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平成２０年度 第３回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 

日  時：平成 21 年 2 月 16 日（月）19：00～20：30 
場  所：宗像市役所 第２委員会室 
出席委員：平岡会長、岡山副会長、石津委員、香月委員 

鴨川委員、小南委員、古屋敷委員、島崎委員、 
成富委員、西崎委員、丸山委員、吉田委員、 
吉永委員、力丸委員 

事 務 局：（健康福祉部）藤岡部長、（健康づくり課）安部課長 
（福祉課）真武課長、広橋係長、合島主査 
（介護保険課）石松課長、安部係長、吉武企画主査 
（地域包括支援センター）山本所長 
（保健福祉政策課）柴田課長､片山係長、柚木係長 

溝俣主査、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２０年度第３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 今回の会議録署名委員の指名の前に、本日の資料と合わせて事前にお送りしておりました 

前回の会議の議事録の修正等について確認をさせていただきたいと思います。本日まで、特に

連絡がありませんでしたが、何か修正等ございますでしょうか。 
 
事務局 無いようですので、本日の会議終了後、前回指名いただいておりました会長と鴨川委員に署

名を頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。 
それでは、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人は平岡会長に、もう

１人を名簿の順番によりまして、小南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） 
 

事務局 それでは、平岡会長と小南委員にお願いいたします。議事録案については後日送付させてい

ただきます。事務局からは以上です。 
 
２．審議 
（１）「宗像市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画（案）」について 

 
会 長 それでは審議事項に入ります。最初に「宗像市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画（案）」

について事務局の方から説明をお願いします。 
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事務局 保健福祉政策課の柴田です。それでは審議事項の（１）「宗像市高齢者保健福祉計画介護保

険事業計画」ですが、前回の審議会の折に介護保険事業計画と高齢者保健福祉計画を一体的に

策定するということでご説明をさせていただいておりました。前回は特に高齢者保健福祉計画

に関する部分についてご説明させていただきました。目次で見ると、総論編第３章３５ページ

から４４ページと、各論編４５ページ以降第１章第１節から第３節までを前回説明させていた

だいておりましたので、今回はこの部分は省略させていただきます。本日は、介護保険事業計

画に関する部分についてご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
 
事務局 介護保険課の石松です。よろしくお願いします。まず、前回の審議会で会長から、すでに廃

止された介護療養型医療施設の利用者がどうなったのかというご質問がありましたので、その

後の調査結果をご説明いたします。 
介護療養型医療施設であります赤間病院につきましては、平成１８年４月に８４床から６０

床に削減、摩利支病院は平成１８年７月に１６床全部を廃止され、それぞれ医療療養型に転換

されています。入所者につきましては、引き続き当該施設の医療療養型を利用されており、自

宅に戻られた方はいらっしゃらないということが判明いたしました。以上が調査結果でござい

ます。前回は明確な回答ができませんで、ご迷惑をおかけいたしました。 
 
会 長 はい。ありがとうございました。これでよくわかったと思います。 
 
事務局 それでは引き続き説明させていただきます。前回までの審議会で審議していただきました以

降に、数値等が変更、確定しました事項や説明がもれておりました主な事項について説明をさ

せていただきます。 
    まず、５７ページをお開きください。要介護認定者の推計ですが、１５年度以降の認定者出

現率が 15％前後で推移していることや、高齢者の将来推計結果を加味しまして、認定者出現

率を２１年度は 15.1％、２２年度は 15.3％、２３年度は 15.9％と推計し、２３年度の要介護

認定者を 3,407 人と推計しております。この要介護認定者の推計値をもとに、６６ページ、６

７ページに介護給付サービス量及び介護予防サービス量を見込んでおります。 
    次に７６ページをお開きください。介護従事者の処遇の改善を図ることを目的に、介護報酬

の改定が行われておりますので、第４期計画期間の介護給付費見込みの数値を変更しておりま

す。 
平成２１年度は、介護給付費に 4,325,137 千円、予防給付費に 323,299 千円を見込み、標

準給付費を 4,877,072 千円、標準給付費の３％の範囲内で事業を展開します地域支援事業費を

146,100 千円、合計で 5,023,172 千円と見込んでおります。２２年度は標準給付費を 5,213,215
千円、地域支援事業費を 156,000 千円、合計で 5,369,215 千円、２３年度は標準給付費を

5,523,374千円、地域支援事業費を 165,000千円、合計で 5,688,374千円と見込んでおります。 
そして、２１年度から２３年度までの３年間の標準給付費の計を 15,613,661 千円、地域支

援事業費の計を 467,100 千円、介護保険給付費の３年間の総額を 16,080,761 千円と見込んで

おります。 
    次に７８ページ、所得段階別被保険者の見込みをご覧ください。第４期から、所得に対しま

す保険料の負担や課税層の段階数を見直し、９段階の保険料所得段階を設定しております。各

段階ごとの被保険者の見込みを表で表したものでございます。基準額に対する負担割合が１．

００以下の第１段階から４段階までの方が約５９％、負担割合が１．２０以上の第５段階から

第９段階までの方を約４１％と見込んでおります。 
    次に７９ページ、８０ページ、第１号被保険者の保険料基準額をお開きください。平成２１

年度から２３年度の本市の保険料基準額は、介護給付費準備基金の取り崩しや国の緊急特別採

択であります介護従事者処遇改善臨時特例交付金を加味いたしまして、月額 3,910 円に設定し

ております。これは現在の月額基準額から比較しますと 250 円の増額となります。内訳は、

200 円は高齢者や給付費の伸びによる自然増であり、50 円は介護従事者の処遇改善に伴う介

護報酬改定に伴うものであります。 
    次に介護従事者処遇改善臨時特例交付金について説明いたします。介護従事者の処遇改善を

図るために介護報酬の改定が行われますが、介護保険料の急激な上昇を抑制するために、国の

緊急特別対策として交付金が交付され、被保険者の負担増を国費により軽減するとの国の方針
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が決定しております。 
    本市の場合、介護報酬の改定に伴います保険料上昇額を基準額で月額 100 円と試算し、介

護報酬改定後の本来の保険料を 3,960 円に設定しております。 
    国は、この緊急特別対策交付金からの繰入額を、２１年度は介護報酬改定による保険料上昇

分の 100 円全額に充て、２２年度は保険料上昇分の半分の額 50 円に充て、２３年度は交付金

からの繰入額を 0 にすることにより、２１年度から２３年度の保険料を段階的に設定するこ

とを基本にしていますが、交付金からの繰入額を３年間均等にすることにより、２１年度から

２３年度の保険料を同額にすることもまた、可能であるとの方針を示しています。 
    本市としましては、通常３ヵ年据え置きである保険料が毎年上昇することになるなど、被保

険者に混乱を招く恐れがあり、また、保険料の変更に伴う電算システムの回収を毎年行う必要

があるなど、事務経費の増加や円滑な事務にも支障があると判断し、交付金からの繰入額を３

年間均等にして、２１年度から２３年度の保険料を同額とすることを考えています。 
    具体的な月額の保険料基準額を、国が示す基本的な考えに沿って設定するならば、２１年度

は 3,860 円、２２年度は 50 円上昇しまして 3,910 円、２３年度はさらに 50 円上昇して 3,960
円と段階的に設定することになりますが、３年間均等に交付金を繰り入れることにより、２１

年度から２３年度の保険料を 3,910 円と、同額に設定しております。 
    以上で、介護保険事業計画の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいた

します。 
 

会 長 はい。どうもありがとうございました。非常に分かりやすいご説明をいただきまして。今の

説明の中で、特に介護保険事業計画の見込み量及び介護保険料の設定の段階等についてご説明

いただきましたけれども、みなさんの方からご質問、ご意見等ありましたら、ご遠慮なく発言

していただきたいと思います。いかがでしょうか。 
 
会 長 かなり煩雑な資料の中から分かりやすくご説明いただきましたけれども。よろしいでしょう

か、今のご説明で。 
 
会 長 はい。それでは今日の事務局のご報告をお認めいただくということでよろしいでしょうか。 

 
（異議なし） 

 
会 長 ありがとうございました。ではこれをもとにして答申書を作成して、市長に答申するという

手続きを取りたいと思います。 
これは最後に言った方がいいのかもしれませんけれども、「宗像市高齢者保健福祉計画介護

保険事業計画（案）」につきましてお認めいただきましたので、事務局と私と岡山副会長とで

検討しまして、答申書を作成してそれを市長に提出したいと思います。それで後日、みなさん

の方にその写しをお送りさせていただくことになるかと思います。そういう手続きでよろしい

でしょうか。 
 
     （異議なし） 
 
会 長 ではそういう手続きで進めさせていただきますのでよろしくお願いします。それでは今日最

初の審議事項はこれでお認めいただいたということで、答申をしたいと思います。よろしくお

願いします。 
 
３．報告 
（１）「第２期宗像市障害福祉計画原案」について 

 
会 長 今日はもう一つ報告としてみなさんにご検討いただきたいということで、みなさんのお手元

に資料が届いていたかと思いますけれども、「第２期宗像市障害福祉計画原案」というものが

ございます。これについて、担当課の方からご説明をいただくことになるかと思います。 
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事務局 よろしいでしょうか。福祉課の真武といいます。よろしくお願いします。 
私の方から宗像市障害福祉計画の原案ということで、提出させていただいております。次回

諮問をさせていただきましてご審議していただくことになっておりますので、この計画につき

ましては、策定経過なり今後のスケジュール関係をメインにご説明をさせていただきまして、

保健福祉計画と関わるところあたりの、さわりのところだけのご説明で終わらせていただきた

いと思います。審議いただくときにはもう少し詳しくご説明をと思っております。 
    前々回の審議会で、障害福祉計画の概要関係とスケジュール等のお話をしておりましたけれ

ども、その件につきまして、どのようなかたちで今経過しているかをご説明させていただきた

いと思います。 
まず、去年の１０月２７日に保健福祉審議会の方で、この計画の策定の進捗についてのお話

をさせていただいております。その後、市の庁議で障害福祉計画の策定についてというところ

を説明しております。その後、福岡県の方から、県の障害福祉計画策定にかかるところで市町

村のヒアリング等を受けております。 
それから１２月２６日に第１回宗像市障害福祉計画検討委員会を開いております。その中で、

障害福祉計画策定の概要についてのご説明とサービス量見込み等数値目標についての説明を

させていただいております。その中で各検討委員さんから色々な課題を出していただいており

ます。 
その後、第２回目の検討委員会を今年の１月２１日に開催いたしまして、第１回の委員会で

の検討事項を、計画にこういうかたちで載せていきますというところを議論させていただいて、

障害福祉計画の原案づくりというかたちにさせていただいております。そしてその席で、パブ

リックコメントを２月５日から３月６日まで実施するというかたちにさせていただいており

ます。今年の１月３０日に、やはり庁議の方でパブリックコメントの実施についてというとこ

ろで報告いたしております。今、お手元にあります計画原案ですけれども、検討委員会の方か

らも、パブリックコメントのある時期までに再度見ていただいて、ご意見等があれば提出して

いただくという手はずをとっております。それと誠に申し訳ありませんけれども、当審議会の

委員の皆さま方におきましても、もしお気づきの点、ご意見等ございましたら、３月６日まで

に私どもに提出していただければ、それも計画の方に載せていきたいというふうに思っており

ます。 
パブリックコメントの３月６日の結果を受けまして、今後のスケジュールですけれども、３

月１１日の日に第３回目の検討委員会を開催したいと思っております。そこでパブリックコメ

ントの結果を提出すると同時に、計画の最終案策定へ結び付けたいと考えております。その後、

保健福祉審議会の方に諮問というかたちでさせていただきまして、予定としましてですけれど

も、３月２３日に諮問をさせていただき、その後審議をしていただきたいと思っております。

最終的に３月２７日の私どもの庁議で、答申を含めた計画策定の報告をしまして、最終的な計

画というかたちに持っていこうというふうに思っております。以上が今までの経過と今後のス

ケジュールです。 
それでは障害福祉計画原案、簡単ですけれどもご説明させていただきたいと思います。お手

元の資料の２ページをお開きください。主なところでこの２ページの下の方ですが、圏域ビジ

ョンというかたちで、これは県の方の障害福祉計画の策定と歩調を取りますということで前回

ご説明しておりますけれども、まだ調整ができつつあるところでできておりません。ただ今回

の圏域ビジョンというところは、福岡県が１３の保健福祉圏域を設けております。その中で宗

像市と福津市で宗像の保健福祉圏が設定されておりまして、その中でサービス量の見込めない

事業等について、圏域の中でサービスを提供していこうというところがこの圏域ビジョンの考

え方でございます。当然この圏域ビジョンの中で、たとえば入所施設等が不足するということ

であれば、県の計画の中に載せられまして、福津市、宗像市の中でその施設等の整備を行って

いくということでございます。 
続きまして３ページと４ページですけれども、３ページの方に計画の位置付けとしまして、

やはり国の法律に基づいての計画というところで、フロー図の一番上に障害者自立支援法第８

８条に基づくというところを入れさせていただいております。あとはその下に、市の総合計画

の下位計画で、障害福祉の実施計画ですよということはフロー図でわかるようなかたちにして

おります。先ほど申し上げました圏域ビジョンについても、福岡県の障害福祉計画の中で、圏

域ビジョンごとのサービス提供量等を設定することになっております。 
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続きまして４ページの方は、計画の期間としては２１、２２、２３年度ということになりま

す。 
それから、策定体制のところは先程お話しましたので、今回私どもが重点的に考えている７

ページと８ページをお開きください。やはり計画の重点施策の中で、「相談支援体制の充実・

強化」、「就労支援の推進」、次のページに「地域自立支援協議会」ということで重点施策を三

点あげております。私どもが２０年度までに実施して就労支援等を行ってきまして、今年の１

月２７日に障害者の方のための雇用セミナーを開催しております。 
やはりこの中で、連携した協議が必要だなというのを強く実感しております。というのも、

地域自立支援協議会ですが、この計画の中では設置を目指しますというかたちでしか記載をし

ておりませんけれども、実態として連携が必要だということで、私どもとしては２１年度に立

ち上げを行っていきたいと考えております。これにつきましては、この中に書いておりますけ

れども、圏域でのということもひとつあります。ただ私どもとしては、どちらかといえば単独

で行きたいというのがございます。県とも協議したところで、自立支援協議会については、２

１年度で立ち上げるかたちで協議を行って、できれば２２年度スタートというかたちにできれ

ばと考えております。それから目標値の設定のところですけれども、これはまだ後日審議のと

ころでお話をさせていただければと思っております。 
以上ですけれども、あと他の事業につきましても、先ほど申し上げましたように報告という

ところですので、審議のところでご説明をさせていただきたいと考えております。この計画書

の中で、３月６日までに委員のみなさま方からご意見を頂ければ、最終的な検討委員会の議事

のところに反映させていただくことになっております。私の方からは簡単ですけれども、報告

を以上で終わらせていただきます。 
 

会 長 はい。今ご説明がありましたけれども、これは今日ここで検討するということは考えておら

れないということですか。 
 
事務局 いえ。ご意見としては出していただいて結構ですけれども、ご報告というかたちになるもの

ですから、次回の２３日の審議が障害福祉計画だけになるものですから、その時にご審議をい

ただければと思っております。 
こういった報告をさせていただいているのは、前々回のときに会長の方から、検討委員会の

設定が３回ということで大丈夫かというご意見を頂いたものですから、なるべくこういったご

意見を計画に反映させていただきたいというところです。ですから諮問する前に、当然計画案

は各委員のみなさまには送付させていただいくというかたちで進めさせていただきたいと思

っております。 
 
会 長 そのご趣旨はよく分かりますけれども、せっかく原案を出されているわけですから、この原

案についてもう少しわかりやすくご説明いただくとありがたいと思うんですけれども。せっか

くこれを作られたのに概略の説明ではなく、もう少し私どもがこの計画をイメージできるよう

なご説明があれば、個人的に私はありがたいと思いますけれども。 
 
事務局 それではですね、８ページのところまで内容をご説明さしあげたというところで、では１０

ページのところからです。前回の審議会でもお話させていただきましたが、今回の計画につき

ましては、１８、１９、２０年度の実際の事業実施に基づいたところでの目標値の設定にして

おります。この「目標値の設定」の中で、「施設入所者への地域生活への移行」というところ

ですけれども、１７年度の第１期計画策定時は現入所者数が 114 名でしたけれども、この部

分につきましては国の指数等を持ってきまして、利用者数を 106 名と設定しております。地

域生活への移行のところで国の目標値は 10％で、１期の計画の目標値も 11 人というかたちに

しています。現在の達成数が 3 人ですので、目標値の設定が県の１期の計画のところと実際

の１８年度から２０年度の計画との差があるというところで、今後この目標値の部分を、次の

ページからあるんですけれども、これらの中に入れていくというかたちにしております。その

「目標値の設定」の二点目として「入院中の精神障害者の地域生活への移行」、次の１１ペー

ジに「福祉施設から一般就労への移行」ということであげております。 
    １２ページですが、「障害福祉サービスの見込み量と確保の方策」というところです。「障害
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福祉サービスの概要」としましては、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、

相談支援事業を実施しておりますが、１４ページはこの分の第１期計画の検証をあげておりま

す。この検証の中で、第１期の国のワークシートに基づいての見込み量ですけれども、表の中

の訪問系のところで、１８年度計画が 1,184 時間ですが実績は 427 時間、１９年度は 1,446
時間のところが 168 時間、２０年度は 1,732 時間のところが 152 時間ということで、やはり

ワークシートに基づいての計画と実績の乖離があるというところで、そのあたりを文章で触れ

させていただいております。 
 
会 長 はい。そういった細かいところはいいので、もっと基本的なところで、なかなかイメージで

きない部分があるのでその辺についてお願いします。おそらく他の委員さん方も読まれて、こ

れはどういう意味なんだろうというふうに考えておられる部分があるかと思いますけれども。 
 
副会長 一つだけ基本的なところを確認させていただきたいんですが、今日は報告事項ですからこの

計画原案の概要と策定の進捗状況を事務局から報告すると。質疑があるにしても、ここで承認

とかだめだという話には基本的にはないということです。 
ただ、３月２３日、あと一回だけになっておりますし、やはり保健福祉審議会あたりに持ち

上げてくる場合は、この計画の検討委員会があるわけですので、そこで結論として出たものを

報告してお諮りになる方が、我々としては何らかの審議が出来るのではないかと思います。 
課長さんの今の説明を聞いていると、全体的にまだ動く可能性があるようで、どこを絞って

議論して良いかということで戸惑いを感じているところです。それで、原案そのものが変わら

なければこれでいいんですけれども、まだ圏域ビジョンの問題がありましたし、ほかにまだ変

わる可能性があるのであれば、途中の進捗状況や経過報告を頂いたということにせざるを得な

いのかなと思います。 
 
事務局 よろしいでしょうか。この計画については今ご質問があったように、検討委員会で検討して

課題をあげております。６ページの中の「宗像圏域の現状と課題」というところで、ここに記

載しておりますのが、まさに検討委員会の委員の方から課題として出された問題でございます。

丸で囲っているところは検討委員会の中で出されたところで、これをどうしていくかというこ

とで計画に入れていこうとしております。 
ただ圏域ビジョンの件については、概要として先ほどお話しました内容のところしか私ども

が掴んでいないというところですし、圏域ビジョンの導入ですが、あくまでも宗像市、福津市

でサービス量の不足するところは協議して充足していこうというところまでしか分かってい

ない状況でございます。圏域ビジョンについては、今後、県、福津市との協議の中で諮ってい

くというかたちになるかと思います。 
    それと就労支援のところで、８ページをお開きいただきたいんですが、上から８行目、これ

も１月になりまして国の方からこれらを付け加えるという通知があっております。これは、地

方自治法施行令が改正されまして、宗像市なり福岡県なりが福祉施設等への委託業務等の機会

を増大させるということです。委託契約関係の随意契約の優先順位をあげなさいというところ

で、私どもとしましても、今年度の３月で宗像市契約事務規則の改正を行いまして、こういう

取組みをしていくというかたちにしております。 
 
会 長 今回この計画を策定する手順として、一番大事だと思われる障害当事者の方々に対する実態

調査は行われていないんですか。 
 
事務局 はい。今回については、アンケート調査は行っておりません。 
 
会 長 何か理由があったわけですか。大事なことですけれども、これはぜひお願いしておきたいん

ですが、せっかくこれだけ考えて計画を策定されても、この計画を作る前に障害当事者あるい

は家族の方に実態調査をされて客観的に課題が出てきたところで、じゃあ宗像市として何をど

ういうふうにしていったら良いのかというところがとても重要になってくるわけですね。 
確かに検討委員会の委員のみなさまのご意見も、非常に検討に値するものだと思います。し

かしそれは個人の意見になるわけですね。そうすると、宗像市に住んでいる障害当事者や家族
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の方にとって何が必要で何が足りないのかというところを客観的に把握するためには、実態調

査が計画策定の前にどうしても必要になってくるんですね。それがなされていなかったという

のは、私としては非常に残念に思います。 
    それからもう一つ、基本的に宗像市の障害福祉計画はどういう趣旨、目的で策定にあたられ

るのかということですね。たとえば２ページで圏域ビジョンと書かれていますけれども、これ

はぜひわかりやすくご説明いただきたいと思うんですね。今日でなくて次の審議会のときで結

構ですけれども。 
障害福祉計画を策定するときに、圏域ビジョンが取り上げられるようになってきたその経緯

だけではなくて、「ビジョン」という言葉を使われるわけですから、当然その方向性、目標、

どこに向かっていくのかということがしっかり把握されておく必要があると思うんですね。こ

こに書かれている内容だけでは、申し訳ないですけれども、圏域ビジョンというのが一体何を

目指しているのかが掴めない。宗像市と福津市の中で社会支援として必要なことを協力して圏

域で取り上げていくことになるのか、それではどういうふうに福津市の計画と宗像市の計画の

整合性を図っていくのか、そういったことが求められていくと思うんです。それが２ページの

ところに書かれてある「計画の位置付け」と関わってくることではないかなと思います。 
それから、「計画の背景」といっていますがこれもとても大事なことですね。３年間の間に、

障害を持つ方や家族を取り巻く環境がどういうふうに変わってきているのか、そういったとこ

ろをしっかり把握しておく必要があるのではないでしょうか。 
たとえば３、４ページで、図が示されておりますけれども、この図から何をイメージしたら

よいのか、どういう意味を持っているのかというところもとても大事なことではないかなと思

います。私がもう一つよく分からないのは、宗像市障害福祉計画のところで自立支援法８８条

に基づくということになっているんですけれども、この８８条が一番上にくるというのは一体

どういう意味を成しているのかということですね。宗像市では、一番大事なのは総合計画で、

これは宗像市の憲法といわれるくらいのものだと思います。そこからその次に宗像市保健福祉

計画があり、その保健福祉計画の中に宗像市障害者施策推進計画があり、かつ今検討されよう

としている宗像市障害福祉計画が位置付けられてくるんですね。ですから、図の説明というの

はとても大事だと思うんですよね。この図から何をイメージする必要があるのかということで

す。 
    それからもう一つ、実態調査が出来なかったということであれば、せめて行政として３年間

の障害福祉計画を振り返ってどう評価するのかということですね。うまくいったところいかな

かったところ、そのうまくいかなかった原因がどこにあるのかということを示すことによって、

次のステップとして６ページ以降のところが出てくるのではないかなと思います。そして「と

もに働きともに暮らす共生社会づくり」という理念が謳われているわけですから、その理念に

向けて、では具体的に宗像市としてどういう障害福祉計画を策定していくかということになる

のかなと思いますけれども、このあたりのことがなかなか理解しにくい部分が私自身にありま

した。 
そして三つの重点施策があげられている。これも７ページにイメージする図が示されていま

すけれども、「相談支援体制の充実・強化」ということが謳われています。じゃあ具体的にど

ういう相談支援体制を目指そうとしていくのかということが示されていないように思います。

障害を持つ人に関わる総合支援機関ということであげられているんですが、ここで一つわから

ないのは、発達支援センターがどうして出てこないのかなと思うんですね。これは宗像市にと

ってはそれこそ先進的に取り組まれている事業ではないですか。それがここに示されていない

のはどういうわけかなと。 
それから就労支援、これはとても大事なことです。しかしすべての人が一般企業に就労でき

るということは現実的に考えてなかなか難しい。そうすると、もっと「働く」、「労働する」と

いう有り方というのは色んなレベルで考えてくことができるんではないでしょうか。一般就労

だけが働くというのではなくて。確かに障害者自立支援法ではそういうことを謳っています。

しかしこれまで色々地域で共同作業所やそういうところで取り組んでこられたかたちは、一般

企業に就職できなくても社会参加する、自立に向けて自分が社会で自己実現に向けて働いてい

く、活動していく、その場を設定してきたんじゃないでしょうか。そういうことが一言も触れ

られていないのはどうしてなのかなと思います。 
それから、ぜひ一日も早く９ページに書かれている地域自立支援協議会を立ち上げるように
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してください。これは３年間時間的猶予があったにも関わらず、いまだに「設置を目指します」

では行政の施策の後退につながっていくのではないでしょうか。私は宗像市民ではないですけ

れども、宗像市民であればもっと深く感じられるんではないでしょうか。それからですよ。そ

れから数値目標の設定といったことが次の段階として考えられていったらいいと。しかしぜひ

お願いしたいのは基本的なところです。第２期障害福祉計画はこういう目標を持って、こうい

う目的で策定される計画ですというのをぜひ示していただきたいと思うんです。 
これは私が計画の原案を読ませていただいた率直な考えです。耳障りなところがあったかも

しれませんけれども、率直にそういうふうに考えます。宗像はもっとできるはずです。これま

でやってこられたじゃないですか。発達支援センター、これは他の自治体ではまだ立ち上げて

ないところがほとんどですよ。それに先駆けて立ち上がった、それが一向に社会支援の一つと

して取り上げられていないのはどうしてかなと非常に疑問に思います。というよりは、不思議

に思っております。 
ここにも書かれておりますように、目標数値の取り方というのはなかなか難しいと思います

けれども、これは基本的な屋台骨が出来てからでも決して遅くないのではないでしょうか。少

し言葉が過ぎたところがあったかもしれませんけれども、率直にそう感じました。ぜひそこを

もう一度見直して、良い計画になるように取り計らっていただきたいと、切にお願いします。

以上です。 
 

事務局 貴重なご意見ありがとうございます。今お答えできるところはお答えさせていただきたいと

思います。 
まず一点目、アンケート調査のところですけれども、国から示されたものに沿ったところで

計画の策定をしておりましたけれども、時期的な制約がありましてアンケート調査をするまで

の時間的余裕がなかったということで、これは私どもが反省すべき点だと思います。あまりに

も計画の策定の時期の中で、国が示すものが短かったものですから、アンケート調査まではい

っておりません。ただ、私どもとしましては３年間の実績をふまえて、それを活かしていくと

いうかたちでこの計画を進めさせていただいております。 
それから圏域ビジョンですけれども、先ほど申しましたように、宗像市の場合は福津市との

圏域ビジョンになりますけれども、そこでのサービス量が不足する場合について協議をするか

たちになっております。現実として、宗像市において今のところサービス量が不足しているの

は精神障害者の相談事業ですけれども、これについてはすでに圏域ビジョンというかたちにな

ると思うんですけれども、福間病院の「みどり」というところに業務を委託しまして対応して

いるところでございます。 
それから３ページのところですけれども、計画の位置付けで、障害者自立支援法に基づいて

の計画の位置付け、８８条に則っての位置付けですよというところをフロー図に表しておりま

す。ですから先ほど会長がおっしゃったように、宗像市の中での、宗像市総合計画というのは

上位計画ですので、それに則っての計画ですよと。以前の計画については、宗像市総合計画か

ら並んできたような位置付けとなっておりましてので、より理解が得られやすいように、あく

までも障害者自立支援法に基づいての計画ですということを明示するということであげさせ

ていただいております。 
それから７ページのところですが、相談支援体制のところで、この中に発達支援センターが

書いていないということでした。相談支援体制については、国の示したところによりますと、

やはり知的・身体・精神の三障害となっております。この中に今後、身体は身体、知的は知的、

精神は精神の相談センターを設けていきたいということで掲げております。第１期計画での三

障害での相談だけでなくて、個々の相談も強化していこうということです。 
それと発達支援センターについては、国もやっと発達障害ということで新たに付け加えてき

ておりましたけれども、やはりまだ国の範疇の中では知的障害の中に含めているというかたち

になっておりました。ですので、私どもとしてはあえて発達障害というところではなくて、知

的障害の中に含めたところで相談体制をというかたちで記載をさせていただいております。当

然会長のご指摘のように、私どもとしましても、発達障害はやはり第４の障害というところで

対応していかなければいけないというのは重々承知しておりますけれども、国が示しておりま

すものには知的障害の範疇の中でということでしたので、計画の中ではこういうかたちであげ

させていただいております。 
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それから８ページの就労支援のところも、やはり作業所の話もございましたけれども、今後

新体系への移行ということで、その中で取り組んでいきたいということです。私どもとしまし

ても、一般就労だけが就労支援とは考えておりませんで、移行の中で対応していきたいという

ことでの記述にしております。 
それから９ページの地域自立支援協議会ですけれども、これは施策の後退じゃないかという

ことでしたが、確かに１９、２０年度とありましたけれども、私どもとしては就労支援で雇用

セミナーなり、地域の事業所・商工会を回っての就労の結びつきを行っています。それが現在

道の駅とキューサイの方に就労というかたちでつながってきております。そういうところを今

後も強化していきたいと思っておりますので、自立支援協議会については、目指しますと書い

ておりますけれども、２１年度に立ち上げで動きたいと思っております。圏域での協議会とい

うところもありますので、県と福津市との協議の中で検討させていただいて、２１年度中に立

ち上げたいと考えております。 
会長からいくつか貴重なご意見頂きましたけれども、こういう考えのもとに計画を進めさせ

ていただければと思っております。以上です。 
  

会 長 委員のみなさんから何かないでしょうか。これを読まれて何かご意見等がありましたら。 
 
委 員 よろしいですか。１４ページの「サービス見込み量と実績」というのがありますね。たとえ

ば訪問系の重度訪問介護というのが、１８年度実績は 205 で、１９、２０年度実績が 0 とい

うことです。それで１６ページの見込み量を見ますと、２１年度で 195 時間、２２年度で 195
時間、２３年度で 390 時間なんですね。これはあくまでも目標ですから、それはそれで良い

んですけれども。たとえば今申し上げましたように、１９、２０年度は実績が 0 なんですよ

ね。これを 195 時間あるいは 390 時間を本当にやるとすれば、かなり人員を配置するなり、

かなり具体的な組織なり作らないととてもという懸念を持っておりますので。かなり厳しい見

込みでなくていいんではないかなという気がいたしますので、一応申し上げておきたいと思い

ます。 
 
事務局 よろしいでしょうか。今のご質問ですが、これについては障害者自立支援法に基づく新体系

への移行は、各市町村で状況を見ているところでございます。本来であれば、施設から居宅に

戻られるところでサービスの見込み量の設定をしておりましたけれども、実際は新体系への移

行は２３年度までにすれば良いということで、実質としてはなされておりません。そういう関

係で１８、１９、２０年度については利用がなかったということです。各施設に移行の調査を

しまして、２１、２２、２３年度と移行される施設の予定で見込みをあげております。ですか

ら今後２３年度までに、新体系への移行で出てくる数量を記載しております。 
 
委 員 ということは１８年度実績の 205 というのは、これはどういうことですか。 
 
事務局 すみません。訪問系の重度訪問介護のところで、私が説明を誤っておりまして、１８年度の

205 は利用されていたんですが、入院されたということで１９、２０年度はサービスの利用が

なかったということです。 
 
会 長 はい。今日、前回に引き続いて最終的にご審議いただいた「宗像市高齢者保健福祉計画介護

保険事業計画」ありますね。確かに、障害福祉計画は障害者自立支援法に基づく計画策定とい

うことになるかと思いますけれども、やはり宗像市の独自性というものを出していかないと、

金太郎飴みたいにどこに持っていっても同じような性格ではあまり意味がないのではないか

なと思います。 
それからもう一つ、ここでも書かれてあるように、第１期計画の検証という言葉が使われて

いるわけです。「検証」という言葉が。それならもう少し客観的に鋭く、強くそこを検証して

いただきたいと思います。 
    それからこれは私の勝手な提案ですけれども、計画の内容の枠組み、これはぜひ「高齢者保

健福祉計画介護保険事業計画」ありますね、これは同じ宗像市が出す計画ですから、その計画

にもう少しお互い合うような形で策定していってほしいと思います。たとえば、この目次を見
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ていただければ大体どういう流れで計画が記述されているかということが分かる。せっかくこ

ういう立派な計画が策定されているわけですから、これを利用しない手はないですよね。こう

いう計画からぜひ学んでいただいて、そういうかたちで計画を策定していっていただきたいと

思います。 
    それからこれは今後のことかもしれませんけれども、次回はぜひしっかりとした実態調査、

ニーズ調査をやっていただくということ。それがどうしても難しいようであれば、せめてしっ

かりとした内容のヒアリングを実施されたら良かったかなと思います。策定の検討委員会の委

員のみなさんからも色々聞かれたと思いますけれども、ここに書かれてある内容では、これは

それぞれの委員の個人の意見に過ぎないということになると思います。ぜひそういう手順とい

うことを踏まえていただければと思います。 
 
委 員 よろしいですか。次回本格的に審議するということですので、それまでに、次回の審議にあ

たって、こういうことについての回答、方向性についてぜひ示していただきたいなということ

がありますので、それをちょっと述べさせていただいてよろしいですか。今日審議ということ

ではなくて、次回審議の前段として、こういったことにご準備いただければと思いますので。 
 
会 長 それはぜひ他の委員のみなさんもお願いしたいと思います。 
 
委 員 はい。保健福祉審議会は、宗像市の保健福祉に関すること全般の上で、それぞれ個々の計画

がどうであるかということを検討する場だと思いますので、障害福祉計画に当たっても、第１

期の計画を策定したときには無い状況が色々生じております。 
一つは、昨年３月に厚生労働省の検討委員会で報告書が出されております。「これからの地

域福祉の有り方」ということで、高齢者保健福祉計画の方ではすでに一部盛り込まれているん

ですけれども、中学校圏域での地域福祉を充実させていくということが３月の報告書でも明確

に出ております。ですので、その方向で地域福祉の充実ということを今後どこの自治体も考え

ていかざるを得ないのかなと思います。そうすると、宗像市の障害福祉計画も、自立支援法に

基づく計画を策定しなければならないんですが、同時に、地域の中で障害者や子どもやお年寄

りがいかに地域福祉の体制の中で生きていくのか、ということも考えざるを得ないと思うんで

すね。 
ですから、「これからの地域福祉のあり方」との関連で、この障害福祉計画をどのように推

進していくのか。障害者も地域の住民の一人として安心してこの中学校圏域の体制の中で暮ら

していけるということについては、どういうふうに考えていったらいいのかということで、こ

の計画には盛り込めないかもしれないんですけれども、少なくとも保健福祉審議会のレベルで

はそれを考えていかざるを得ないのかなと思います。第１期のときには無かったことです。昨

年の３月に出たものですから。第２期はすでにそれが出ておりますから、地域福祉の推進体制

の中で、どういうふうに地域住民や当事者あるいは専門家が協力して、安心して暮らせる体制

を作っていくのかということは少なくとも考えなければいけない。そのあたりを市の方でどう

いうふうに考えておられるのか、ということをご準備してきていただければと思います。 
    それからもう一つですが、おそらく地域包括支援センターの方でも、あるいは民生委員さん

もご存知のケースも色々あるかと思うんですが、障害者と認知症のお年寄りとか問題が重なっ

ている方々がいらっしゃると思うんですね。そういう方々が安心して暮らせるにはどうしたら

良いのかというのが、全体の整合性を考えていかなければならないのかなと思うんですね。 
おそらく具体的なケースを色々とあらっていただくのが一番良いのかと思うんですけれど

も、障害者の地域生活移行を進めたいと思っても、ご自宅で障害者を見ておられたご両親が高

齢化してきたために施設入所をせざるを得なかったという方が、私が知っている中でもお二人

いらっしゃいます。 
そういった複雑な事例とか、あるいは精神の関係でいけば、アルコール依存症の方が高齢者

虐待の関連であるとか、児童虐待の関連、DV との関連ということがあって、なかなかその方

が地域に帰ってこられるのも困るということもあります。ですので、身近なところの相談体制

というかアルコール依存症なども早くみつけて医療機関に繋ぐとか、あるいは肝臓が悪くなっ

ているので、内科のお医者さんと精神科のお医者さんと地域の相談体制をどうしていくのかと

いったような身近な問題が、地域で暮らしているとあります。 
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ですので、そういう障害者なら障害者の問題だけ見ていたら見えないような問題というのが

地域で生活していたらたくさんあるんですよね。そういったことは個々の計画にはなかなか盛

り込めなかったりするので、そういう相談体制でも、こういった身近な複雑な相談をどういう

ふうにして対応していくのか、早期に発見して早期に対応していくにはどうしたら良いのか、

それから障害者とお年寄りが一緒に暮らしているご家庭をどうしていくのか、といったような

ことですね。そういう身近な地域で生活して困っていらっしゃる事例から、そういう方々も安

心して暮らせるような計画をどういうふうにしていくかという視点も欲しいかなと思います

ので、そういったところの事例も見ながら、宗像市の障害者が安心して暮らせるような、とい

うところをぜひ考えていただきたいと思います。そういったところで、現場の声とかあがって

きているケースとか、こういう場合には誰がどういうふうに対応していこうと考えていらっし

ゃるのか。自立支援協議会を作っただけではおそらくそれは対応できないと思いますので、包

括支援センターと障害者関係の支援センターの連携とかですね、そういった体制をどういうふ

うにしていくのかということについてもお聞かせいただければと思いますので、ぜひよろしく

お願いいたします。 
 
会 長 ありがとうございました。とても貴重なご意見だったと思います。ぜひよくご検討していた

だきたいと思います。 
では、今日は報告ということで、こういう報告を承ったということで、今日のご意見をもと

にしてさらに審議する内容が提出されると思いますので、次回ぜひ障害福祉計画のご審議をお

願いしたいと思います。 
よろしいでしょうか。ほかに何か付け加えることはございませんか。 
 

事務局 はい。色々貴重なご意見を賜りましてありがとうございます。先ほど課長の方から申し上げ

ましたように、国の方から色々方針が示されるのが非常に遅くて、その中でなかなか十分な詰

めが出来ない部分も確かにあったかと思っております。確かにアンケート調査等もできており

ませんので、ご指摘のところは随分私ども反省するところがあります。 
今日色々なご意見賜ったところと、それからほかの委員さんで今日言い足りなかったところ

もあるかと思いますので、もしよろしければ、先ほど課長が申しましたとおり、文書等で FAX
でも結構ですので出していただいて、次の会議までにその辺りを詰めたところで、事務局の方

で提案を出させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
会 長 ぜひ各委員のみなさん、お気づきになった点がありましたら、市の方に考えを示していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

４．次回の開催について 
 
事務局 次第書の四点目でございます。次回の開催についてでございますが、先日から日程調整をさ

せていただきました結果、３月２３日（月）１９時からということに決定させていただきまし

た。審議事項につきましては、本日ご説明をいたしました「第２期宗像市障害福祉計画（案）」

の審議、その他を予定しております。開催の詳細につきましては、本日お手元に開催の案内を

配布しておりますので、後ほどご確認をいただければと思います。以上でございます 
 

会 長 はい。ありがとうございました。では次回また、お忙しいとは思いますが、せひご出席いた

だいてご検討いただければと思います。では今日は長時間ありがとうございました。 

 
 

   （閉 会） 
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 以上、平成２０年度第３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２１年３月２３日 
 
 

会  長     平岡 蕃        
 
 

署名委員   小南富士子       


