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平成21年度 第６回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 

日  時：平成 22年 2月 12 日（金）19：00～ 

場  所：市役所本館３階第１委員会室 

出席委員：岡山副会長、石津委員、小川委員、島﨑委員、 

時枝委員、中村委員、橋本委員、吉永委員 

事 務 局：（健康づくり課）高宮課長、（福祉課）真武課長 
（介護保険課）石松課長、（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）井土所長 
（子ども課）楠係長 

（保健福祉政策課）安部課長､柚木係長、片山係長 

飯野主任主事、小山田主事 

 
 

事務局より書類確認と出席者の確認 

１ 開会 

（1）開会あいさつ 
事務局 それでは、開会にあたりまして、安部保健福祉政策課長からご挨拶申し上げます。 

 
課長あいさつ 

  
副会長あいさつ 

   
（2）議事録（議事要旨）署名委員の指名 
 
副会長 
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、岡山副会長に、もう一人

を名簿の順番によりまして、島﨑委員にお引き受けをいただたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 
 異議ないようでございますので、岡山副会長と島﨑委員にお願いいたします。この件は以

上でございます。 
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副会長 
 はい、ありがとうございました。 
 それでは、署名委員は私、岡山と島﨑委員にお願い申し上げます。よろしくお願いいたし

ます。 
 
２ 意見交換 

 

副会長 
それでは次に、市長さんがおみえになっておられますのでご挨拶をいただきたいと思いま

す。ご挨拶の後に各委員との意見交換等を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
市長 
 みなさん、改めまして、こんばんは。今日は、大変公務が忙しい中、そして、夜分にも関

わらず第６回の会合ということで、心から感謝を申し上げたいと思います。 
 昨年の秋にご就任いただきまして、それから６回を数えるわけですけども、非常に短期間

の間に取りまとめをしていただくということで大変ご苦労をおかけしました。今日が一応

後で、３月に私のほうに答申があると聞いております。今回はやはり、市全体の総合的な保

健福祉というものを網羅しておりますので、これが今後、宗像市第２次の保健福祉計画を実

施していくとうことになります。もちろんですが、当然、実効性を問われますので、進捗状

況につきましては、点検しながらみなさまのほうへ報告していきたいと考えております。 
 そして今回ですね、団塊の世代に入ったということ、あるいは昨年の政権交代によりまし

て、政策が見えない部分がある。これは、私ども自治体のほうも大変苦労しておりまして、

予算編成につきましても、予算これからどうするかということもあっております。幸い、宗

像市は、市長選挙ということでございまして、暫定予算ということで６月になりますので、

それまでには国の方針もみえてくるのではないかという風に考えております。そういう中で、

この保健福祉計画も大変やりにくかったんではなかろうかと思いますけども、いずれにしま

しても、パブリックコメントも終わりまして、計画案ができあがりましたので、この課題を

入れながら、 終的な答申をお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 
 
副会長 
 ありがとうございました。 
 それでは、少々時間がございますが、この際、本審議会の委員として何か市長さんとご意

見の交換やいろいろお話がある方はどうぞ挙手をしてお願いしたいと思います。 
 ちょっと、開会がずれこんでおりまして、市長は後の予定が入っておりますのであまり長

時間は取れませんけども、よろしくお願いいたします。 
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市長 
 あの、本日申し遅れましたけども、本来はもっと時間を取って、ディスカッションした方

がいいんですけども、こんなことになってしまいまして申し訳ありません。大事な宗像市の

保健福祉の方向性を決める計画でございますので、何か、意見がございましたらお願いいた

します。 
 私自身も、読ませていただいて、気になったところがひとつございまして、特に今、私ど

もが力を入れているのが、従来は高齢者や障害者に力を入れて参りましたけども、特に発達

障害者についてプラスして力を入れておりまして、この中に発達支援センターというものを

つくりまして、昨年の４月から稼動しておりまして、他市に先駆けてそういったものをつく

りながら、しかも幸い、ここにある日赤看護大学やら教育大学がございまして、先生方のお

力をお借りしながらやっていきたいと思っております。まだまだですけどね。そういうこと

で、発達支援センターをもっと活用していきたい、今まで取り上げられなかった、発達障害

に力を入れていきたいなと思っております。 
 
事務局 
 一応、基本的な計画、方針になりますので、大体保健福祉すべてを網羅しておるものとい

うことになります。この後、実施計画とかですね、具体的な計画の時に、これを基にいろん

な事業等を展開していくことになります。その中で特にこういう新しいというものは、さっ

きからある共働とか、市が進めてます地域との共働とか、地域との事業、なども今回含めて

入れ込んでおります。 
 
副会長 
 みなさんがたから、何かございませんか？ 
 ちょっとひとつだけ、実態のご報告をさせていただきたいと思います。 
昨年度来、非常に景気の状況が悪化して、派遣切りとか、あるいは会社の倒産とか、当然失

業者がものすごく増えてきております。前政権のときから引き続き、生活福祉資金の枠を拡

大して、今その貸付を県社協、それから私どもの社協一体となってすすめておるわけです。

もちろん原資は、国、とか県からきてるわけですけども。非常に 近多い、といいますか、

毎日、ひとりかふたり、多いときは３人ぐらい。おみえにならないときがないくらい、いろ

いろな角度からご相談にみえる、ということで県社協も非常に、パンク寸前の状態で事務処

理していると。この状態が、低所得者の支援の部分もございますけども、少しでも早く何と

かなればなぁと、社会全体がですね。そういう気持ちで毎日対応しております。そういった

ことで、非常に増えているということをご報告しておきます。 
 
市長 
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 ありがとうございます。うちは、生活保護の率は全体的に非常に低いんですね。全国平均

よりも。わりと恵まれた資源も若干ではありますがあるんですが。 
 市としても、低所得者福祉に対するそういった資金面も含めて、生活支援の充実というの

もありますけど、どんどん広がっていくといいとは考えているんですけども。 
 
副会長 
 実態の報告、従前は一年間で２～３件だったんですね。それが今は、全部認められるかど

うかは別にして、毎日おみえにならないことがない。県社協の職員あたりが１０何名態勢で

やっておりますが、毎晩１１時１２時くらいまで仕事しないと処理が出来ない、と・・。そ

んな感じですね。 
 みなさん、何かございませんか？市長から、発達支援センターの話もございましたけども。 

 
委員 
 政権が交代して、私たちの団体もすごく、削減・・・費用がですね、厚生労働省のほうか

ら。研修費とかが全然なくなったんですけど、市のほうはそういう影響とかはないんでしょ

うか？ 
 
市長 
 今のところですね、まだ見えない部分というのはあります。今から出てくるんではないで

しょうか。たとえば子育て支援センター、子育て支援手当てですね、これについても、今ま

では自治体に負担を求めないという話だったものが、今年半分の一万円になったとか、来年

完全に実施することになったとか、そういった影響でですね、今から出てくるのがこの財源

確保のために、いろんな事業を削っていく。たとえば、今私も問題にしている、来年度から、

学校の耐震構造についての予算をもう少し下げるとか、保育所の増改築費を削っていくとか。

逆に僕らとしてはそっちの方をしてもらいたいというか。手当てよりもですね。 
 たとえば、ひとつの例で言いますと、再来年度からそういうマニフェストを実施していく

ことになると、財源の問題をどうするかということが大きな問題になります。そうなったと

きに、自治体の、今おっしゃったように、小さなことでも削っていく。一番心配しているの

が、自治体というのは交付税というものがございます。これに手をつけられないかと心配で

仕方ないんです。そうすると当然ですが、市民サービスが落ちる。すでに公共事業について

も３割カットされてるということですから。公安とか道路とかに使う分、ですね。 
 少し長くなりましたけども、お答えとしては、今年度はいい、来年度は何とかなるだろう、

落ち込みますけど。再来年度はどうなるか分からないですね。おそらく無理じゃないか。一

番犠牲になってくるのが、福祉関係にですね。高福祉高負担になるんですね、非常に、福祉

についても充実すればするほど財源を、どこで削っていくのか、たとえば生活保護について

も、従来どおり出せるのかとか。こども加算なんかも復活させましたけども、そういうのも
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充実してくれるのはいいが、自治体としてその財源を別なところでカットされることについ

てはですね、大変危惧しております。 
 
副会長 
 何かほかにありますか？ 

 
委員 
 学校の耐震対策といいますか、調査といいますか、その辺は終わってるんですか？ 

 
市長 
 学校についてはですね、調査というか、対策は終わっております。あとは、公共施設がま

だなんです。 
 
委員 
 学校はあとどれくらい補強しないといけない部分があるんですか？ 

 
市長 
 学校は、もう全部終わっています。うちの場合は、早く行ったからですね。こういうもの

こそ一番力を注いでいかないといけないですね。 
 
副会長 
 何かありますか？ 

 
委員 
 初めてこういう勉強をさせていただいてもらったんです。非常に勉強になっております。 
 この答申が行われて、 新の計画ができあがってきて、どうやって市政だよりだけでなく、

必要とする人たちにお知らせしていくか、そこをちょっと悩んでまして。従来から、行政に

ついては、これは仕方なかったことだろうとは思いますが、すべて申請主義ということで私

は理解しているんですが、この申請主義を貫くと、うちの自由ヶ丘南もそうですけど、市政

だよりもちょっと読みたくないなと、申請するにしても、ちょっと、もう字が書けなくなっ

てます、というような人も含めて、どうやっていったらいいのかなということを、この審議

会委員をしながら常々考えてました。今一番困っているのが、来年度くらいから、自由ヶ丘

も連絡体制が非常に遅れてるんで、連絡体制を作りますよ、コミセンを中心に作ります、と

いいますと、自由ヶ丘地区全体をコミセンが抱えるようになる。それで今、一足先にこうい

うことで連絡体制を必要なので、個人情報に関する、保護に関する法律の主旨はこうですよ、

ということをお話しながら、自由ヶ丘南の二区会は徐々に、今私がお世話しているのは六組
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ですけども、そのうちの二組についてはすでに連絡体制ができあがりました。しかし、その

連絡体制を作ることすらできない、そういう現状で、どこにどういう人がいて、何を求めて

いるか。その地域のわれわれがやらなければ誰もできないことだろうと思うんですけども、

なにせうちの組も、分別をするにしても、隣のおばあちゃんちょっと無理だろうと。あそこ

はどうなの、ここはどうなのっていって昨日やりあったんですけどね。組ごとで、分別をや

るときのお世話役も、できるところとできないところがある。その、今の組単位の枠を組み

替えるとスムーズに、そういう分別をだとか、朝出すときにお互いに助け合うとかそういう

ことができるんだろうと思ってるんですけども。なにかいい知恵があれば・・・。仲間を今、

募っているんです。 
 
市長 
 そうですね、今、われわれ常に言ってるんですけども、今求められているのは、われわれ

も要援護者に対する名簿作りとかをお願いしていますが、個人情報の問題とか確かにあるん

で、これについては、難しいところがあるんですよ。市のほうからお願いして同意を取って

も。そういう、独居老人とか障害者のかたの。それで、やはり今コミュニティだけでなくて、

地区のほうにも整理していかないといけないという、おっしゃるように、共助、自助とかも

言いますけど、やはり公助というのはいつも何かあっても不便ということで、今求められて

いるのは、共助、なんですね。お互いに助け合うと。この仕組みを私どもは昔の、その、向

こう三軒両隣じゃないですけど、これをコミュニティ、そして地区のほうに整備していきた

いと、これがひとつのやり方ですね。これは情報、連絡体制をとるっていうのが、今の社会

の中の人間関係が非常に希薄になっているということで、地域によってそれがピシッといっ

たところはうまくなってるんですが、ピシッといってるとこといってないところとがありま

すから。この差をどうやってなくすかというのが一番大きな課題です。これは、やはり一緒

になって考えていかないといけない。いろんなこういった情報を含めて流していく体制を今、

整備していく。 
 ひとつ、これは関係ないんですけど、災害防災、災害無線、防災無線について、来年度か

ら携帯等、地上デジタルテレビを使った、情報伝達手段を考えております。こういったもの

をひとつ、うまく活用できないかなと、地域に。これは今から研究しないといけないんです

が。実際、この防災関係について流して、実施していく。その中でさっきいったそういう要

援護者等々に対する名簿作りと、共助の仕組みですね。答えになってないと思いますけど、

仕掛けとして、やり方として。 
 
委員 
 一番気にしているのは、流しても受け取れない、という人たちは、共に助け合う、おっし

ゃる共助というもので、やらざるをえない、どうしても隙間ができるかなと、そこを埋める

のがわれわれの役目だというふうに思うんですけども。先ほども言いましたけど、市政だよ
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りもちゃんと読んでくれている、それからテレビにそういうのが流れたら、「あぁ、福津市

はそうでないんだけど、宗像市はそうなんだな」ということを読み取れない人たちの隙間は

われわれが埋めるしかないと。 
 
市長 
 そうなんですよ。そこはがんばるしかないんですよね。公助がやれることというのは限度

がありますから、 終的には共助なんですよね。 
 
委員 
 ですから、一生懸命、認知症だとかの勉強会に出たり、キャラバンの勉強をしたりを、今、

地域でやってるんですけども、これからはもっともっと、私が思うのは、個人情報の保護に

関する法律でも、やはり区長さんにでも解ってもらいたいし、そういうことでもじわじわと

勉強しながらやっていきたいなと思ってますが・・・。 
 ありがとうございました。 

 
副会長 
 ありがとうございました。 
 委員の皆様いろいろお話があるとおもいますが、市長はこのあと予定がありますので、ま

たこういう機会があれば幸いだろうと思います。ありがとうございました。 
 
市長 
 皆様方にはご負担をおかけしますけども、またよろしくお願いいたします。 

 

３ 審議 

 

副会長 
 それでは続きまして、審議に入らせていただきます。 

 
（1）第２次宗像市保健福祉計画について 

 

副会長 
第２次宗像市保健福祉計画について。前回のこの審議会でパプリックコメント等の実施の

報告がなされておりましたけども、その結果について事務局から説明をお願いします。 
 
事務局 
 それでは私のほうから、簡単に説明をさせていただきます。パブリックコメントという手
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続きなんですが、『市民意見提出手続き』ということでですね、市民の皆様にこの計画を見

ていただいて、いろんなご意見をいただいて、それを反映させようというひとつの手続きな

んですが、期間がですね、１月の６日から２月の４日までの約一ヶ月間をこの計画のパブリ

ックコメントを実施いたしました。「実施いたします」、というやり方なんですが、市内の、

市役所とかコミュニティセンターとかユリックス、メイトムといいました公共施設にですね、

この計画書を置きまして閲覧をしていただくと、併せまして、市のホームページにこれを掲

載しまして、市民の皆様に見ていただきました。 
 その結果、一件も意見が出ませんでした。なかなか、計画自体が基本的な計画になります

ので、具体的な事業になりますと、いろいろな利害関係が出てきますし、意見が出るんです

けども、こういった計画なかなか出づらいというのもそもそもあります。そういうことで、

今回、意見はなしということでご報告をさせていただきたいと思います。 
 
副会長 
 はい、ありがとうございました。前回、パブリックコメントを実施するにあたって、そこ

で何か意見が出てきたら、審議をしようということでございましたけども、今事務局から報

告のとおり、特に意見はなかったということで、この件は先に進めさせていただいて結構で

ございましょうか。はい、ありがとうございました。 
 
４ 第２次宗像市保健福祉計画の答申について 

 

副会長 
 それではこの第２次宗像市保健福祉計画の答申について、みなさんにちょっとお諮りをし

たいと思います。本日いただきました、配布されたこの 終計画案、と答申書の鑑ですね、

等の資料でございますが、この全文を持って本計画の答申、とさせていただいてよろしいで

しょうか。 
（異議なしの声） 
 ありがとうございました。いいということでございますので、これを答申とさせていただ

きます。 
 なお、市長への、 終的な答申につきましては、改めて審議会を開催せずに、慣例に従っ

て、会長副会長に答申受け渡しをご一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。 
（承認の声） 
 ありがとうとざいます。それでは、そのように取り計らわせていただきたいと思います。 
それでは、本日予定されていた議案はすべて終わりましたけども、次回の開催、あるいは

その他について何かございましたら、お願いいたします。 
 
委員 
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 終ページになりますけど、委員の先生方のお名前と役職、ですね。間違いがないか、も

う一度確認していただければと思いますが・・・。 
 
副会長 
 ６５ページですね、今、委員からお話がありましたように、これに間違いがあるといけま

せんのでよろしくお願いします。よろしいですか。 
 それでは、もう一回精査をして、手落ちのありませんように、よろしくお願いいたします。 
 それでは次回の開催等について、事務局から何かありましたら・・・どうぞ、 
 
委員 
 あの、ちょっと私のほうから。今日のこの答申には直接関係ないんですけれども、ひとつ、

将来の検討課題としてお願いしたいなと思っているんですけども。 
 今、たまたま市長が、共助が大切だよというふうにおっしゃったんですけども、確かにそ

のとおりだと思うんですけども。孤独死が今、平成に入ってから、宗像市内で１７件起きて

いるんですよ。平成７年と８年にはですね、発見するまでの期間が３週間から４週間かかっ

ているという実際の事例が、これ、社会福祉協議会の資料ですけれども。過去３年間は、実

は起きてないんですよ。ただまぁ、そういうその、平成に入ってから期間の全体を見ますと、

１７件起きている。 
 今それをどうやっているかといいますと、われわれ民生委員がネットワークを組んだり、

どういう公助を受けているか、たとえば、給食をどういう頻度で受けているかとか、ヘルパ

ーさんがどういう頻度で来ているか、親族との交流がどのぐらいあるか、とそういうふうな

ことを調べて見守りをしてるんですけれども、だんだん年齢が高くなってくると、だんだん

外にも出なくなってしまうということで、なかなか中の状態が見にくくなってくるというの

が実状だと思うんです。しかも、民生委員さん１３０人いますと、１３０人のレベルが必ず

しも一様ではないよという。私がそれをやっているのと同じようにみんなやっているかとい

うとそうではないと思うんですね。 
 そういうことで、これだけハイテクが進んでいる状況で、何かいいことがないかと思って、

たまたま調べていますと、読売新聞に、志免町がやっている方式が紹介されてたんですね。

これが、行政がやってるのではないんですよ。行政がやってるのではなくて、メディカルサ

ポートシステムというところがやってて、要するに、今は宗像市の場合２８００人の一人暮

らしがいらっしゃるんですね。その２８００人が全部メディカルセンターに登録しておくわ

けです。登録しておいて、毎日９時までに連絡するようになっているらしいんですね。それ

で、連絡がないと、調査に行くようなシステムを取っているんですね。 
 これはあくまでも行政ではないですけど、そういうシステムが、おそらくこれだったらそ

うお金もかからずにできるはずなんです。そういったのを、将来を見据えて、検討の中に入

れておいてもらえるといいかなと思うんです。 



 10 

 
事務局 
 はい。 

 
副会長 
 どうぞ。 

 
事務局 
 今初めて志免町の取り組みというのを伺いましたが、それはそれで将来の検討課題という

ことで検討させていただきたいと思います。 
 で、本市の取り組みなんですが、もちろんご存知のとおりなんですが、先ほどから市長の

ほうの話もありましたように、災害時の要援護者の支援ということを今進めてます。簡単に

申し上げますと、自治会ごとに取り組んでいただいて、その中で災害が起こったときに援護

を要する方が、どの方がいらっしゃるかというのをそれぞれ把握をする、と。それぞれの要

援護者に、じゃあ誰が助けに行くのか、というのも、援護する側のほうも決めて、そういっ

た援護される側とする側を決めていって、それを自治会で把握していくということを、今進

めてます。それは災害時だけじゃなくて、日頃の見守り活動というところも併せてお願いを

今しておりまして、その見守りがまぁ、毎日とまではいきませんけども、随時、定時見守り

をしていただくようなことで全市的に進めたいというふうに、今やっているところでござい

ますので、メディカルサポートシステムですかね、そこまでの細かい配慮とまでは、行き届

きはいかないと思いますけれども、地域の共助というところでの取り組みで、今宗像市がし

ておりますので、ひとつご紹介しておきます。 
 
副会長 
 これは、いつも民協の会長と連絡を取り合って話をしているんですが。志免町は、メディ

カルサポート、ちょっと NPO に近いといいますか、いわゆる業者です。今課長がおっしゃ

いましたように、全市的に、行政もかんだところでそういうものができたら一番いいんでは

ないかというふうに思います。ただ、いつも民協会長からそういう情報もいただきながら、

お話しながらしておりますので、一緒に検討させていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 
 それではほかにございませんか？よろしいでしょうか。 
 

５ 次回の開催について 

 
副会長 
では事務局なにかありますか？ 
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事務局 
 事務局からでございますが、次回の開催についてでございますけれども、現在のところ具

体的な事項につきましての開催の予定はございませんので、今後の開催につきましては、必

要に応じまして改めて日程調整をさせていただきたいと思います。その際、どうぞよろしく

お願いしたいとおもいます。以上でございます。 
 
副会長 
 はい、ありがとうございました。 
 はい、福祉課長 

 
事務局 
 福祉課の真武と申します。報告だけさせていただこうと思いまして。 
 前回の審議会の折に、障害者の雇用セミナーをお開きしますということでご案内をしてお

ったわけですけれども、今副会長おられますが、社協のほうにも、ご尽力得まして開催した

ところですけども、盛況の折、１１０名程度のご参加をいただきまして、参加された方たち

から、次回も３回、４回目とまた、このセミナーを開いてほしいとお話があっておりました。 
 簡単ですけども、報告させていただきます。以上です。 

 
副会長 
 はい、ありがとうございました。 
 それでは、本日予定されていました協議事項、審議事項はすべて終わりました。 
 これで閉会をさせていただきたいと思います。 
 
事務局 
６回、短期間の間に、保健福祉計画をご審議いただきまして、こういう立派な答申をいた

だくことになりまして、本当にありがとうございました。お忙しい中、無理に日程調整をさ

せていただいて、開催をさせていただきました。ご勘弁をいただきたいと思います。 
 併せまして、これが保健福祉計画として決定することになろうと思いますが、２２年度以

降、これを基に宗像市の保健福祉施策を進めてまいります。その中でそれぞれ委員さん、ま

たお気づきのことがありましたら、なんでも結構ですので、ここはまだ足らんのじゃないか

ということも、たとえばありましたら結構ですので、保健福祉政策のほうまで、アドバイス

なり、ご助言をいただけたら助かります。どうも本当にありがとうございました。 
 これで答申案ということで決まりました。本日、部長がおりませんけども、部長に代わり

ましてお礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 
 



 12 

副会長 
 それでは、どうもありがとうございました。ご苦労様でございました。 
 
（閉会） 
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以上、平成21年度第6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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