、これは精神関係の支援になるかと思います

けども、地域活動支援センターみどりというところに事業、相談事業を委託しております。

先ほど申しました障害者生活支援センター、福祉課と同じフロアーになったということで

件数も増えて、６５１２件という事で利用もしやすくなったのではないかと思っておりま

す。 
続きまして、No.３８です。保育というところでいくつか書かせていただいております。

延長保育、一時保育等の要請についていろいろ柔軟に対応はしてきたところでございます。

それから大島のへき地保育所につきましては、２２年度から指定管理のほうに移行させて

いただいております。一時保育については、認可保育所１１園中５園が実施しておるとい

う事で、今のところ、市民ニーズが非常に急騰しているという状況でございますけども、

きっちり対応している状況でございます。 
それからですね、４０ページちょっと見ていただきたいと思います。ここは国の子育て

家庭への経済的な支援の充実ということで、それはもう皆様ご存知のとおり、民主党政権

に替わりまして，子ども手当ての増額等を行っているのが一般的な、継続的なものですけ

ども、市では、従来どおり２番目の問題として、公立と私立の幼稚園の保護者間の負担格

差の是正で、継続して私立の幼稚園の助成金を交付しております。それからもうひとつ宗

像市の単独事業で、単独の予算で、対象外になった第３子の補助対象のお子様に対しても、

実質無料化を図りました。この辺りにつきましても、漏れのないように広報活動をよりし

ていくべきではないかという事で、問題点に掲げさせていただいております。 
それから４１ページになりますけども、子育て支援の中の妊産婦・乳幼児の健康づくり
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というところで、妊婦健診の受診の補助で、無料で受けられる補助制度については１４回、

それから歯科については１回を実施させていただいております。それからこれは昨年度か

らですけども、新生児の訪問、助産婦さんの訪問はあるのですが、それに加えて、民生委

員児童委員さんのご協力をいただきまして、乳児の家庭全戸訪問を、昨年度から実施させ

ていただいております。直接お話をさせていただきますと、地区地区において、大変ご苦

労が多いということでございまして、まだまだここも改善の余地があるのかなとも思って

おります。 
後になりますけども、発達支援体制の充実ということで、これはおととしから、メイ

トムの中に発達支援センターを常設しております。施策ですけども、発達支援体制の充実

ということで、おそらく政令市は別として、周辺市町村ではですね常設の発達支援センタ

ーを設けたのは我が市が先駆的ではないかなとは思っておりますが、まだまだ人材の確保

や予算措置等の検討が必要になっていっております。それから、件数もだんだん多くなっ

てきておるのが現状でございまして、この辺りももう一度、制度自体を考える必要がある

かとは思っております。 
あともう少し説明もしたいところですけども、あまり時間を取りますとご質問の時間が

なくなるかと思いますので、かいつまんでご説明させていただきました。以上です。 
 
会長  はい、どうもありがとうございました。一応事務局のほうから特に事業についての重

点事業のところを中心に、進捗状況、問題点等についてご説明をいただいた訳でござい

ます。ただいまご説明をいただいた分で、何かまず、関係各位のほうから補足した方が

いいですか。 
 
事務局 包括支援センターの瀧口です。No.３で訂正になりますけど、前年度までの実績状況、

下から３段目の枠の中ですけれども、その上から黒ぽちの２行目に成年後見制度利用支

援事業、及び市長申立の利用なしとなっていますけど、これは障害者福祉についてこう

いろいろがされておりますけども、包括支援センターとしましては実は実績がございま

して、市長申立まで至った件が３件、家族申立１件という実績がございます。表現が悪

くて申し訳ございません。 
 
会長  市長申立３件、家族申立１件があったということで記載をし、またご訂正をお願いし

たいということでございます。ということで、時間の関係で特に重点的なところを中心

にお話を戴いたわけでありますが、ただいまのご説明の分、それからそれ以外の分も結

構でございますから、委員の皆様方でご指摘したいところ、それからご質問したいとこ

ろがございましたらご遠慮なく出していただけたらと思っております。いかがでしょう

か。 
 



 
 

8 ページ 

委員  No.６の下から、３つの枠の所ですが、前年度（２２年度）までの実施状況の中で、

上から５行目からです。２２の自治会と協定を締結して、９６０人の要援護者支援台帳

を作成したと、これは今の災害時に備えての要援護者台帳が各自治会を回っており、台

帳を作成することについては大事なことでいいですが、一人暮らしとか障害者とか地域

の状況をよく掴んでいる人と地域末端で支援活動をしているのは民生委員が中心的に

やっています。 
そして、この中で私が気になっているのは、自治会長と契約を結んでそこでそういう

対象名簿を提出して、そして回っているという状況です。そうすると民生児童委員が、

６５歳以上の高齢者名簿というもので把握しています。一人暮らし名簿というのはだい

たい把握しています。しかし、障害者とか認知症とか、そういう目に見えない障害者は

把握できていません。 
今こういう締結を結んだ自治会には、要援護者名簿で自治会長と市と提携契約を結べ

ばそういう情報網を提供します。そして、提供してそこを回って、要援護者の登録をし

ています。私は南郷地区担当で、南郷地区は１３地区ありますけど、登録の済んでいる

ところが２地区位あります。その２地区は、すべて民生委員の人がほとんど回っていま

す。自治会長さんが回らずに、回る時は民生委員がずっと回っています。私達は、契約

を結ばれたところだけじゃなくして、各自治会全民生委員に、非常時に備えてだけじゃ

なくて平時についても絶えず見守り活動を経て、生きがい作り、そういう事を地域で日

常的に支援活動をやっていきたいと思っています。 
そうすると、支援活動から落ちこぼれた人とか、目に見えない人とかそういう立場の

人に目が届くような情報網が欲しいわけです。この情報網を提携したところの民生委員

は、南郷地区には１５人中２人いますが、そういう情報網を掴んでいます。あとの１３

人というのはそういう障害者とか認知症とか、そのような情報を掴みきっていません。

ですから、私達も他の人も掴める、そこに自治会と契約して契約ができれば情報網を流

すのだったら、民生委員の協議会と契約を結んで全民生委員に流していって、非常時だ

けじゃなくして平時にも取り組みができるような状況作りをしてもらえないかという

ことを提議したいです。 
 
会長  この要援護者支援台帳を作成する上で、一つはその高齢者だけではなくて障害がある

方の把握ということを，それからまた民生委員さんとの連携、それからまた緊急時だけで

はなくて日常的な分でもそういう絶えず状況を把握しておくということが必要ではない

かというようなご趣旨だと思いますが、そのあたり事務局いかがでございましょうか。 
 
委員  関連してよろしいですか。 
 
会長  どうぞ。 
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委員  私が２年前になった時にこの話をしたわけですけども、関連で言いますと、私は自由

ヶ丘ですけども、自由ヶ丘の南の二区でその当時６の組があって、地域で何かあった時

に連絡を取り合おうと、たとえば今やっている、要援護者支援名簿がかなり揃って、ど

ういう人がどこにいるか、何かがあった時に、防災があった時に要支援者を誰かが助け

に行かなければなかなか一人ではその避難地区まで行けないという事と、避難地区にみ

んな集まった時に、この人がいないという事を、その名簿を見てその名簿を作った事で

安心するのではなく、その名簿をどういうふうに活かすかという事が大事なのです。 
じゃあうちの６つのグループ、組はそういう事を作ろうよと言いましたけども、２つ

の組が電話帳を、電話を書くのもいやだと。それで何を始めたかというと、隣の人は一

人暮らしだとか、近くに子どもさんがおって助けに来てくれるの？いやもう、うちは東

京や大阪だから、そういう事も書きましょうよ、ちょっと腰が悪くて足が悪くて歩けな

いのですよとか、そういうところまで書きましょうよ、と話し合いました。うちの組は

わりとみんな仲がいいので、みんな歳まで書いて、 終的にはそういう名簿を作ってど

ういうふうに活かすかっていうのは、コミュニティから自治会に、自治会からその各組

で手伝うしか確かにないと思います。それを今お聞きしたので、例えば民生委員さんが

うちも一生懸命回っています。それで、いやうちはもう７０だけど年寄り扱いしないで

よ、とかそういう事まで把握している人もいるわけですよ。 
それでお聞きしたいのが、自治会とコミセンとやるのか、その末端として市が今想定

しているのが、コミセンを中に入れて、その後自治会を下に挟んでそれから組までもっ

ていって、そういう防災組織を作らなければいけないという事で、それで松本さんが言

われた自治会と、どこの自治会と民生委員の協議会が、あるいはコミセンとどういうよ

うな契約を結んで、その自治会の自主組織である民生委員、というのが自主組織かどう

かというのは、一応身分的には大変ご苦労なさっている、何の手当てもない、けども身

分的には国家公務員的な立場を持つ、そういう人達の集まりである協議体を、本当に地

域の助け合いを基に築いたいわゆる法人格ではないがその組織と、どういうような契約

を結ぶ時に行政がどう関わっていくか、その契約の仕方は非常に難しい問題で、行政と

民生児童委員とあと地域の福祉会それからいわゆる老人会それから自治会というもの

の組織の、どういう組織かということを念頭に入れて、その組織であるがためにできる

事をそれぞれが連携しあってというのを、大きな目でやっぱり作る時代が来ていると私

はずっと思って、２年間ここに座っていて、その事がやっぱりずっと頭の中離れなくて、

２年間でどういうふうに進捗していくのだろうか、そこに行政がどういうふうな指導を

していただけるかなということをお聞きしたいです。 
 
 
会長  自治会の福祉会それからまたその中で民生委員さんの立場、役割という事、どういう
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関連があるかという事もあるんだろうと思いますが、行政からどういうような受け止め

方をされているのか、どういう問題点、課題を感じているかをちょっと少し、今のご意

見ご質問を含めた形でありますので、ちょっとお答えいただければと思っております。 
 
事務局 保健福祉政策課の小田でございます。まず一つめの問題で、民生委員さんに日頃から

名簿をというところの話で、私どもも全くその通りと思います。ただしやっぱり個人情

報という保護条例とか、プライバシーというところがございますので、このへんをもう

一度うちの法制担当と、検討させていただくという形で、今すぐここで結論を出すとい

う問題ではないのかと思います。個人的には、非常に民生委員さんご尽力いただいてい

る時の基礎データとしては当然あることとは思います。ここ１０年間個人情報というも

のがかなり幅を効かせてきているというのが現状でございまして、よく車をスーパーに

おいていって車の中から盗まれて、個人情報が流出したとかいう話もございますので、

その辺りも含めてここは法制係に相談をさせて下さい。 
それと、もう一つは自治会の件ですけども、ちょうどここ一ヶ月、７，８箇所コミュ

ニティに回らせていただいております。その中で、自治会、コミュニティでかなり温度

差がございます。市からもう名簿はもらわないという自治会もございます。もらってそ

れで回るとコミュニティが崩壊してしまうと、なんでこういうプライバシーをあなたが

知っているの？というような、場所や地域もございまして、全くわれわれも想定外と申

しますか、それでもう人間関係とか隣近所が崩れるという事で、もうわれわれは独自で

調査します、というような町内会もございまして、なかなかそこの所が非常に難しいな

あと、やっていて、現実に直面している所がそこでございます。それで、できるだけそ

ういう事で日頃から、やっぱり災害のときにコミュニティができていれば、すぐ誰が誰

を助けに行くというのが分かるのですけども、そういうのができていない所、隣のアパ

ートどなたが住んでいるか分からないような所もたくさんございます。半分しか町内会

に入っていないとかいうようなですね、半分以上入っていないような町内会もたくさん

ございます。そういう所に対しては、やっぱり私どもとしては、民生委員さんの力も借

りながら、できたら市の名簿を活用して戴いて、できるだけ多くの自治会の皆さんとコ

ミュニティの方、民生委員さん、それと市、一緒になってやっていきたいと思っている

のですが、現実は、私どもが現場に入っていくと、やはり市から押し付けられているよ

うな意識をお持ち、ただでさえ忙しいのにというような感じで受け止められる所もござ

います。逆に、この２２の地区の方は積極的にされて、さっき松本さん言われたような

形で、次の展開に移られています。ですから、そういういい事例を、今から取り込もう

というところには、是非いい事例を持って行きたいなとは思っています。答えにはなっ

てないかもしれませんが、いっぺんにはちょっとこれ難しいかと思いますけども、数年

掛けてでも少しずつでも広げていきたいとは思っております。 
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委員  ずっと考えている事がありまして、一つはこの問題を解決するのは、一つはですね自

治会の役員が２年で替わる所とか、継続する所とか、そういう問題はあり、その中でふ

たつの問題があります。まず自治会に加入するときに５割しか加入してないとか、９割

がた加入しているとかいう時に、何故そこ加入しないのだろうということです。ゴミに

しても何にしても、自治会組織が動いてみんなで協力しているのに、自治会に入ってい

ない人は、やっぱりゴミはどこかに捨てるわけにいかないから朝早く起きて出していま

す。それは入って来た時に、自治会組織というのはこういう組織で、月５００円で、こ

ういう事でみんなで立ち上げているのですよ、という助け合いの精神みたいなものを、

その組々で入って来た時に、誰かが入ってくださいよと、入ると、うちは女の人だけで

年に何回か昼食会をしていますが、こういう事もやっていますからね、って。宮﨑から

２年で単身ですからうちはもう全然入るつもりはありませんと言われても、子どもさん

が２人おるじゃないですか、やっぱりゴミも出るでしょう、というような事を、そこで、

入るときに月５００円でみんなで協力しあって、何かがあれば助けてもらえるという組

織の中に入れるということのメリットを考えると、入らないでちょっと気兼ねして何か

をするよりもいいのではというふうな人が、おればいいという事がひとつですね、あま

り関わりたくないと、２年で単身赴任で出て行くなら、わざわざ私が組長のときに言っ

て、トラブルをわざわざ巻き起こす事はないと、いうような事が組の中でどのくらいの

人がその自らで自らの事を地域でやっていくのが基本だという事の認識を持っている

かという事を、入って来た人に、うちはこういう組織ですと言う事がひとつ、それがで

きてないという事がひとつと、あと自治会の人たちにさきほど個人情報の保護に関する

法律の話をしましたけど、少なくとも、その役員とかそういう区長、副区長、公民館長

とかそういう人に、何も法制、条例を説かなくても、個人情報の保護に関する法律とい

うのは、趣旨はこういう事でダイレクトメールがいっぱい来ることでできたので、こう

いうことは適用除外になっていて、安全に関わる、いわゆる医師の間で、個人情報を間

違って情報を交付しないとかですね、当然そういう連絡網を作ってみんなで助け合うと

いう事のために作るのですよということを、きちっとペーパーにして、それを役員さん

のほうに２，３０分で説明をして、役員さんがその認識をもって、周りの人に個人情報

ってこんなものらしいよと説明をすればいいのではないか。ちょっと私が回った時も、

いや個人情報だから、個人情報であなたが特定できる情報をもらわなければ、あなたが

そこに住んでいてあなたの所に要介護者の４の人がいて、週に何回かは、というような

ところまで、自治会に入る時にどういう、引越しをしてきた人にどういうふうにして加

入するかという事と、自治会組織の中で基本的に助け合うならば、自治会の組織という

のは、個人情報というのはこんなもんだから連絡網を作ってというような事を、やっぱ

り啓蒙活動といった、人に対する助け合いの精神を教えるという事がやっぱり真を持っ

て大事だろうと思います。 
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会長  大事なご指摘をいただいてありがとうございます。そういう自治会に加入していくと

いう分のメリットとか、そういう地域の中で一緒に生きていくという部分の考え方とか

いうのは、いってみれば、特に組織化というか、よそからお見えになる方が増えること

によって意識の面でいろいろ変わってきた部分というのがあるので、そういう意味での

メリットをきちっと説明しご理解いただくというのは古くて新しい課題でもあるとい

う事と、それから二つめの個人情報保護法に基づいた個人情報に関する取り扱いという

のは、やっぱりあの杓子定規に考えると何にもできないという事になったりする訳で、

その点での趣旨を十分ご説明しご理解をいただくという事も大事なことだろうという

ふうに思います。とにかく地域で支え合う仕組み作りの推進というのは、この総論の部

分においてはどなたも反対される方はいないと思います。それで、具体的にどういうふ

うに取り組むかというと、そこに人それぞれの受け止め方とか考え方という違いが出て

きて、なかなかうまく進まないという事でありますので、なかなか難しい問題であろう

と思いますが、やっぱり地域で支え合っていくという仕組み作りを作っていくという事

は大事な事だと思いますので、これも一朝一夕にしてでき上がる訳ではないと思います

ので、この点もまだ随分、市としてもそしてまた地域の団体とも協力してやっていく必

要があるだろうというふうに思っております。時間の関係もありますので、その他何か

ご質問ご指摘がありましたらご遠慮なく。どうぞ。 
 
委員  子育て支援ですが、住所が宗像にいないと、海外に住んでいる場合ですよね、住所が

宗像にいないと。で海外に住んでいるけど、夏休みの２ヶ月間とかそれからあと冬休み

の２ヶ月間、その時に宗像に来て幼稚園とか小学校とかに住民でないと入れられないの

か、そういうのをお聞きしたいのですが。 
 
会長  はい、いかがでございましょうか。 
 
事務局 教育政策課安部でございます。原則は、住民票がある人は学籍ができます。そうでな

い場合に、じゃあそういったケースの場合にどう取り扱うかということですが、しばら

く体験入学みたいな方法もあります。学校にその間は対応して入学させるというような、

それは学校の事情もありますので、ケースケースで学校と相談しながら、どうしようか

という対応を取る場合があります。小学校の場合は全くだめという事ではありません。 
 
委員  幼稚園はいいのですか。 
 
事務局 幼稚園につきましては、市内では私立幼稚園というのがございます。そちらを利用し

ていただくようになりますが、おおらくそこの園の契約ということになりますので、入

所に関してはお問い合わせをしていただきますが、私立幼稚園に入所している場合は就
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園奨励費というのが市民の方には手続きしていただければ出ますが、その補助金に関し

ては、住民登録をしていただかないといけないという事があります。 
 
委員  じゃあ住民票を移さないと。 
 
事務局 そうですね。補助金に関してはですね。入所に関しては各園に委ねています。 
 
委員  短期間ですから住民票を取得するとか何とかじゃない訳でしょう。 
 
委員  そうです。 
 
事務局 補足しますと、例えば、子どもさんをどう見ていくか、全く日本語がだめなら誰かが

ついて教え込まなくちゃいけない、そういう人的余裕はないとか、ある程度分かればク

ラスに入れて一緒にいくつかの授業を体験させるとか、そういう見方もできますけども、

それは子どもさんの状況や、学校のそういう状態にもよります。 
 
委員  だから幼稚園あたりも私的な話になりますので、幼稚園と話をされてですね、そして

その位だったら引き受けるよと、おそらく奨励金とか何とかそういうのは別の話ですよ。 
 
委員  すごく宗像にも外国の方が、だいぶいらっしゃっているのですね。日本人もだいぶ海

外に宗像からも行っておられるので、ちょっと聞いてみて下さいと言われましたので。 
 
会長  ありがとうございます。ほか何かございますか。どうぞ。 
 
委員  No.３のＮＰＯの件で質問があります。自立支援法が施行されてどんどんと契約の時

代に入ってきています。契約ではっきりとしたサービスが明確に示されて、利用するほ

うにとっては非常に良い世の中になってきたなと思いますが、まだまだ家族やら親が子

どもたちを支える体制というのは非常に強く残っていまして、これがまた元気なとこは

いいですけれど、どんどんと老化をしたり、保護者が死亡したりした時に、やはりしっ

かりしたサービスを受けられるかというふうな現実が少しずつ見えてきています。それ

であゆみの会でも、成年後見人制度をしっかり勉強して、講師またはガイドブックみた

いなのがあったらそういうものをどんどん取り入れて勉強したいなというふうになっ

てきています。玄海はまゆう学園の保護者会では、すでに勉強会が９月に組まれていま

す。後見人制度の勉強会をしようという事で日にちも決定していますけれど、民間の講

師をお願いしようと思って現にお願いしましたところ、講師料が３万円というふうに聞

きまして、ああこれはちょっときついなあという事を話しています。で、今回市のほう
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でも啓発事業としてこれを推し進めていこうという事を今日知りました。それでガイド

ブックとか講師の派遣とかいう事が可能でしょうか。 
 
会長  これは、地域包括支援センター所長にお答えできる部分もあるかと思いますが、いか

がですか。 
 
事務局 うちは高齢者の後見制度をやっていて、実際実務的には社会福祉を包括において、業

務に当たっているのですが、相談件数とかは成年後見に至った件数は先ほどの程度で、

相談件数とかかなりの件数にのぼっています。今ご指摘の支援については、何か新しい、

市民団体等と連携した新たな仕組みづくりなども検討していくと、今、ＮＰＯ法人と話

をしていまして、今年度はちょっと難しいかもしれないですけど、何か新しい勉強会と

か、そういうのができたらどうかと考えています。それと今そのＮＰＯ法人は無料法律

相談というのをやっていただいていまして、取り敢えず今やっている仕事は、市として

は場所を利用して広報等でＰＲするというふうに今はそのままです。だから、新しい取

り組みについては、なんか開発していこうかなというふうに思っています。もちろんこ

れを進めるにあたっては障害者福祉のほうとも相談しながらですね、連携を取って高齢

者だけではなくやっていきたいと思っております。私の個人的な考えですけど、考えて

おります。 
 
事務局 包括支援センターの支援係長の橘と申します。先ほどの補足でございますけど、今お

尋ねがありましたまず一点、パンフレット等を行えないかというお話ですけど、私ども

の方で、成年後見制度の周知啓発の立場の事業として取り組んでおりますので、用意し

てございますので来ていただければ何部でもお渡しすることができます。もう一点講師

のお話ですけど、いわゆるその大学の先生ですとかいろいろなこう、お金でいろいろ立

派な方ではなくて例えば市の職員で無料講座を説明して下さいというレベルでしたら、

私どもの職員において、いつでもお話させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
委員  はい、ありがとうございます。今回ははまゆう学園保護者会が主催をするのですが、

もったいないのでいろんな保護者会があるところに声をかけて、一緒に勉強しましょう

という方向で調整をしていますので、これで少しずつ広がっていけばいいかなというふ

うに思っています。 
 
委員  参考までに、市のほうでもパンフレットを作っておられるというお話がありましたけ

ども、国レベルでは法務省の運輸局が作ったものが一つ、これは法務局に行けばパンフ

レットで、A４で中に図が書いてあって、かなり分かりやすいものが一つ、それとあと
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法廷公開のいわゆる窓口である家庭裁判所の方で作っているものが一つ、それから委員

綱紀を所管します公証人連合会が作っているものが一つ、そういうパンフレットが三つ

あります。で具体的ないわゆる申立についてこういう、認知症がこの位の時には法廷後

見でないとだめですよとか、そういう話だとか任意後見をする時にはいくらかかります

よとか、費用に関わる部分だとか、かなり具体的に、 終的にはもともと戸籍に書かれ

たものを人権問題もあるという事で、禁治産者が制度を、この後見制度を介護保険と同

時に法律選考したのですけども、そういうものも書かれていますから、三種類あります。

特に使い易いのは公証人連合会が作ったものがいわゆるキーワード方式になっており

まして、費用はいくらかかるのとかですね、誰に後見人を頼んだほうがいいのとか、身

内では報酬がいるのとか書いていますので、そのパンフレットもお役に立つかなと思い

ますけど。なんかあれば無償で全部差し上げますけど。 
 
会長  はい、ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 
 
委員  いいですか。９と１０で、少し関連があるのですが、９の下の枠から２番目のところ、

コミュニティ運営協議会の健康福祉部会と福祉会が地域の福祉問題を提起し解決でき

るような連携ができていない。これは宗像市の各自治会で、福祉会のあり方、健康福祉

部会との棲み分け、いわゆる自分の業務範囲、自分の活動範囲内の事ですね、いつもこ

う競合したり、どこから社会が、どこからどこまでが福祉会の受け持ち、どこからどこ

までが健康福祉会の受け持ちかという組織上の問題ですね。連携が取れていないと思い

ます。取れているとこもあります。 
一つ問題があるのは、２年前に、宗像市健康福祉部会長会議主催公民館長の事務局長

同伴ということで出ました。出て話をしていたら、歩こう会の２年間計画は何をするか

と言っているから、何かなあと思って、今日誰が集まったのですかと聞くと、ヘルス推

進が集まっているのです。私は福祉会の会長で行っているのです。ヘルスの歩こう会も

あれば、福祉の一環ということですが、これでは福祉がたくさんあるような気がします。

私は福祉の目的は一つだと思っています。ただ筋道が違うと思っています。だから、保

健福祉も高齢福祉も健康福祉も、福祉は一つだろうと思っています。それで各地区で棲

み分けがあっています。どういうことかと言いますと、健康福祉部会長、福祉部会長で

別々に組織化しているところもありますし、そういった中で自分の業務範囲がわかるか

と言われれば、本人がわかっていない。私のところの南郷はヘルスが解散しています。

解散したときにヘルスは各地区の自由判断でいいという指導だったのです。それで、ど

うしますかと言われて南郷は、なり手がないということで、解散になりました。それま

では、ヘルスは、福祉会の構成メンバーだったのです。私ども南郷の福祉会の構成メン

バーで一番主力は民生児童委員で、福祉協力員、食進会、ヘルス推進員、それから老人

クラブだったのです。 
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このほかに、地域の自治会長が理事として参加する、そしてＰＴＡの役員が理事とし

て、そのほかに公民館長が出てくるという態勢を南郷の福祉会では取っています。コミ

ュニティが始まったのが平成１３年からで、平成１４年度から健康福祉部会が発足した

わけです。市から健康福祉部会を作ってくださいという要請があったので、作りました。

その健康福祉部会では民生委員はこうしました、食進会はこうしましたと言うような、

個々の活動内容を報告するわけです。ですからこの４、５団体の中で共通する課題を出

し合い、活動しましょうということは大事なことです。共通する課題を出し合ったとこ

ろで、その課題は福祉会が平成元年にやってきたことだというわけです。なぜかといえ

ば、この健康福祉部会と福祉会の構成メンバーが同じだからです。そして、私たち福祉

会というのは、下から盛り上げて作った組織です。対して、健康福祉部会というのはコ

ミセンが始まったから作りなさいということで発足した組織です。そして作ろうとして

構成メンバーを募ったところ、同じメンバーの役員が寄ってくるということです。だか

ら健康福祉部会会議、福祉会会議と２回会議を開くのですが、同じメンバーです。福祉

会は、末端に根が行き届いていますから、今度はここでバスハイクしますよとか、ここ

は小学生と餅つき大会しますよとか、横のつながりを持っていますから、末端に下ろし

てくるわけです。しかし、健康福祉部会では、食進会ではこうしましたというような独

自活動を報告するだけで、意見交換をしているので実態の活動がないわけです。 
それでヘルスがなくなって、どこが担当になったかと言えば、健康づくり課になりま

した。それで民生委員児童委員の担当は、保健福祉政策課で、それで南郷のコミセンの

中に、コミセン主体活動というものがあります。どういったものかといいますと、健康

づくり、健康教室、高齢者学級がありますが、私たち福祉会も高齢者を集めてバスハイ

クをしたり健康チェックや玄米ニギニギ体操を行ったりしています。そしてまた、コミ

センの独自活動の中にニギニギ体操とか健康づくり課の健康教室を開いています。そし

て、福祉会も健康教室を開いています。 
ですから、同じコミセンの中で、どこからどこまでが誰の受け持ちかどうかがわから

ないのです。この指導を、各自治会で連携が取れる方針なり、指針を示してほしいです。

そういうことがないと、私たち末端のものは、豊かな生きがいづくりをしていても、横

との連携がぎくしゃくしていて、一致団結しないから大きな力にならないのです。私の

ところは平成１６年から、健康福祉部会と福祉会は統合しました。そして福祉会長は健

康福祉部会長を兼務するということになっています。末端を拾ってみても、健康福祉部

会と福祉会の構成メンバーは一緒なのです。他の地区を見ると、これは健康福祉部会の

仕事だから、これは福祉会の仕事だからということで、仕事の譲り合いをするわけです。

しかし私たちは全部を網羅しますから仕事はハードになります。そうすると、同じ人で

メンバーが固定化するということになります。 
私が言いたいのは、ヘルスとの関わりという項目があって、ある程度主導的な行動を

してほしいとあります。そうでないと、南郷のように地区に任せますと言ったら、解散
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してしまいます。そして解散して、ヘルスの機能をコミセン生かそうということで、生

きがいづくり委員会というものを作りました。生きがいづくりとは福祉のことなので、

健康福祉部会と福祉会とは、また別にできているので、なにかごちゃごちゃしているの

ではないかと思います。ですので、なにか一つに収斂されないかという感じを受けるの

で、その辺りの指導なり道筋を示してほしいと思います。その方が実際に活動する人が

やりやすいのではないかと思います。 
 
会長  各地区で、事情が違うと思います。私も宗像市の社会福祉協議会の地域活動福祉計画

に２０数年前から関わらせていただいて、南郷地区の伝統的な住民構成であるとか、河

東地区の住民構成とか、そういった宅地化していくなかで、市外から人が入ってこられ

て、意識の違う住民が混在化していく中で、街づくりとか地域づくりというものをして

いかなければいけないということで、このやり方で一律にお願いするということはでき

ないので、奥歯に物が挟まったような言い方しかできないと思います。ですから、委員

のところはリーダーシップを発揮してされているので、委員のところのユニークな部分

とか、強い部分とか、優れている部分と言うものを、出ているのではないかと思います

が、事務局いかがですか。 
 
事務局 縦割りの弊害が市役所にございまして、コミュニティはコミュニティ課で、福祉会に

ついては社会福祉協議会と、私ども保健福祉政策課で一定の協議をさせていただいて、

コミュニティ事務局長会議がコミュニティ協議会の中で毎月あっておりますので、一定

の調査なり、各コミュニティ地区の実態がどんなものなのかということを把握して、き

っちりしているところはそのままで、うまくいっていないところは処方箋を与えなくて

はならないと思っています。それは行政の押しつけというわけにはいきませんので、そ

れについては、ご指摘いただいたところを関係課と社会福祉協議会に言って、実態から

把握していかなければと思います。その辺りから、ご提言ができるように検討させてい

ただきたいと思います。 
 
会長  福祉会等の場合は社会福祉協議会が、３０年ほど前から力を入れて働きかけて、地域

のリーダーと一緒に作ってきたという部分があり、そういった一定の歴史を持ってきた

という部分があって、活動として十分やってきたということもあるでしょうから、それ

ぞれの調整とか連携が大きな課題になってきているのではないかと思います。 
    他に何かございませんでしょうか。 
 
委員  No.１８、１９のことで、まず No.１９の救急医療体制の充実というところですが、

休日急患センターの受診とか小児科医の不足であるとか書いてありますが、現在の体制

を確保するということも大事ですが、No.１８の方で適正受診の推進とありますが、県
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の小児救急の『#8000』は夜７時から朝７時まで電話相談を受け付けており、何をして

いるかというと、看護士や医師が一晩様子を見て、アドバイスをするわけです。これは

我々の課題でもありますが、『#8000』の啓発をしていただきたいと思います。これを

利用することで、急患センターでの小児科の適正受診について、ちょっとしたことで急

患センターに行かなくなった人もいますので、ご周知をよろしくお願いします。 
 
会長  もっとＰＲをしてほしいということですね。わかりました。 
    他に何かございませんでしょうか。 
 
委員  No.１５ですが、健診率が２０％前後で５０％に達していないということですが、こ

れは宗像市で地域健診等を受けた人の数だと思いますが、アクアドームに通っているジ

ム会員の人たちは、何千人といらっしゃいますが、そこは年１回健診を受けないといけ

ないようになっています。そういうところを受けた人は市の健診を受けないので、そう

いう人たちを健診者数に入れたら、もう少し健診率は上がるのではないでしょうか。 
 
事務局 がん健診は、保険の種類を問わないのですが、宗像市が行っている特定健診は国民健

康保険の４０歳以上の加入者ということになっています。宗像の事業者は社会保険とい

うことで、一般の健康診断をやっていると思うのですが、実際に事業所では、社会保険

ではなくて国民健康保険に加入されている方もおられます。確かに、特定健診の受診率

が目標からすれば、非常に低いという状況になっています。 
 
会長  他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 
    それでは、この審議会はまた次回やっていきますので、その際にでも質問を出してい

ただければと思います。 
 
３ その他 
会長  その他という項目に入っていきますが、事務局から何かありますか。 
 
事務局 保健福祉政策課の小田でございます。今年は、保健福祉の現況がお手元に遅れて届い

たと思いますが、次年度はできたら９月か１０月あたりに、発行したいと思っています。

これが前年の各保健福祉計画を１冊にまとめた資料でございますので、後日データを見

ていただいて、ご審議をしていただきたいと思います。時期的には９月から１０月頃で、

開催の予定日については調整させていただきます。 
    それから、介護保険計画等も策定中でございます。委員の皆様の任期は本年の１０月

２９日までとなっておりますけれども、改めて推薦依頼・就任依頼をご相談させていた

だきたいと思っております。それから、広報むなかたの７月１日号で市民公募というこ
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とで、２名の方の委員を募ります。 
 
会長  保健福祉の現況は８月中に取りまとめるということで、遅くとも１０月ごろにはお手

元にあるようにしていただきたいと思います。 
    それから、介護保険事業計画がこれからどのようになるかということを皆様方にご説

明をしていただいてもよろしいですか。 
 
事務局 介護保険課の長谷川でございます。いま第５期の介護保険の事業計画について、今年

は地域包括ケアシステム実現ということで、地域住民にアンケート調査をさせていただ

いており、集計中でございますのでサンプル数が全体で５４００ほどありますが、返却

率が８２％ほど返ってきておりますので、いま分析中です。この分析に基づきまして、

８月ごろに御案内をさせていただきます。具体的には、国から指針が全国担当課長会を

通じておりてくると思いますので、その辺りを見ながら委員の皆様とともに進めていき

たいと思います。 
 
会長  介護保険事業計画、障害福祉計画といった保健福祉関係の計画を市として取り組んで

いかないといけないことがあり、また委員の皆様の知恵をお借りしたいということにも

なろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 
    以上で、平成２３年度第１回保健福祉審議会を終了します。お疲れ様でした。 
 
４ 閉会 
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以上、平成 23 年度第 1 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。 
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