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平成21年度 第5回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 

日  時：平成 21年 12 月 18 日（金）19：00～20：30 

場  所：宗像市役所北館 103 会議室 

出席委員：岡山副会長、石津委員、小川委員、古屋敷委員 

島崎委員、時枝委員、中村委員、鍋山委員 

橋本委員、吉永委員 

事 務 局：藤岡健康福祉部長 

（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 

 

１ 開会 

（1）開会あいさつ 
 

事務局 ただいまから、平成 21 年度第 5回宗像市保健福祉審議会を開催させていただきます。 

 

部 長 （あいさつ） 

 

会 長 （あいさつ） 

 

（2）議事録（議事要旨）署名委員の指名 
 
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。1人は岡山副会長に、もう1人は名簿

順によりまして古屋敷委員にお引き受けいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？ 

 

（「異議なし」の声） 

 

事務局 それでは、岡山副会長と古屋敷委員にお願いいたします。以上です。 

 
２ 審議 
（1）第 2次宗像市保健福祉計画について 

 
会 長 それでは、さっそく「第 2次宗像市保健福祉計画」についてご審議をいただきたいと思いま

す。まず、計画の位置づけ及び前回計画の検証について、資料 1 と資料 2 に基づいて事務局

の方から説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局 はい。保健福祉政策課、安部でございます。よろしくお願いします。 

    前回の審議会において、委員のみなさまから、計画の審議の中でどこまでの意見を出すべき

なのかというご質問を頂きまして、その際に、この計画の位置づけについてざっと説明をさせ

ていただきましたけれども、大まかな説明で十分にご理解いただけなかったのではないかと反

省する部分がございました。本日を含めて 3回審議会がございますが、この少ない回数で効率

的に審議を進めていただくということをお願いしなければなりません。そういったことですの
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で、もう一度明確にさせていただき、十分にご理解いただいた上でご審議をいただきたいと思

いますので、二つの点について改めて説明をさせていただきたいと思います。 

まず一つ目ですが、計画がどういうものかという位置づけについてです。資料 3 の 3 ペー

ジをご覧ください。宗像市には様々な計画がございますが、その中で全体の行政の進め方とい

いますか、一番大きな方向性を定めました「第 1次宗像市総合計画」というものがございます。

これは 10 年間のまちづくり計画ということで、市の中で も大きな、 も基本となる、 も

長い計画でございます。 

総合計画の内容としましては、前段に基本構想ということで、基本理念、10 年後の宗像市

のあるべき姿というものを示しております。後段は、そのあるべき姿を目指してどういったこ

とを 10 年間で進めていくのかということを基本計画としまして示しています。いくつか例を

挙げますと、「市民活動の推進」、「快適生活環境の充実」、「市民の健康づくり・福祉の向上」

といった大きな方向を定めております。 

その総合計画の次に、今度は教育や産業、保健福祉といった具体的な分野においての 5年程

度の中期の方向性を示した計画がございます。それが、今回ご審議いただきます「第 2次宗像

市保健福祉計画」の位置づけになります。こういった計画については、その分野の方向性とい

うことで、具体的な事務事業等は盛り込んでおりません。そういったものは、また下の計画に

なりますが、各分野をさらに分類しまして、数値目標、具体的な事業を盛り込んでおります、

大体 3年間くらいの短期の計画がございます。保健福祉の分野でいいますと、高齢者の健康づ

くり、介護予防事業について定めました「高齢者保健福祉計画」、介護サービス、介護給付、

介護保険料について定めました「介護保険事業計画」、あるいは、障害福祉サービス、地域生

活支援事業の必要量見込み、就労支援の目標値などを定めました「障害福祉計画」、そういっ

たものがございます。こういった計画の中に、具体的な数値や事業が入ってきております。 

大きく 3層構造ということで、今回の計画はその 2層目にあたるものでございます。この「第

2次宗像市保健福祉計画」の中には 8項目ございます。審議会では、この 8つの項目について

の方向性、考え方について、こうあるべき、こう考えるべき、という大筋論についてご審議い

ただきたいと思います。まずこれを一つご認識いただきたいと思います。 

それから二つ目の進め方ですが、ご審議いただく 8つの項目の原案につきましては、市役所

内で十分に議論を重ねたところでこの審議会に出させていただきます。資料 1 をご覧いただ

きたいと思いますが、宗像市保健福祉計画見直しの推進体制ということで、この案を作るまで

の市役所内部の体制を示しました図がございます。項目ごとに策定部会というのを置いており

まして、計画の方向性などの検討を重ねましてここで原案を作成します。その原案を関係課長

会議ということで、部内での検討も含めた検討を行いまして、審議会に出させていただく案を

ここでたたき上げることになります。ですから、この審議会で出させていただきますのは、市

役所内、関係部署で十分に検討したものであるという認識をお持ちいただきたいということと、

そうは申しましても、あくまで行政による計画でございますので、この審議会において専門的

な視点、住民の視点という方向からご意見を頂きたいということを思っております。 

この大きな二つのことを踏まえながら、今後の審議を進めていただきたいというのが、説明

とそれからお願いでございます。 

それと、前回ご指摘のありました前計画の検証ということも併せてご説明させていただきま

す。資料 2 をご覧ください。実は、前計画と、先ほど申しました総合計画は体系が合ったも

のになっておりまして、その体系、項目ごとに市の方で施策評価を行っております。この項目

一つひとつを行政内部では施策と呼んでおりますが、その施策の目標値を当初設けておりまし

たので、その達成度合いを見ながら毎年施策評価を行っておりまして、それをまとめたものが

この表になります。ですから、毎年毎年の施策評価をこの表に集約したことで、前計画の検証

と替えさせていただきたいということで本日資料を提出しております。この結果を反映させな

がら原案を作っておりますので、今後審議の中で必要に応じて説明させていただきたいと思い

ます。以上でございます。 

 

会 長 ありがとうございました。大きく二点について事務局からご説明いただきました。一つは計

画の位置づけということと、策定体制及び審議会との関係ということの説明でございました。

それからもう一つは、前計画の取り組み状況と総括についてということで、資料に整理してい

ただいているということでした。この説明についてご質問等ありましたら、出していただけれ
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ばと思いますがいかがでしょうか。 

 

委 員 この目標達成の満足度について、調査の仕方を教えてください。 

 

事務局 市の方では平成 17 年度から施策単位で市民アンケートを毎年取っております。検証をする

ためのアンケートということで、総合計画、もちろん保健福祉計画の体系にもなっていますが、

その項目ごとに、市民の満足度と施策の重要度についてアンケートを取っております。アンケ

ートの母数は 2,000 の調査ですが、40％程度、800 程度の回収率で、そういったところで例年

変化なり達成状況を見ているところでございます。 

 

会 長 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。それでは、またございましたらご

意見をいただきたいと思います。 

    それでは、基本構想案の方に移らせていただきたいと思います。資料 3、資料 4 を併せてお

願いします。 

 

事務局 はい。引き続きまして資料 3、資料４についてご説明させていただきます。 

資料 3 の方は前回途中まで出させていただいているものですが、少し検討を加えたものに

なります。1ページ目でございますが、計画策定の背景というものを少し加えさせていただい

て、現在の社会情勢等も前書き程度で入れております。また、分野ごとに、今回の策定にあた

り少し踏まえておかないといけないものを 2、3項目ずつ加えております。 

    それから 3ページの計画の位置づけについては、先ほど説明いたしましたので省略させてい

ただきます。 

    ４ページの計画の期間でございますが、前回から訂正をさせていただいた部分がございます。

それぞれの計画の区切りがずれていたものがございましたので、今回のものが正しい計画の整

理になっておりますので、今回の分を正しいものとしてご認識いただきたいと思います。 

    次に、5ページ以降に現状についての色々なデータやグラフをつけておりますが、基本的に

は前回出させていただいたものと同じです。ただ、8ページに全国の死因順位別の死亡数を加

えさせていただいております。一つは、死亡原因が何なのかを見たいということで載せており

ます。それと、9ページの下の方に枠を作って書いておりますが、これについては、前回の審

議会において、現状には分析を加えない形で掲載するというお話になっていたと思うんですが、

少し一般向けに分かりやすい工夫をさせていただきまして、コメントを表示させていただいて

おります。人口動態では少子化が進んでいるというようなことや、人口の増加はやや緩やかに

なっていますが平成 26年には約 97,000 人に達すると見込んでいます、というようなことを簡

単に記載しております。 

    それと三つ目ですが、8ページに死因順位の表と一番下に死因別死者数のグラフがあります。

全国、福岡県、宗像市と並べておりますが、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の三大疾病とい

のが死因としてまず出てまいります。その三大疾病の次にきていますのが肺炎ですね。これは

高齢化に伴い高齢者の肺炎が増えてきているというのが考えられると思うんですが、次の不慮

の事故は外しまして、ここで着目したいのは、自殺というのが 15 歳～39 歳までの死因の第 1

位を占めていることです。これは今後の対策等にも反映してくる部分ではないかということで、

ここにあげております。 

    引き続きまして 12 ページ以降ですが、今までは全国、あるいは市全体の統計的な現状を示

したものなんですが、12 ページ以降は保健福祉を取り巻く現状ということで、この計画に直

接関係してくる部分を統計的にまとめたものになります。項目ごとに、まず地域福祉が 15 ペ

ージまでございます。保健・医療の分野が 16、17 ページ、18 ページが高齢者保健福祉、19

ページから 20 ページが障害者福祉、21 ページから 22 ページが児童福祉、23 ページが単親・

寡婦福祉、24ページが低所得者福祉、そして 25ページが勤労者福祉の状況になります。この

8 つの項目が、 初にご説明しました保健福祉計画の細分化した項目になりますので、この 8

つの項目について統計的にまとめております。 

    それから、これと併せまして「基本理念」、「基本視点」ということで資料 4 をご覧いただ

きたいと思います。今後 5年間、どういったイメージで計画を進めていくかということで、前

計画では「みんなでつくる健康・快適・安心のまち むなかた」という理念を掲げまして、色々
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な施策を進めてきております。これを今回新しいものを作りたいということで案を示しており

ます。「高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまち」といったように、上の方に 2、3

行の文章で枠組みにして並べたものがございます。現在、総合計画の基本計画の見直しを行っ

ておりますが、これはこの新しい計画の中で、高齢者保健福祉や介護、子育て、障害者福祉と

いった施策ごとの将来像を文章で表したものでございます。将来像をイメージとして文章化し

たものを並べて、そこから共通のキーワードを抽出しております。左上に「地域」、左下に「安

心」、右上に「支えあい」、右下に「いきいき」ということで、この 4つのキーワードが後期基

本計画の中でもたくさん出てくるものであり、共通の括りができるということで、これを一つ

の材料として、「住み慣れた地域で 互いに支えあい いきいきと安心してくらせるまち」と

いう案を作成しました。どの分野でも共通の捉え方ができるものとして、この文章を示してお

ります。これについて、色々な考え方等ご意見を頂ければと考えております。 

    引き続き、次のページの「基本視点」ですが、これは総合計画の中で、基本理念を達成する

ためのステップということで位置づけがすでにございます。それをそのままここに持ってきて

おります。計画を進める上で、この視点を見据えながら考えていく必要があるだろうというこ

とで、基本視点を三つあげております。「協働」「共生」「自律」ということで、一つ目の「協

働」については、市民、ボランティア、コミュニティ、行政がそれぞれ協力して進めていこう

という宗像市の基本的な姿勢がございますので、それを示しております。二つ目の「共生」で

すが、これは年齢、性別、文化の違いを超えて様々な共存・共生を進めていこうという姿勢で

す。三つ目の「自律」については、地域の課題を自分たちで決定して、自分たちで解決してい

こうということで、地域の自律・まちの自律ということを掲げております。これらは総合計画

からそのまま持ってきておりますけれども、保健福祉計画にも共通の視点が必要だということ

でここに示しております。 

    以上簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

 

会 長 ありがとうございました。まず資料 3 を中心に、何かご質問、ご意見がありましたら出し

ていただければと思いますが。 

 

委 員 すみません。今のお話の前のところで、資料 2 の部分の 20年度の目標値の設定の仕方につ

いてお聞きしたいんですけれども、この目標値というのはおそらく前年度の実績に合わせて推

定されると思うんですが、19年度の実績値よりも 20 年度の目標値が下がっている部分がある

んですね。それをまずご説明いただきたいんですが。 

    まず「福祉コミュニティの形成」の市民満足度、それから第 2章「地域に根ざした健康づく

り」のところの 3番目「介護・支援を要しない高齢者の割合」などいくつか目標値が下がって

いるんですね。 

 

事務局 実は、総合計画の前期計画の期間が 5年間あるんですが、その一番 初の年に 5年分の目標

を設定しまして、目標値は毎年見直しは行わないということで固定した目標になっております。

本来ならば、目標を達成すればもっと上の目標ということになるかと思うんですが、やり方と

してはそういう固定のもので実施しています。 

 

委 員 分かりました。では先ほど会長からお話があった資料 3 の方ですが、8ページから 9ページ

にかけて死因順位別死亡数の合計について全国のものと地域のものについて区別して示して

いますが、この中で悪性新生物が一番多いですよね。それと、次のところの心疾患、脳血管障

害については、特定健診でチェックできると思うんですが、その特定健診の健診率とかその辺

りは把握されていますか。 

 

事務局 特定健診の受診率が 20 年度で 32.5％です。あとがん検診でいきますと、肺がんが 20.4％、

胃がんが 18.5％、子宮がんが 20.9％、乳がんが 22.3％、大腸がんが 20.0%ということで、が

ん検診は 20％前後くらいの受診率がございます。 

 

委 員 がん検診の方は個人に任せられると思うんですけれども、特定健診は義務付けられているの

でもう少し高いところまで伸びてほしいなというのがあるんですが、数字目標についてここで
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とやかく言っているつもりはなくて、やはり数字を上げていく努力が必要ということと、こう

いうデータを基に施策を考えていただきたいということをお願いしたいと思います。 

あともう一つですが、高齢者の肺炎が増えているということをおっしゃっていましたけれど

も、それに対して、「健康づくりの推進」のこれまでの取り組み状況の中で、75 歳以上の高齢

者に対して肺炎球菌の予防接種の助成を始めたということで、これは非常に大きいことだと思

います。この効果が数値として将来出てくると、市の施策として効果的なことをやっていると

いうことを意味付ける良い資料になるかと思いますので、その点もぜひお願いしたいと思いま

す。 

 

事務局 肺炎球菌の件につきましては、確か九州で 2番目に取り組んだことになるんですが、製薬メ

ーカーさんなのか卸しなのかは分かりませんが、そちらの研究材料といいますか、どれだけ効

果があるのか研究したいということで今やっておられますので、それがどの程度出るか結果は

抜きにして、そういう状況にあるという説明だけさせていただきたいと思います。 

 

委 員 り患率とか摂取率とか、数値として市のほうが把握できるシステムになっているんですか。 

 

事務局 市の方では把握できていません。そのメーカーさんの方が医療機関に相談されてアンケート

調査と、受けられた方への追跡調査、これもどこまでやれるかわかりませんが、そういう形で

されているというのは聞いています。 

 

委 員 ただ、市が助成をされるということは、助成した件数は当然出てくると思いますので、市の

方で把握できる数字はぜひ把握していただきたいと思います。 

 

会 長 はい。ほかにございませんでしょうか。 

 

委 員 はい。8ページの今ご指摘があった部分で、宗像市では肺炎と脳血管疾患が逆転しています

よね。疫学でいえば、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患という三大疾患と並んで次に肺炎がく

るんですが、当市では肺炎が 3番目にきているんですね。この辺は非常に興味があるというか、

全国に比べると 2％近く違うんですね。非常に大きな問題だと思いますが、何か原因がござい

ますか。 

 

事務局 その数字については、グラフ上は気になっていたんですが、今のところそこまでの分析はし

ておりませんでした。申し訳ありません。 

 

委 員 ここまで違うので、データに間違いがないか心配なんですが。 

 

事務局 宗像市の数字は保健福祉環境事務所から頂いたものですので、まず間違いはないと思います

が、後で再度確認します。 

 

委 員 もう一つよろしいですか。このコメントをつけていただいて非常に分かりやすくなったんで

すが、9 ページのコメントの三つ目で、近年特に若い世代おける自殺が深刻だということで、

確かに全国の死因順位を見ると、生産年齢の前半の人たち、15歳から 39歳までの自殺が非常

に多いということは分かるんですが、これは宗像市でも同じ傾向なんですか。そこまでのデー

タを把握した上で、この三つ目の評価をされているんですか。 

 

事務局 この年齢層については、宗像市については何歳代がどうだというものはデータとしてはあり

ません。 

 

委 員 では、この評価はできないんじゃないですか。全国のことならこう言って良いと思いますが、

宗像市を全国に当てはめて同じことを言うと、非常におかしい話になってしまいますよね。宗

像市も若い世代の自殺が多いというのが事実であれば、この記述は正しいと思うんですが。あ

と、若い世代という定義が非常に曖昧でよろしくないかなというのを感じます。 
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市民が不安になると思うんですよね。全国のデータを持ってきて、宗像市を主語にすると。

このコメントの枠の外に「宗像市」という主語があると思うんですね。本市でも特に若い世代

が自殺していますと書かれると信じてしまいますから。それが事実であれば書いてほしいと思

うんですが、データがなければ書けないですよね。 

 

会 長 自殺の場合は、宗像署を通して県警のデータが欲しいといえばくれると思うんですよね。デ

ータはあると思いますので、その点で裏づけをしてほしいと思います。 

 

副会長 今お話がありました自殺の問題は、中身を精査していただくとして、やはり全国的には中高

年の自殺というのは死亡原因のかなり上位を占めている、年間約 34,000 人の方が自殺されて

いるということで、やはり本市の保健福祉計画を策定していく中で、本市の状態は状態として

きちんと押さえながら、全国的にはそういう大きな問題がありますので、計画の中には加えて

いかないといけないのではないかと思います。 

 

会 長 県警と保健福祉環境事務所がデータを持っていると思いますので、その辺りも確認をお願い

します。ほかにありませんでしょうか。 

 

副会長 資料 4 の基本視点ですが、これは総合計画から引っ張ってこられていますのでどうこうと

いうことはないんですが、三つ目の「自律」に「律」という字を使われた、この意味合いにつ

いて、分かる範囲で結構ですのでお願いします。 

 

事務局 当時の状況がどうだったかというのは分からないんですが、一般的には自立というのは、独

立、独り立ちという意味がございますけれども、こちらの律するという自律につきましては、

自分で規則を作って、自分でそれに従って進めていこうという視点があると思います。たとえ

ばコミュニティ施策であるとか、地域での取り組みですとか、そういったちょっと深い意味と

いいますか、その辺まで含めて、あえてこの字を使ったというふうに、私としては捉えており

ます。 

 

会 長 自らが律していくという意味で、この字を使っているということですね。上位計画である総

合計画の方でも使っているということで、この三つの基本視点を保健福祉計画にも使っていき

たいということでした。ほかにございませんでしょうか。 

 

委 員 今の件ですが、前の計画からその言葉を使っているんじゃないかと思います。用語解説を見

ていると「自律」という言葉が出てきたので、あまり抵抗はなかったんですけれども。 

 

会 長 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。 

 

委 員 すみません。10 ページ、11 ページで、世帯の状況のまとめのところなんですが、典型的な

宗像の家族の状況というのは、やはり核家族の世帯なんだろうと思うんですね。だから、ここ

で強調している部分で、確かに増加傾向というのはあるんですけれども、依然として核家族で

暮らしている家庭が圧倒的に多いわけなので、そこはきちんと記述をしておくべきではないか

なと思います。 

    ここの全体の数字が示していること、推測されることは、核家族の世帯がそのままずっと宗

像に住み続けているうちに、高齢者夫婦になり、やがて単独世帯になっていくという、そうい

う流れが見えるんじゃないかなと思います。それでもずっと宗像に住み続けていくんだなとい

うことが分かるので、全体を見た上でのまとめはこういう形ではないんじゃないかと思います。 

依然として高齢に至っていない状態で核家族で暮らしている方が多くいるので、そういう人た

ちが多数派である地域での保健福祉計画を考えていかないといけないと思います。 

 

会 長 たとえば 11 ページの四角で囲んでいるところをもう少し手を入れてはどうかということで

すか。今は、「親族世帯が減少する反面、単独世帯が増加してきています。」と「高齢者のいる

世帯が増加しています。特に独り住まいの高齢者世帯が増加しています。」となっていますね。 
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委 員 もう少し補足しますと、保健福祉計画は高齢者のみの計画ではないはずで、宗像の市民全体

を相手にした保健福祉計画だと思うんです。確かに高齢者が増えてきているというのは言える

んですけれども、世帯の状況のところであまり高齢者世帯を強調しすぎてしますと、宗像の全

体がぼけるんじゃないかなと思いますので。 

 

委 員 今の件ですが、世帯数は昭和 60 年が 21,764 世帯、平成 17年で 34,857 世帯、その比率から

すると、確かに親族世帯は 82.3%から 75.7%に減ってきていて、単独世帯を見ると 17.6%から

24.0%と増えているんですが、単純に数だけを見ると、確かに今言われたように表現がまずい

かなというように思いました。 

 

会 長 今言われたことはもう一度検討してください。お願いします。 

 

副会長 もう少し中身を見ていただいて、的確に書いていただくということでいかがでしょうか。よ

ろしくお願いします。 

 

会 長 ありがとうございます。ほかはいかかでしょうか。 

 

委 員 すみません。16 ページですが、健診受診者と未受診者で将来的に医療費に格差が出てくる

んですよね。宗像市の健診受診者数が伸び悩んでいると理解しましたけれども、市の啓発活動

が足りないとか、市民の健康への意識が低いとか、何か理由があるのか、今後の施策等の考え

をぜひ教えていただきたいんですが。 

 

事務局 はい。これは非常に悩んでいるところです。特に特定健診は、国保の方になりますが、今年

度の目標は 40％なんですね。前年度は 31.4％ということで、これを平成 24 年には 65％まで

伸ばしていかなければいけないんですが、一つは、定期的に開業医等にかかっている方、こう

いう方がまだ先生方も理解が足りないところもあるかと思うんですが、自分のところで検査し

ているからもう受けなくて良いよという話をされる方もいらっしゃるようです。ですから、宗

像医師会の先生方には、特定健診の受診を勧めていただくようにお願いしております。そうい

う方を入れると数字が上がってくると思うんですが、そこは課題として伸び悩んでいるところ

です。特に若い世代が難しいところもあります。 

    それと、がん検診については、まだまだですね。今特に乳がんや子宮がんの啓発に力を入れ

て市民団体と一緒にやっていますけれども、まだまだ意識が低いということで、私どもの啓発

が足りないのかなというところも感じます。どういう形でしていくともっと関心を持ってもら

えるのかということで、映画を上映するとか色々模索しながらやっておりまして、少しずつし

かできていないというのが現状です。 

 

委 員 ほかの市との比較はできないんですか。たとえば隣の福津市や古賀市とくらべてどうかとい

うのは。 

 

事務局 特定健診については、他市との比較のデータはまだありませんが、全国的な部分で国がデー

タを出していまして、全国よりも宗像市は高いという状況です。 

 

副会長 今、特定健診の受診率の低さとか、がん検診の受診率が 20％くらい、欧米諸国では 80％く

らいということも聞くんですが、こういうものをどう高めるか、どうするか、ということもこ

の計画に書いていくことになるんじゃないでしょうか。 

 

会 長 はい。ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

 

事務局 すみません。今ミスが一つございましたので、訂正をお願いします。19 ページの一番下の

表の（資料）というところの年度が今平成 21 年度末になっていますので、20 年度末現在に訂

正をお願いします。 
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委 員 よろしいですか。19、20 ページに障害者福祉のことが掲載されていますけれども、それぞ

れ三障害のグラフが載っているんですが、宗像市における障害者の雇用の状況はいかがでしょ

うか。雇用状況というか就労状況ですね。どこかに載せてほしいなと思います。 

 

事務局 はい。福祉課の真武と申します。障害者の就労状況ですが、宗像市障害福祉計画を今年の 3

月に策定しております。その中で、福祉施設から一般就労への移行ということで数値目標を掲

げておりますけれども、現在の達成数が 5人となっております。これは障害者自立支援法がで

きまして、18、19、20 年度の 3年間の中で 5人の方が就労に移行したということになります。

これについては、今後も地域自立支援協議会を設置いたしまして、支援にあたっていきたいと

思います。以上です。 

 

会 長 よろしいですか。ありがとうございます。この分野ごとの現状ですが、たとえば障害者福祉

の分野では、三障害それぞれの手帳の所持者数しか書いていませんね。項目的には、現状があ

ってこういう問題があるということを裏付ける記述があった方が良いのではないかと思いま

す。特にこの障害者福祉の場合は、一つの項目しかありませんから、こういう課題があるので

はないかということで枠囲みの記述につながっていくと思いますので、分野ごとのバランス、

形式も合わせていった方が良いのではないかと思います。 

ほかにございませんでしょうか。 

 

委 員 すみません。特定健診について、今地域で受けようという声かけを行っています。何をやっ

ているかというと、地域で集まるときに、健診に行って良かったよということで声をかけて回

るんですね。そうすると一人が二人、二人が三人に増える。それと、うちは 近子どもとよく

集まりますので、うちのおばあちゃんが乳がんの検診に行ったよ、市の方でしてくれるから二

人とも行ってこないかということで、声かけ合って健診を、という思いで今やっております。

以上です。 

 

会 長 はい。ありがとうございます。また、ご意見等ありましたら出していただくということで、

事務局の方から何か補足説明はありますか。 

 

事務局 資料 4 の方はこれでよろしいでしょうか。 

 

会 長 基本視点は、総合計画から持ってきているということですから、良いですね。若干説明文は

変わるかもしれませんが。基本理念の方はどうでしょうか。これでよろしいですかね。 

 

事務局 ではその点は、今後の審議の中でありましたらご意見等を出していただくというとで。 

 

会 長 今の段階ではこれで了解ということですね。 

 

事務局 それから資料のデータの部分は、コメント等について色々とご意見を頂きました。この部分

については、表現の仕方等も含めて全般の見直しをさせていただきます。 

では資料 5 の方ですが、これまで第 1 部の基本構想のところをご審議いただいたところで

ございます。その次の第 2部の基本計画部分ですが、これは 8章に分けまして分野ごとに計画

を策定していきます。次回、その第 2部をご審議いただきたいと考えております。日にちがな

い中ですが、できるだけ完成に近い形で資料を提出したいと思いますのでよろしくお願いいい

たします。 

 

会 長 何か全体的にございましたらよろしくお願いします。 

無いようですので、私の方から一つよろしいでしょうか。資料 1 の計画見直しの推進体制

がございますが、これの左側の保健福祉審議会と事務局の間に諮問・答申の矢印がありますよ

ね。これは私個人的な意見ですが、諮問そのものは市長さんから頂いたわけですので、この矢

印の先は市長さんということにして、そしてその下に事務局があるということで、市長さんを
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入れたほうが行政手続きとしては良いんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

ですから、市長さんの指揮監督下にあるのが、事務局であり保健福祉政策課であるわけです

から、少しずらして市長さんのスペースを作ったほうが良いかと思います。 

 

事務局 はい。ご指摘のとおりですので、見直して次回差し替えをさせていただきたいと思います。 

 

会 長 よろしくお願いします。ほかに意見が無いようですので、今後のスケジュールについて事務

局のほうからお願いします。 

 
 

３ 次回の開催について 
 

事務局 次回は、パブリックコメント実施後、２月頃の開催を予定しております。審議事項等につき

ましては、引き続き第 2次宗像市保健福祉計画についての審議をお願いしたいと思います。以

上です。 

 

会 長 はい。では以上をもちまして、第 5回の保健福祉審議会を終了させていただきます。お忙し

い中ご出席いただきましてありがとうございました。 

 
 

   （閉 会） 
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以上、平成21年度第5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 22 年 2 月 12 日 

 

 

副 会 長    岡山 昌裕       

 

 

署名委員   古屋敷 弘美      


