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平成22年度 第１回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 

日  時：平成 23 年 3月 3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、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 

事 務 局：（健康福祉部）野中部長 

（健康づくり課）高宮課長、（福祉課）真武課長 
（介護保険課）長谷川課長、（国保医療課）井上課

長（地域包括支援センター）山本所長 
（発達支援センター）中村所長 
（保健福祉政策課）安部課長､柚木係長、 

飯野主任主事、五十里主任主事 

 
 
 
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）新委員の紹介 

事務局 新任委員のご紹介でございます。宗像医師会推薦の委員でございました鴨川隆彦様が、

医師会の役員人事にともないまして委員を辞退されております。後任に、現宗像医師会会

長である上田様に委員を委嘱させていただきました。本日は山根先生が代理ということで

出席されております。また、宗像市民生委員児童委員協議会推薦の委員でございました島

崎康三様が、民生委員の改選に伴い辞退されております。後任に、現宗像市民生委員児

童委員協議会会長の松本様に委嘱させていただきました。ここで委嘱状を交付させていた

だきますが、市長からお渡しするところなのですが、本日は公務のため欠席しておりますの

で、健康福祉部長から交付させていただきます。 

  

委嘱状交付 

（3）議事録（議事要旨）署名委員の指名 
 
会長 
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それでは次に、本日の議事録署名委員の指名をお願いいたします。 
 
事務局 
 今回の議事録署名委員を２人お願いしたいと思います。一人は、鬼崎会長に、もう一人を

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。 
 異議ないようでございますので、鬼崎会長と岡山副会長にお願いいたします。 

 
会長 
 はい、ありがとうございました。 
 それでは、早速審議事項に入りたいと思います。 

 
２ 審議 

第２次宗像市保健福祉計画の進行管理について 

 

事務局 

  本日審議いたしますのは、第２次宗像市保健福祉計画の進行管理手法ということでござい

ます。第２次保健福祉計画につきまして、簡単にどういったものかということをご説明いた

します。 

  保健福祉計画は、昨年、この保健福祉審議会で十分にご審議をいただきまして、平成２２

年度から平成２６年度までの５年間の計画を策定しております。その内容につきましては概

要を準備しておりますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。その中に図がござ

いますけれども、ピンクの部分の分野、それから黄色の部分の施策、それと青い部分の施策

の方向ということでございますが、概要版の中をご覧いただきたいと思います。 

構成としましては、分野は第１章から第８章までの８つの分野に分かれております。地域

福祉、あるいは保健医療、高齢者、障害者、児童福祉、単親・寡婦、低所得者、勤労者とい

う分野を章立てて分けております。その分野ごとに、それぞれ施策というものをそこに表し

ております。１２の施策がございます。さらにこの施策の方向性としまして、少し具体化し

ましたものが全部で４９ございます。 

今回、私どもの方で考えておりますのが、４９の施策についてどういったことをやってき

たのかということを、進行管理として、これをどのようにまとめていくかというようなお話

しでございます。まずはここに施策が４９ございますので、これらを審議していただきたい

と思います。 

この計画を作ったときに、推進体制というものを決めております。市が色々な事業を行う

１年間の流れといたしまして、事業の実施を行政評価という手法を用いまして、評価をしま

す。それから評価結果をまとめて公表します。それを次の実施計画に反映させまして、予算

を編成してまた次の年に実施していく、という流れになります。 
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この中で、評価結果の公表というものがありますが、この評価結果をある程度まとめて審

議会に諮って、色々なご意見をいただき、そのいただいたものを次の実施計画なり予算に反

映をして、次の年度にこれをさらにいいものとして行っていきます。それをやっていこうと

いうところまで、この計画では決まっております。 

ただそれをどの様に具体的にしていこうかという話で本日はお諮りするところでござい

ますので、その案としまして、第２次保健福祉計画の進行管理手法について資料をご覧いた

だきたいと思います。一番上には今説明しましたような１年間の流れを書いておりますが、

進行管理を諮っていくうえで事務的なまとめ方とかそういうものも含めまして、私どもで考

えております。 

まず留意事項でございますが、４つほど進行管理を諮るうえで気をつけなくてはならない

ものをまとめております。 

１つが、先程４９の施策の方向を示しましたけれど、これにつきましては事務事業評価と

いうことで市のすべての事務事業につきまして一定の方法を用いまして毎年評価を行って

おります。４９の中にはその方法を用いて評価を行うものもありますので、それはそれであ

る程度整理できると思いますので、その事務事業評価に拠らないものをどうするかというこ

とが一つ問題に出てきます。それをどうやって整理しようかというお話になります。 

２つ目にそうやってまとめた評価を審議会で色々なご意見、ご提言をいただきますが、そ

れをどこに反映させていくかということで、具体的な仕組みを作っていこうということでご

ざいます。 

そして３つ目が先ほど申しました１年間の事務の流れでございますけれども、そこに具体

的にどの様に反映させていこうか、ということでございます。今年いただいた意見はすぐに

来年反映させていく、というような仕組みを作らなくてはならないということでございます。 

４つ目は、市民の皆様にも分かりやすいように公表するときや、それを反映させて予算を

組んでまた市民の皆様に公表するときに、できるだけ分かりやすいような方法や内容で伝え

ていく必要があるということです。 

これら４つを軸としまして次の４つの手法を考えております。まず、平成２２年度からの

計画でございますので３月末までですべて事業は終わるわけですけれども、それをどのよう

にとりまとめようかというのが一つあります。これは事務的に所管する課が行っていくこと

となります。事業をまとめる時期でございますが、今年度の事業が終わって次の年度が始ま

ります４月から５月ぐらいでひとつ取りまとめを行いたいと思っております。 

併せて進行管理のフローも見ていただければ分かりやすいと思います。４月、５月で進行

状況の把握をしまして、次に審議会への報告を６月ぐらいに考えております。市の事務的な

流れとしましては、６、７月に次の年の実施計画というものを作ります。どういった事業を

やっていこうかということがここで決まりますので、そこに審議会の意見を反映させていた

だき、直接作るときに対応させていただくということで次の年にこれが直接反映することに

なります。 
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それと併せまして、実施計画に基づいた予算編成が１０月から１１月にありますので、そ

の反映が引き続き、予算の方にも反映されます。あと、市民への周知ですけれども、ある程

度は事務事業評価とこの進行管理の取りまとめが終わりましたら、ホームページに掲載して

市民への周知ということになります。 

  次に導入時期ということになっていますけれども、２２年度にこの計画がスタートしまし

たので、まもなく２２年度が終わって２３年度に入ってこれを取りまとめるという方向にな

ります。この計画は５年間でございますので、このような様式で５年間それぞれの年にこの

審議会にご報告をさせていただいて、毎年ご意見をいただきながら、この計画を実現化させ

ていくというような進行管理の方法を考えております。 

事務的な話ばかりでございますが、今回は取りまとめの手法を提案させていただきたいと

思います。具体的に年度が改まりまして４、５月に取りまとめをしましたときに、５、６月

に審議会を開いてその具体的な結果をご報告させていただきたいと思います。 

 

 会長 

  ご説明をいただきまして少しずつわかるようになってきたかと思いますが、なにかご質問

はありますか。施策としては４９ございますが、その計画に掲げた事業の実績と課題、問題

点というものを年度ごとに取りまとめて、次の年につなげていきたいということでございま

すが、なにかありませんか。 

 

 委員 

  この計画が存在しているという一般市民の認知度はどのような状況でしょうか。 

 

 事務局 

  これを作るときにパブリックコメントというような手法を用いております。出来上がった

ものにつきましては、市のホームページに掲載しておりますので、いつでも見られますが、

積極的に見ていただかないと見られない状況ですので、知らない人がほとんどだと思います。 

ただこれは、皆様に知っていただくというよりも、行政がこれを基にしていろんな施策を

進めるというものになりますので、当然市民の皆様に知っていただくということもあります

が、そういった位置づけで考えております。 

 

 委員 

  ホームページのこれに関する閲覧の件数などはどれくらいありますか。この福祉計画を閲

覧してみようというような件数などはありますか。 

 

 

 事務局 
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  現在正確な件数はわかりませんが、低いです。一定の件数は上がっておりますが、それは

一般の市民の方ではなく、保健福祉関係者、あるいは行政関係者などでしょうか。と言いま

すのも認知度の低い原因といたしまして、地域福祉計画がベースになっていますが、これは

国が地方に作ることを要請しておりまして、策定率に関しては福岡県は低いです。その中で

も宗像市は作っておりますので、ある程度行政の関係者の方の興味はいただいておりますが、

一般の市民の方への認知度は低いと考えております。 

そういった意味も含めまして、私どもはホームページに載せるなどして努力はしておりま

すが、今回さらにそれが絵に描いた餅にならないように実効性のあるものにしたいというこ

とが根底にあります。もともと、事務事業評価ということで、施策の方向に対して内部評価、

市民アンケートを踏まえまして行政評価という形でお知らせをしていますが、計画には掲げ

ているがやっていないことにつきましてその評価、意見を頂戴するような場がないというこ

とで、今回はやっていないことも含めてきちんとそれを把握して、それを審議会なり市民の

皆様にお示しをしてご意見をいただいたうえで施策に反映させていくということができな

いかということを形にしたものでございます。それを集約したものが調査票です。 

 

 

 委員 

  ご説明の中で市民評価という言葉が出ていたので、あくまでも主体は市民ですね。市民の

皆様がこの計画があるということを知っていることが基本になるのではないかと思います。

せめて「住み慣れた地域で互いに支え合い、安心して暮らせるまち」という基本理念をどこ

かで市民の皆様に広報してほしいと思います。タウンページに基本理念ぐらい載せてもいい

のではないかと思います。 

 

 委員 

  この保健福祉計画全体を理解するということも大事かもしれませんが、やや専門的すぎる

かと思います。市民の皆様がこの計画を頭に入れるということは難しいと思います。それよ

りも、この計画を基にして健康福祉部が事業をされて、それが市民にどうプラスになってい

るのか、どういう展開で市民生活が向上するのかといったことを捉えて、ホームページ等を

使ってされたらなおいいのかと思います。計画の全体像を知らせることも大事ですが、それ

から引き出してやる事業をタイムリーに公募されたら、より身近なものになるのではないか

と思います。 

 

 会長 

  なかなかこういう計画を市民の皆様に周知していくというのは、課題でありますが、こう

いう計画を策定したということで機会を見つけてＰＲしていくということが大事だと思い

ます。工夫、検討をお願いいたします。 
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 委員 

  基本理念だけは毎月「福祉便り」が配られます。ですから、毎号基本理念だけは必ず書い

てあります。この文章を見たときに私の住んでいる地区の人はみんな見ていると思います。 

 

 委員 

  私の方の国立大学でも、毎年毎年これを応用しなくてはならなくて、こういうものを細か

く出さなくてはならないのです。保健福祉審議会でこれを確認するということは、それぞれ

の分野の専門家なり、関わっている当事者の方々が来ておられるので、手分けしてその進捗

状況を確認すると言うことになっていくと思います。 

そうすると、この進捗状況の報告書をもう少し丁寧に分かりやすくしていただきたいと思

います。それは、保健福祉計画の概要版の施策の方法案の丸の数字のあるところを、いちい

ち一枚ずつに起こして確認するということを考えていらっしゃるのですよね。だから、この

丸に書いてあるところを、１年間どれくらい進んでおられるかということを確認したいとい

うことで言われていると思いますが、それぞれの例えば子どもなら子どもの専門家の方、医

療なら医療の専門家の方ということで、その方々の目を通して確認をしていただきたいとい

うことでしょうが、そうやって考えてみると、実施計画の提出のところに事業名しか載らな

いので、事業がどれとリンクしているのかということと、１年間にこの事業で何をやる経過

うだったのかという内容説明がされてないので、それが達成できたのかというのはそちらの

内部の方の事業評価では見えているかもしれませんが、私たちの目には分からないのです。 

つまり、実施状況としての『実際にこういうことをやりました』ということは出てくるの

ですが、『この事業でこういうことをやるつもりでした』ということは書かれていないので

照合ができないのです。なので、『平成２２年度こういう事業をやるつもりでした』という

ことは入れていただきたいです。そしてその下に、『２２年度実施状況でこういうことをや

りました』と言うことを入れていただきたいです。そしてそれが計画通りなのか、計画以上

に進んだのか、逆に計画を達成できなかったのかということを簡易な評価というものを付け

ていただくと、すごくわかりやすいと思います。そして、できなかったところをこの審議会

で挙げていただくことで、だんだん流れが分かってくると思います。 

『２２年度この事業でこういうことをやるつもりで、実際にやったことはこうでした』、

そしてそれができている場合はいいのですが、できなかった場合は『こういうことができま

せんでした、その理由はこうです』、というように言われたら、納得されると思うのです。

その流れをもう少し丁寧に見えるようにしていただくと、私たちの目にも分かりやすいと思

います。 

この保健福祉計画を見て、『こういうことをやるつもりだった』のだとか『これができて

いなかった』とか、上から下にわかるようになってくると思うので、『やるつもりでした』

のは事業名しか書いていないので、何をやるつもりだったのかということが別の資料を見な
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いと確認できないので、そこを書いていただくとありがたいです。 

 

 事務局 

  一つは、２２年度に何をやる予定だったのかということは、この計画を作るときに年度ご

とにしか書いていないです。２２年度はもう終わりますので、２３年度からは何をやるかと

いうことがはっきりしてきますので、形をとらせていただきます。２２年度の分は表せない

ということになります。それと計画の進捗状況につきましては、できるだけご意見を反映さ

せて入れていきたいと思います。 

 

 会長 

計画の進行管理というのはなかなか言うは易し行うは難しの部分があって、しかも進捗状

況の現況を見てそれを読み取ることができるような書き方というのは、分量が多くなるので

余計わかりづらいという部分もあるかと思いますが、そのあたりは事務局にご検討いただき

たいと思います。それでは報告事項に移らせていただきます。 

 

 

 

３ 報告 

 平成２２年版保健福祉の現況について 

 

 会長 

  ２２年度保健福祉の現況について事務局お願いします。 

 

 事務局 

  保健福祉計画の現況については毎年市が作っておりますが、今年は２１年度に行いました

市の保健福祉の事業・サービスについてどういうことを行ったか、その結果はどうなったか

ということについてきちんと網羅して載っております。細かい内容は多岐にわたりますので、

今回は省かせていただきますが、これに目を通していただいてご不明な点がございましたら

事務局までご連絡いただきたいと思います。必要部数しか印刷しておりませんので、ホーム

ページで閲覧できるように掲載していきたいと思います。関係機関や議会には回っておりま

す。窓口にも置いていますが、なかなか貰いに来られる方というのはいない状況です。 

 

 会長 

  委員の皆様はご多忙とは思いますが、目を通していただいてお気づきの部分がございまし

たら、事務局までご連絡いただきたいと思います。 
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 事務局 

  １年間のデータでございますが、今日はそれぞれの部課長が来られておりますので、どう

いったことをやっていくか、あるいは目玉となるようなものを一言ずつ申し上げたいと思い

ます。 
 
 健康づくり課長 
  健康づくり課では、乳幼児健診などの母子健診、予防接種、介護予防関係の業務を担当し

ております。２２年度につきましては、２３年１月１日から予防接種に関しまして、全額公

費負担ということで支出しております。子育て支援、母子要件に関すること、子宮頸ガンに

つきましては、対象が中学１年から高校１年までと限られておりますが、特に高校１年生ま

では３月３１日までしか受けられませんので、１回目を打たないと、２、３回の時に公費が

負担できなくなりますので、期間が短いですが、その件についてはお話をしていただければ

と思います。 
 
 地域包括支援センター所長 
  地域包括支援センターは平成１８年７月に設置されまして、約５年目に入りました。私ど

も包括支援センターは高齢者やその家族の方の窓口ということで、ワンストップサービスと

いうことで様々な相談に載っております。 
もう一つ大きな仕事が、介護認定を持っておられる要支援１、２の方の軽度の方のマネー

ジメントなどを行っております。要支援１、２の方が８００人強ということで、ここ２、３

年横ばいとなっております。そのうち毎月サービスを受けられている方が７割ぐらいの５６

０人前後の方がルームサービスを受けられています。私どもでケアマネジメントをしており

ますケアマネージャーが７人おりますけれども、５６０名すべては対応できませんので、そ

の一部４割ほどを民間に委託しております。 
それ以外に高齢者の権利擁護ということで、高齢者虐待の対応や成年後見人制度の利用支

援、成年後見人制度については普及啓発と併せて、本人や家族の方が申し立てをできないと

きは親族の代わりに市長が申し立てをすることができます。すでに１０数件市長申し立てを

しているところでございます。 
２２年度に大きく変わったところが、昨年まで裏の駐車場のプレハブ小屋だったのが今年

から北館の１階に入り、連携が取れるようになりました。 
 
介護保険課長 

  介護保険は第４期事業計画の３年間の内の２年目になります。比較的安定した年でござい

ますが、２３年度はいよいよ最後の年になりますが、私どもでは介護保険の事業計画の策定

が入っております。この中に委員として、私どもの計画の策定委員に出てきていただいてお

りますが、今回は色々なことが発生すると思いますけれども、この辺は慎重にやっていきた
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いと思います。 
包括支援センター長が申しましたように、要支援・要介護の方の支援をうまく連携できる

ようなシステムはできております。この場をお借りしまして、一番入り口の介護認定につい

て宗像医師会、歯科医師会の会長様のご好意により、委員をたくさん出していただきまして、

公平公正な審査をさせていただいていますことにお礼を申し上げまして、事業計画につきま

しては再度ご迷惑をかけるかと思いますがよろしくお願いします。 
 福祉課長 
  福祉計画の進行管理ということで審議いただいておりますので、これに沿った形でご報告

をさせていただきます。保健福祉計画の概要版の中にあります障害者福祉の推進の地域自立

支援協議会の充実というところでございますけれども、宗像市自立支援協議会の設置という

ところでも掲げておりまして、２２年４月に設置いたしております。そして設置しました後

に６月に会を開きまして、その中で今後、就労に関する就労会、生活の相談をしております

生活会を新たに設けまして、課題とか問題点とかを報告させていただきましたが、今後の障

害者の方の自立に生かしていただくような形に進めております。 
そして第７章の低所得者福祉の推進の自立支援の充実というところでございますが、これ

につきましては４月から健康管理支援員を新たに配置いたしております。これは社会的な自

立を図っていただくために、地域とか生活の自立をしていきます。やはり健康に留意してそ

れで精神的なものに対応していくということです。 
保健士、精神福祉士等の資格のある方に来ていただきまして、その中でケースワーカーと

協議しましたところで各地区会の中で抽出いたしまして、その方の社会的自立というものを、

世帯の訪問等をしていただいて、今後のご本人の健康管理面の指導・支援を行っているとこ

ろでございます。 
 
 
 発達支援センター長 
  発達支援センターは平成２１年３月に開所いたしまして、やっと２年が経ちました。目的

といたしましては、最終的には発達傷害が引き起こす可能性のある虐待やいじめ、心の病な

どの予防の一端を担っています。 
機能といたしましては、乳幼児から小中学生までの児童生徒の成長、発達や育児の悩み、

自分たちとの関係や学習の問題などの相談窓口を設けているところでございます。職員が所

長を含めまして６名いるところでございます。特徴は、相談を受ける職員は宗像市の保健師

２名が特別支援教育士という資格を持っておりまして、相談を受けております。それと幼稚

園教諭の免許を持っている者のような有資格者で構成されております。 
総合相談件数は、平成２０年度が８９２件、２１年度が１４２５件ということで約１、５

倍に増えております。やはり発達支援センターを開設しまして、市民への啓発も含めまして

周知が割とできてきたのかなと思います。ちなみに平成２２年度１月末の相談件数ですが、
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約１２００件ということで２１年度と同等に相談があっているということでございます。特

徴としまして、保育所、・幼稚園の巡回支援を行っているところでございます。 
あと、保育所・幼稚園からコーディネーターを１名ずつ選出して、巡回相談員の対応をし

てもらっているところでございます。それと公立幼稚園の全職員を対象とした研修の実施、

コーディネーターの研修と、こういったところが特徴でございます。 
新年度につきましては、早期発見の充実ということで、新しい取り組みをやっていくとい

うことで、保育所・幼稚園の先生方のご意見も聞きながら取り組んでいきたいと思います。 
 
 国保医療課長 
  私どもは主に国民健康保険に関する業務を行っております。国民健康保険の被保険者数が

ありますが、２２，９４６名ということで宗像市全体の人口にしてみますと約４分の１の方

が国民健康保険に加入されているという状況です。 
保険器具費の状況については、予備費ですけれども平成２１年度で約５８億円かかってお

ります。医療費につきましては年々上昇しているというのが現状でございます。国民健康保

険は０歳から７４歳までが対象でございますが、７５歳からは後期高齢者医療制度の対象に

なります。これは福岡県で広域連合を設置して運営しておりますけれども、福岡県の高齢者

の医療費は日本一高いといわれております。宗像市の医療費は２１年度で１０９億１９００

万円で、対象者が１万４１１円ですので、一人当たり１０４万８０００円ほど年間医療費が

かかっております。 
後期高齢者医療制度は民主党政権になりまして、平成２５年で廃止するという方針が決ま

っております。まとめはできておりますけれども、今回提案するということでしたが実際は

提案されていません。予定では今回の国会に提案されて、平成２５年から新しい医療制度に

移ると言われておりましたが、遅れるんではないかという状況です。 
それから公費医療制度については元々県の医療制度ですが、乳幼児医療制度と障害者医療

制度、障害家庭医療制度というものがありますが、乳幼児医療制度につきましては県の制度

は就学前までを対象にしておりますが、宗像市は独自の制度として、小学２年生までを対象

としております。今回の議会に条例の改正案を提出しておりますが、今年の９月からこれを

小学校６年までに今の議会に提案しております。議会が通りましたら９月から小学校６年生

までが対象となります。 
もう一つ私たちの業務に検診がございます。先ほど健康づくり課長からも申しましたけれ

ども、健康づくり課では乳幼児健診を行っておりますけれども、国保医療課では   検診

を行っております。 
これは大きく分けて特定検診とガン検診があります。特定検診におきましては国民健康保

険の加入者で４０歳から７４歳までの方を対象としております。これは國で目標値が定めら

れておりまして、平成２４年までに受診率を６５％までしなさいという目標値が掲げられて

おります。これに行かなければペナルティがあるということになっておりますが、現在の状
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況でございます。平成２１年度で３４、７％の受診率となっております。若干受診率が伸び

悩んでおりますが、私どもではなんとか目標値まで引き上げようとしているところです。皆

様も機会がありましたらご周知をお願いいたします。 
 
 

 保健福祉政策課長 
  私どもでは保健福祉審議会の事務局や、保険福祉計画の所管課です。また社会福祉協議会

や民生委員児童委員協議会などの事務を担当しております。私どもの中で一番課題となって

いるのが高齢化が２２、４％で国の平均は下回っておりますが、地域によっては４０％を越

えているところもある。そこにおられます高齢者独居あるいは高齢者のみの世帯をどう支援

していくかということです。皆様と一緒に考えていかなくてはならないところですし、２３

年度に高齢者福祉計画を策定しなくてはいけませんので、そこで十分にご意見をいただきな

がら計画を立てていきたいと思います。 
 
４ 次回の開催について 

 事務局 
  宗像市保健福祉計画の進捗状況を５～６月頃に予定しておりますので、新年度になりまし

て、日程調整をさせていただきたいと考えております。 
  また、平成２３年度は、宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、宗像市障害者福

祉計画の見直し時期となるため、年５回程度の会議を見込んでおります。 
  なお、委員のみなさんの任期が本年１０月２９日までとなっております。あらためて所属

団体への推薦依頼、就任依頼のご相談をさせていただきたいと存じますので、その節はどう

ぞよろしくお願いいたします。 
 
（閉会）
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以上、平成 22 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。 

 

 

平成２３年 ６月３０日 

 

 

会  長    鬼 﨑   信 好   

 

 

署名委員  岡 山   昌 裕     
 


