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平成２０年度 第２回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 

日  時：平成 20 年 12 月 15 日（月）19：00～20：20 
場  所：宗像市役所 103A 会議室 
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、吉永委員、 
力丸委員 

事 務 局：（健康福祉部長）藤岡部長、（健康づくり課）安部課長 
（福祉課）真武課長、（介護保険課）石松課長 
（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､柚木係長､溝俣、小山田 

 
 

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２回宗像市保健福祉審議会を開催させていただきます。開会

にあたりまして、藤岡健康福祉部長からご挨拶申し上げます。 

 
部 長 （あいさつ） 
 
事務局 本日は、吉田委員から欠席の届けが出ております。それでは会長お願いいたします。 
 
会 長 （あいさつ） 
 
（２）議事録（議事要旨）署名委員の指名 
 
事務局 今回の会議録の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

修正等の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。 
 
会 長 いかがですか。議事録の内容についてお気づきの点ございませんでしょうが。よろしいよう

ですね。 
 
事務局 はい。特に無いようですので、前回の議事録につきましては、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香月委員に署名を頂きたいと思っております。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、鴨川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 異議が無いということでございます。それでは、平岡会長と鴨川委員にお願いいたします。

以上です。 
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２．報告 
（１）「宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）」における高齢者保健福祉計画部分につ

いて 

 
会 長 それでは二番目の報告というところで、「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ご説明いただきたいと思います。それでは、よろしくお願い

します。 
 
事務局 みなさん、こんばんは。保健福祉政策課の柴田でございます。本日の報告事項一件ですね、

ただいまご紹介がありました「宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）」におけ

る高齢者保健福祉計画部分についてということであげさせていただいています。これは前回の

審議会のときには、進捗状況なり若干の補足の説明をさせていただいておりました分でござい

ます。本日の審議会にあたって、簡単におさらいをさせていただきたいと思います。 
高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画ということで、二つの計画を並べたような計画にな

っておりますけれども、高齢者保健福祉計画につきましては、法律的には老人福祉法の規定に

基づく計画でございます。一方、介護保険事業計画につきましては、その名のとおり、介護保

険法に基づく事業計画でございます。介護保険事業計画につきましては３年ごとに改定を行う

ということになっております。 
国の方としては、この二つの計画を一体的に考えるという捉え方が示されておりましたが、

宗像市におきましては、宗像市保健福祉計画、今私が手元に持っておりますが、この中に高齢

者保健福祉計画を内包しておりました。この保健福祉計画、ちょっとややこしいですが、法律

的には社会福祉法に規定される地域福祉計画なるものに位置付けていくという運用を宗像市

ではさせていただいております。ただ、この二つの高齢者保健福祉計画も介護保険事業計画も、

地域の高齢者の保健福祉全般に関わる重要な行政計画ということで、やはり一体的に整備すべ

きだという考え方に立ちまして、今回から介護保険事業計画の改定に合わせて一体化させてい

ただいたところです。 
介護保険事業計画につきましては、先ほど部長が申し上げましたとおり、介護保険運営協議

会の方で専門的に検討を重ねていただいて、本日の案ができております。この審議会からも３

人の委員の方に介護保険運営協議会にも参加していただいております。 
本日は、もちろん全般をご審議いただきたいんですが、高齢者保健福祉計画の部分につきま

しては、この保健福祉審議会の方で策定にご協力いただいていた部分になりますので、こちら

の方を重点的に見ていただき、必要があれば修正する考えでおります。 
一方で、パブリックコメントということで、重要な、主だった行政施策については一般市民

の方にも計画策定に参加していただく、意見を出していただくチャンスを作るという手続きを

現在踏んでおります。必要な修正、意見が出てくれば検討させていただいて、最終的な計画案

を、介護保険運営協議会を経て本審議会に正式な形で諮問させていただくというかたちになる

かと思います。本日の審議会は保健福祉計画の方が重点的な話になるかと思いますが、よろし

くお願いしたいと思います。 
それでは、内容につきましては、担当の方からしばらく時間を頂いて説明させていただきた

いと思います。 
 
事務局 みなさん、こんばんは。私、宗像市保健福祉政策課で本計画の策定を担当しております溝俣

と申します。よろしくお願いいたします。 
    それでは事前にお送りしておりました資料１「宗像市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画（案）」、こちらに沿って簡単に説明させていただきたいと思います。それで、一つ説明の流

れについてなんですが、前回の審議会で高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の関係につい

て簡単にご説明させていただいておりましたけれども、その中で両計画の関係を表す図の中に

目次を載せておりました。ただその後、今回ご説明する計画案については、構成が大幅に変更

になっております。これについては、介護保険運営協議会にご参加いただいている３名の委員

さんはすでにご承知かと思いますが、まず目次を開いていただいて、簡単に構成の説明をさせ

ていただきたいと思います。 
それでは、資料の１枚目を開いて目次のページを見ていただいてよろしいでしょうか。まず
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こちらの計画ですね、総論編、各論編、資料編という三部構成にさせていただいております。

総論編については、目次の１ページ目になるんですけれども、第一章「計画の概要」、第二章

「宗像市の高齢者を取り巻く現状」、第三章「計画の基本的な考え方」という三章にまとめて

おります。そして各論編、２ページ目の中段よりちょっと上のところですね、第一章に「高齢

者保健福祉の充実のための方策」、そして次、ページをめくりまして第二章「介護保険給付費

の見込み」、そして第三章「介護保険料」ということで、こちらも三章の章立てで構成させて

いただいております。前回説明した時と総論は概ね同じですが、各論の構成が変わっています。

前回の審議会の後、運営協議会で協議させていただいてこういう構成になったということでご

理解いただきたいと思います。 
    それでは、計画の構成について簡単にご説明いたしましたので、先日お送りしました資料送

付のかがみの方にお願いということで書かせていただいておりましたけれども、今回、高齢者

保健福祉計画としての性格が強い箇所、ここを中心にご説明させていただきたいと思います。

お読みいただくようにお願いしていたところがちょうど総論編の第３章、３５ページからとい

うところになります。まずは３５ページをお開きいただきたいと思います。 
総論編の三章、こちらに計画の基本的な考え方ということで、この計画の基本理念と取組み

の重要課題、取組みの基本方針というのをあげております。まず３５ページのところです。こ

ちらには「計画の基本理念」というものをあげております。これがこの計画の目指すべきとこ

ろを表している部分でございます。この計画におきましては、健康であっても介護が必要な状

態であっても、全ての高齢者が住み慣れた地域の中でいきいきと安心して暮らせるまちを目指

して施策に取り組むこと、そういった意味を込めまして、下の枠囲みのところに「いつまでも

いきいきと、だれもが安心して暮らせるまち」、こういったキャッチフレーズをあげさせてい

ただいております。これが計画の基本理念ということになります。こういった理念に基づきま

して、次ですね、３６ページです。 
計画の内容を全部細かに説明していきますとかなりお時間を頂くことになりますので、この

ような形で簡単に端折りながら説明していきたいと思います。 
３６ページです。計画の重要課題と取組みの方針ということです。ここでは特に、この計画

の中で私どもが考える重要な課題とそれらに対する取組みの方針を三点あげているところで

す。 
一点目が「認知症高齢者等への支援」です。認知症の予防、早期発見・治療、あるいは認知

症高齢者への対応は重要かつ早期の対応が必要だと考えられております。これには認知症に関

する普及啓発の推進ですとか、地域における支援体制の整備が必要であるのではないかという

ことで、課題と方針をあげております。 
二点目が「高齢者を地域で支える仕組みづくり」です。これは、高齢者の実態調査を行いま

すと、やはり高齢者の皆様の多くは長年生活されてきた地域で暮らし続けることをお望みにな

っているということを踏まえまして、高齢者の方が介護や支援が必要な状態になっても、安心

して生活できるようにするためには、状況に応じた生活環境の整備や地域における自主的な福

祉活動等が重要になってまいります。このため、地域の特性に応じたサービス提供が可能とな

るように地域密着型サービスの整備を推進するとともに、社会福祉協議会をはじめとする保

険・医療・福祉の関係団体との連携や、ボランティア等の民間福祉活動の活用など、地域全体

で高齢者を支える生活支援体制の整備を図ります、ということです。一部読み上げましたが、

こういったかたちで、地域全体で高齢者の方を支える生活支援体制の整備が必要ではないかと

いうことで、重要課題とそれに対する取り組みの方針としてあげております。 
それと三点目が「健康づくりと介護予防」です。こちらもやはり重要な課題でございます。

高齢者が健康寿命を延ばしていきいきと暮らしていくためには、やはりその人自身が健康づく

り、介護予防に対する意識を高めるとともに、自主的な取り組みを行っていただいて、私ども

としましてはそれを支援する仕組み作り、環境整備を行っていく必要があるのではないかとい

うふうに考えております。特に、これから高齢者の仲間入りをされます団塊の世代、こういっ

た方々というのは、単に団塊の世代が高齢化するから一気に高齢化が進む、という視点だけで

捉えるのではなく、こういった方々が地域における取り組みの大きな推進力になり得るのでは

ないかということで、私どもとしましては団塊の世代を意識した仕組み作りを合わせて検討し

ていこうということであげております。簡単ですけれども、重要課題と取り組みの方針の三点

を説明させていただきました。 
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続きまして３７ページ、これ以降、この計画の基本方針というのを七つあげております。そ

のうちの一つ目ですね、これは「高齢者保健福祉全般に共通する取り組みの方針」ということ

で、この計画全般に共通する方針を書いております。ここに書かれている内容は、保健福祉計

画と内容的には同じものになります。下の枠囲みのところだけ読ませていただきます。 
一点目が、「利用者の意思を最大限に尊重し、利用者の立場にたったサービスや機会が提供

されるよう環境を整えるとともに、そのサービスが、高齢者の自立を支援する有効なサービス

となるよう努めます」。二点目が、「社会福祉協議会をはじめとする保健福祉関係団体やコミュ

ニティ運営協議会等との連携、協働により、地域での支え合いの仕組み作りを進めるため、市

民への啓発、団体の育成・支援を行います」。三点目が、「サービスや地域での支え合いをより

効果的なものとするため、分野の垣根を越えて、高齢者保健福祉の各分野に関係する庁内外組

織の連携強化やさらなる協働の推進を図ります」。 
一点目は、高齢者の自立を支援する有効なサービスを提供します。二点目が社会福祉協議会

をはじめとする保健福祉関係団体と連携をはかって地域の支えあいの仕組み作りを進めます。

三点目が、分野の垣根を越えて連携をはかって、より効果的なサービスの展開をします、とい

うような三点をあげさせていただいております。 
続きまして３８ページ、こちらは「介護保険事業の目標値の設定と療養病床の再編にともな

う転換分の取り扱いについて」ということで、介護保険事業計画の部分になってこようかと思

います。簡単に触れておきますと、国の方が介護保険法に基づいて、その法の目的を達成する

ために、参酌標準といいまして、必要最小限の基準を県や市町村に示してくるわけです。この

参酌標準、これがどういう具合になっているか、計画を策定・推進するにあたっての基本的な

ルールをこちらに書いているわけです。この（ア）の部分については、第３期の介護保険事業

計画の際から大きな変更はあっておりません。 
（ア）の一点目につきましては、要介護２から５の認定者の方に占める介護保険施設、居住

系サービスに占める利用者数の割合を、平成２６年度において３７％以下にしましょうという

ようなきまりです。二点目ですね、施設サービスの重度者への重点化、これは介護保険施設、

特養や老健、こういったものの利用者に占める要介護４・５、重度の要介護者ですね、その利

用者の割合を７０％以上にしましょう、より重度の方が使うサービスにしましょうというよう

な目標ですね。 
それともう一点、これは３期の時にはなかったんですけれども、（イ）の「療養病床の再編

にともなう転換分の取り扱いについて」ということでございます。こちらは新聞等マスコミの

方でも色々取り上げられているところですけれども、療養病床ですね、介護療養型医療施設、

こういったものを平成２３年度末までに廃止しますという方針を厚生労働省が打ち出してお

ります。それに伴いまして、療養病床が廃止されたことによってそこを利用されていた方の行

き場を確保するという意味合いもあると思います。療養病床から介護保健施設に転換をする場

合は、先ほど申し上げておりました３７％という目標、参酌標準に縛られること無く転換を進

めていただいていいということが打ち出されているところです。 
そして３９ページですね、こちらでは基本方針の三点目として、「日常生活圏域の設定」と

いうことで書かせていただいております。第３期介護保険事業計画の策定のときから、高齢者

が住み慣れた地域で生活を続けられる環境作りを図るために、日常生活圏域を設定することに

なっております。 
私ども宗像市につきましては、第３期の事業計画期間、１８、１９、２０年度については、

宗像市を三つにわけて３圏域でサービスの提供を行っておりました。それがちょうど上の段に

書いております第３期計画における日常生活圏域です。旧城山中学校区、旧中央中学校区、旧

玄海・大島中学校区の三つの圏域に分けておりました。それを、ちょうど吹き出しで書いてお

ります、こういった理由に基づきまして、第４期につきましては、日常生活圏域を６圏域に、

玄海・大島は一つにしておりますけれども、６圏域にさせていただいているところです。 
今年度まで、第３期の日常生活圏域にしたがって地域密着型サービス事業の整備を行ってき

たわけですけれども、結果として玄海・大島中学校区、自由ヶ丘中学校区、日の里中学校区と

いうところは整備が無かったところでございます。こういったところを中心に第４期では整備

を行っていくということにつながってまいります。 
この三番目の圏域の説明が次の４０ページのところにあります。この中で地域密着型サービ

ス事業所、今ある分ですね、これがどのように配置をされているかがお分かりいただけるかと
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思います。 
続きまして、４１ページ、これが四点目ですね。今ちょっと触れました「地域密着型サービ

スの整備方針」ということを書かせていただいております。第３期におきまして、施設整備方

針に基づいて整備の推進をしてきたわけですけれども、なかなか思うように進まなかったとこ

ろがございます。特に旧玄海・大島のエリアにつきましては、予定したサービス事業所がこの

圏域に整備ができなかった、そういった課題もございます。こういった課題を踏まえまして、

下の枠囲みの中にあることを整備の方針としてあげております。 
一つ目が、「平成２６年度までを見据えた整備目標を設定します」。二つ目が、「日常生活圏

域を６圏域に設定することを踏まえ、より身近な場所で利用できるよう、地域密着型サービス

の整備を行います」。三つ目が「利用者の見込み、サービス提供事業者の意向調査結果を勘案

し、地域密着型サービス事業所が未整備の日常生活圏域から優先的に整備を行います」。これ

が先ほど申し上げた３圏域を優先的にやるというところですね。それから、四つ目、「利用者、

関係機関等への周知を積極的に行い、利用の推進を図ります」。それと、五つ目が「認知症介

護や地域交流の拠点としての活用を図ります」。最後の二つにつきましては、ハードのことで

はないんですけれども、やはり地域密着型サービスが地域の中に根付いていくためには、積極

的な制度の周知であるとか、地域交流の推進などが必要であるため、そういったことを今後図

っていくということです。 
続きまして４２ページです。五点目ですね、「地域包括支援センターの設置方針」というこ

とでございます。どのようにして設置方針を考えたかということを、枠囲みのところに書いて

おります。結論から申しますと、第３期のときに、地域包括支援センターを直営で１箇所、こ

の市役所の敷地に作っておりますけれども、第４期につきましても、やはり直営で１箇所とし

ています。これにつきましては、中立・公正な立場からの事業運営及び行政関係機関との連携

や在宅福祉サービス事業との連携など、高齢者への総合的な支援体制が図られること、人材確

保の問題や事業運営の効率化、こういったことを踏まえてこういう結論を出させていただいて

おります。 
続きまして４３ページですね、六点目といたしまして「地域支援事業の方針」ということで、

これも介護保険事業計画の範疇に入ってくるのかなというところがございます。簡単にご説明

しますと、地域支援事業というのは、介護予防、あるいは地域において自立した日常生活を営

むことが出来るように支援する事業であるということでございます。それぞれの方針につきま

しては、この事業のカテゴリーごとに、介護予防事業の方針、包括的支援事業の方針、それと

任意事業の方針ということで書かせていただいております。これは既に目を通していただいて

いるんじゃないかなと思いますので、説明の方は省かせていただきます。 
そして、最後４４ページですね。こちらは「介護保険対象外の高齢者保健福祉サービス事業

等の方針」ということで、介護保険事業計画と直接関わらない部分、高齢者保健福祉計画の範

疇に入ってくる部分だと思いますが、これについての事業等の方針を書かせていただいていま

す。これについては保健福祉計画に内包されている高齢者保健福祉計画の方針とほぼ合致して

いるものです。 
簡単に枠の中をご説明いたします。これを読み上げますね。「知識や経験を活かして、その

希望と能力に応じた仕事に就くことができるように、雇用・就業機会の確保に努めます」。二

つ目が「生きがいを持って生活できるように、社会的活動に参加する機会の確保に努めます」。

三つ目、「在宅生活において、何らかの支援を必要とする高齢者とその家族に対し、必要な支

援を行い、在宅高齢者の自立を支援します」。四つ目が「離島において、その特性を踏まえた

在宅高齢者支援策を検討し、実施します」。五つ目が「ひとり暮らしであっても、住み慣れた

地域で、安心して暮らしつづけることができるように、地域全体で高齢者を支える体制の整備

を図ります」。六つ目が、「『健康むなかた２１』に基づき、介護予防を含めた高齢者の健康づ

くりの効果的な推進を図ります」。そして七つ目が「認知症についての正しい知識の普及・啓

発を図るとともに、認知症高齢者に対する支援体制の整備を図ります」。 
この後、各論の方でもポイントとしてご説明いたしますけれども、この中で、たとえば雇用・

就業機会の確保ですとか離島の在宅高齢者支援策、ひとり暮らしでも住み慣れた地域で安心し

て暮らしつづけることができる地域での支援体制、こういったものについては、特に重点的な

取り組みを行いたいということで、各論の方にも記述しております。総論の説明につきまして

は、駆け足で説明しましたけれども、以上でございます。 
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会 長 今、事務局の方から説明がありましたけれども、何か説明された内容で、あるいは皆さん前

もって目を通されている中で疑問点がございましたら、言っていただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。ではまた全体の各論の方の説明が終わったあと、お聞きしたいと思います。

それでは引き続いて各論の方もお願いします。 
 
事務局 それでは引き続き各論の説明をさせていただきます。ページは続きまして４６ページからと

いうことになります。 
    ４６ページのところに、体系図が書かれています。高齢者保健福祉の充実のための方策の体

系図になります。方策の目標ということで四点あげさせていただいておりまして、今からご説

明しますのは上の三つですね、「健康づくりと介護予防」、「生きがいづくりの推進」、「地域で

の生活を支援する体制の充実」についてご説明させていただきたいと思います。 
    それでは次の４７ページになります。第１節の「健康づくりと介護予防」ということで、（１）

の「健康づくりの推進」ということになります。高齢者の方が、住みなれた地域で、安心して

心豊かに生活するためには、その方自身ができるだけ介護を要する状態にならないようにする、

ご自身で取り組んでいただくことが必要です。しかし、そのためには寝たきりや認知症などの

要介護（支援）状態の主要因となる生活習慣病を予防することが大切であるため、高齢者の健

康づくりを積極的に推進します。ここでちょっと、計画書に‘状態状態’と二つ重なって表記

されていますね。うちの方のミスですね。‘状態’を一つ削除します。 
それで、具体的にどういったことに取り組むのかということを下に三点あげております。一

点目が「『市町村健康増進計画』にあたる『健康むなかた２１』、『市町村食育推進計画』にあ

たる『健康むなかた食育プラン』に基づき、高齢者の健康づくりの推進を図ります」。二点目

が、「本市の『特定健康審査等実施計画』に基づき、４０歳以上の国民健康保険被保険者等を

対象とした特定検診および特定保健指導を実施します」。三点目が、「後期高齢者医療保険被保

険者を対象とした検診（福岡県後期高齢者医療広域連合が実施）の受診の啓発を図ります」。

この三点です。 
今、‘具体的に’と申し上げましたけれども、他計画で、より具体的な事業計画等を定めて

おります健康づくりの分野、これにつきましては方針のみを書かせていただきまして、詳細に

つきましては各計画によるということで、こういう書き方をさせていただいております。「健

康むなかた２１」につきましては、この高齢者保健福祉計画の該当箇所、壮年期から老年期、

この「健康むなかた２１」という計画は、五つのライフステージに分けて、ライフステージご

とに作っている計画なんですけれども、このうちの壮年期、４０歳以上から６４歳まで、それ

と老年期、６５歳以上というこういったところの計画、これによりまして推進を図っていきま

すということです。 
二点目の特定健康審査等実施計画、これについても、従来ありました老人保健法、それに代

わるものということでございます。これも別途にこういう計画がございますので、今後これに

沿って進めていくということでございます。それで、後期高齢者医療保険被保険者を対象とし

た検診の啓発という分、これは広域連合でやっております。私どもは構成団体でございますの

で、その啓発を図りますということです。 
次に（２）ですね、「介護予防事業の充実」です。こちらも「介護予防特定高齢者施策の充

実」と「介護予防一般高齢者施策の充実」という二点に分けております。それぞれ三点ずつあ

げております。 
まず「介護予防特定高齢者の充実」については、一点目が「介護予防検診の目的や必要性に

ついての周知に努め、受診率の向上を目指すとともに、より多くの高齢者が受診しやすい体制

づくりを行います」。二点目が「特定高齢者の把握・早期対策は介護予防の実践において非常

に重要であることから、訪問調査を適宜実施していきます」。三点目が、「対象者にとって適切

なプランが提供できているかを定期的に評価し、その人のニーズに合った効果的な介護予防事

業を展開していきます。」ということですね。 
（イ）の「介護予防一般高齢者施策の充実」につきましては、一点目が「パンフレットや市

の広報等、高齢者に理解しやすい媒体を活用し、介護予防に関する意識向上を図っていきます」。

二点目が、「高齢者が日頃から自主的に行う運動やトレーニングを支援できるような事業を展

開します」。三点目が、「地域で介護予防に資する活動を行っている団体等を支援するとともに、
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地域活動組織の育成のための研修会、講演会等を開催します。」という三点を書かせていただ

いております。それで、簡単ですけれども、第１節の「健康づくりと介護予防」については以

上でございます。 
それでは次の４８ページです。第２節の「生きがいづくりの推進」に入ります。この「生き

がいづくりの推進」、こちらは特に高齢者保健福祉計画の特徴のある部分であろうかと思いま

す。介護保険事業計画とのかかわりが少ない部分ですね。（１）が「雇用・就業機会の確保」

ということであげております。これは保健福祉計画に引き続きのことではありますけれども、

高齢者の方が長年培ってきた知識や経験を活かして働き続けることができるシステムの構築

を社会全体で考えていく必要があります。本市では、高齢者の意欲と能力に応じた就業機会の

確保を中心に取り組みを推進します。市町村レベルでは雇用・就業機会の確保というのはなか

なか難しい面がございます。それで次の三点を書かせていただいております。 
一点目が、ご存知かとは思いますが、シルバー人材センターの支援を行ってまいります。二

点目、これが宗像市の特徴的なところではないかなと思いますけれども、平成１８年１０月か

ら、今こちら保健福祉審議会を行っておりますこの館の２階に宗像市地域職業相談室、ハロー

ワークを開設しております。そこでは、職業紹介、職業相談業務等行っておりますので、こち

らの利用促進を図っていくというのをあげさせていただいております。三点目が県の財団法人

の福岡県高齢者・障害者雇用支援協会、こういった県や国の外郭団体が実施します高齢者の就

労支援事業、こういったものを広報に出したりご案内したりということをさせていただきます

というのをあげております。 
続きまして、（２）の「社会参加の促進」になります。「生きがいづくりの推進」は「雇用・

就業機会の確保」、「社会参加の促進」の二通りに分かれております。この「社会参加の促進」

につきましては、高齢者が地域の中で活躍できる場、機会の提供、こういったことを積極的に

図りたいということであげさせていただいています。 
まず一点目、「高齢者の社会参加の中心的組織である老人クラブの育成や活動の支援を図り

ます」。これは前回の計画に引き続きということになります。二点目、三点目は省かせていた

だきまして、四点目ですね、「社会福祉法人に委譲した老人福祉センター『宗寿園』を維持す

るため、必要な支援を行います」。老人福祉センター「宗寿園」につきましては、この審議会

で民間委譲についてご審議いただいたところでありますけれども、この宗寿園、委譲後もやは

り老人福祉センターとしての機能を維持していく、このために宗像市として必要な支援は行い

ますということでございます。今後もこういった支援を行うということですので、下のところ

に目標量を書いております。老人福祉法で定める老人福祉計画の中で、目標を定めないといけ

ないものがあります。老人福祉センターもその中の一つになりますので、こういうかたちであ

げております。１９年度実績で１箇所、２３年度につきましても、２３年以降も維持していく

ということで１箇所あげさせていただいております。 
続きまして、４９ページですね。第３節ということで「地域での生活を支援する体制の充実」

です。（１）の「総合相談機能の充実」というところで、こちら（ア）、（イ）とございますけ

れども、（ア）が地域包括支援センターに関する苦情・相談等に関してというところになりま

す。これについては、後ほど内容をお読みいただきたいと思います。二点目の（イ）、これも

介護保険制度上の苦情処理等について触れているところになります。これも読むと長くなりま

すので、省かせていただきます。 
そして（２）ですね、「認知症高齢者に対する取組みの推進」のところになります。これも

前回の（保健福祉計画に内包された）高齢者保健福祉計画、あるいは介護保険事業計画の中に

も、うたっていたところでございます。特に国等の動きを見ましてもお分かりの通り、認知症

高齢者に対する支援、家族の方に対する支援の重要度が増してきているところであります。特

に、認知症の予防、早期発見・治療、認知症に関する普及啓発の推進、こういったところを中

心に支援をしていくということで、一番目から十番目まで箇条書きであげております。 
前回の計画のときから変わったところといいますと、二点目の「認知症サポーター養成講座

を実施し、認知症サポーターの養成を図るとともに、キャラバンメイトの養成を支援します」

といったところがあげられると思います。認知症サポーターがどういったものかというのは、

うしろの８２ページのところに用語の解説がございます。８２ページの下から二番目のところ

ですけれども、こちらに簡単に用語の解説をしておりますので、後ほど見ていただければと思

います。ちょっと時間の方がありますので、急がせていただきます。 
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続きまして５０ページ、（３）「高齢者の権利擁護の推進」というところになります。こちら

も前回の計画にもあげさせていただいたところです。ここではいわゆる権利擁護、それと成年

後見、こういったものの正しい理解が得られて、制度の普及が進み、適切な支援と制度の活用

ができるように、今後も取り組みを進めていきたいということで、三点挙げております。こち

らも後ほど内容をご確認いただければと思います。 
（４）で「ひとり暮らしの高齢者等に対する取り組みの推進」というところになります。こ

ちらの基本的な考え方につきましては、前回計画、あるいは保健福祉計画の中の地域福祉計画

としての性格の部分で述べられているところです。ひとり暮らしの高齢者が増えるということ

で、今回新しい切り口として災害時、こういったときに支援が必要となる事態に直面した場合

に、周囲の支援を必要とする高齢者が増加するということにもなります。このような状況に対

応するため、日常的な見守り活動を含めた地域における支援体制の構築を図ります。 
ひとり暮らし高齢者の方とか、あるいは高齢者のみ世帯の方、こういった方々に対して地域

における支援が必要ですよ、ということは保健福祉計画の中でも再三出てきているところでは

ありますが、今回この計画で取り上げるにあたりまして、私どもの方でちょうど平行して災害

時要援護者支援という取り組みを始めております。これはどういうものかといいますと、災害

時に支援が必要となる方、ここであげております高齢者の方、あるいは障害者の方、こういっ

た方々に対する支援体制を地域の中で作り上げていこうということを、今、考えて推進をしつ

つあるところです。こういった地域での支援体制、これをひとり暮らし高齢者の方が安心して

生活できる地域づくりのためにも活かしていこう、日常的な見守り活動にも活かしていこうと

いうことで、この三点あるうちの二番目、「保健福祉関係団体との連携を図るとともに、災害

時の支援体制を活かした、地域における日常的な見守り活動の実施を積極的に支援します。」

ということであげさせていただいております。 
続きまして５１ページ、（５）「在宅生活の支援」です。これも従来の計画にもあげていたも

の、それをある程度そのまま持ってきたというところがあります。ただ、下に一点目、二点目

とあげておりますけれども、その②のところですね、従来から地域支援事業としてやっており

ます家族介護支援事業、こういったものを実施するだけではなく、当事者のニーズの把握にも

十分に努めて、必要があればサービスの提供ということを検討していきたいということで、特

にこの一文をあげさせていただいております。在宅生活の支援が非常に重要なものという認識

の上で書かせていただいているところです。 
そして、その下の（６）「離島における高齢者支援」です。これにつきましても、前回計画、

あるいは介護保険事業計画の中でも触れていたところではありますが、今回特にすべきところ

としてあげている点がございます。それが一点目にあります。読み上げます。「現在、大島地

区で実施している生きがい活動支援通所事業を見直し、利用者の介護度の重度化に対応した新

たな通所サービス事業（生きがい活動支援通所事業対象者および要介護（支援）認定者を対象

とした介護保険の通所介護事業と同程度の内容の事業）として実施します。」ということです。 
離島ということで、民間の介護保険事業所は整備が難しいという条件にあります。このよう

な中で、同じ市民でありながら介護保険サービスが利用しにくい状況に置かれているという大

島の方の状況を鑑みまして、介護保険事業としてではないんですけれども、介護保険のデイサ

ービス事業と同等のサービス内容が提供できるような宗像市単独の通所サービス事業の実施

を検討しているところでございます。具体的には大島福祉センターを改修しまして、再来年度、

平成２２年度以降にサービスをスタートさせたいというふうに考えているところでございま

す。 
そして最後ですね、５２ページになります。（７）の「養護老人ホームおよび軽費老人ホー

ムについて」というところです。これは前回計画と同じようなかたちであげさせていただいて

おります。これについては、「自宅で生活することが困難な高齢者が、住み慣れた地域で生活

できるよう、市内の養護老人ホームおよび軽費老人ホーム（ケアハウス）の現状を維持します。」

ということでございます。 
これは国の第３期の参酌標準でも示されていたんですが、全国的な流れとして、基本的に、

養護老人ホームについては、拡充を行う方向にないということがございます。また、ケアハウ

スの整備につきましても、市町村の実状を鑑みながらというところがございますけれども、や

はり積極的な整備を図るという状況にはなっておりません。私どもの方も、養護老人ホーム、

軽費老人ホーム（ケアハウス）につきましては、この計画、この三年間につきましては、積極
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的な整備は行わない、現状維持ということで、１９年度の実績、それと２３年度の目標につい

て、同数をあげさせていただいております。 
この後、各論の４節に入っていくんですけれども、ここからは介護保険事業計画に関わりの

あるところとなってまいりますので、説明は割愛させていただきたいと思います。 
以上、駆け足で非常に分かりにくかったかとは思いますが、高齢者保健福祉計画と特に関係

のあるところということで、総論編の第３章と各論編の第１章第１節から第３節の説明をさせ

ていただきました。この後、また貴重なご意見を頂いて、それを介護保険運営協議会の方に返

して、次回の諮問につなげさせていただきたいと思っております。説明は以上でございます。 
 

会 長  はい。どうもありがとうございました。かなり複雑な内容を非常に簡潔にご説明いただき

ました。まず、最初に３５ページから４４ページまでの総論編の第３章の内容についてご説

明いただいたんですけれども、このあたりで皆さんからご質問等あるいはご意見等ありまし

たら、どうぞ遠慮なく発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。 
 
会 長  ３８ページで、療養型の病棟が廃止されるとおっしゃっていましたが、入所されていた方

が老人介護施設に移っていかれるということですか。さっきの説明と関連する表が１７ペー

ジにありますね。療養型病床から介護保険施設とか介護福祉施設とかに行ったということで

すか。そこに入所していた方の次の受け皿というか、どこに行かれたのかなと。 
 
事務局  現在、介護療養型医療施設をご利用になっている方のすべてが、たとえば新型老健という

ものに移行していくとは必ずしも限らないんですが、介護療養型医療施設というものが無く

なった後も、何らかの施設サービスが必要な利用者の方には、療養型医療施設から移行した

新型老健などが受け皿になるという意味合いをもっております。だからこそ、参酌標準の枠

外で、こういったものの設定をしているのだと認識しています。 
 
会 長  僕の質問の意図をお分かりでしょうか。すでに施設が廃止になり、出て行った人が次にど

こへ移っていったのかなと。 
 
事務局  たとえば一つの考え方としてですね、この四行目のところ、「第４期計画においては療養

病床から介護保険施設等への円滑な転換が図られる」ということで、施設自体が従来の療養

型病床から次の介護保険施設への規格が認められるような転換がなされれば、そこにそのま

まおられる、そういう転換も考えられる。ですから、この宗像市の介護保険事業計画の中で

は、この分を見込んで数値的に施設の整備をうたいこむ必要はないですよと、別枠でそれは

取り扱われるという考え方です。 
 
委 員  これははっきり分かりませんけど、現状でいけばかなり病床が空いているところが、政策

転換でそれが利用されないでいるんじゃないかということも聞くんですが、その辺はどうな

んですか。結局、政策転換に基づいて廃止された時は受け入れないわけでしょう。それに代

わるものがあるんですか。実態からいけば、受入れの施設はかなりあるはずなのに、実態は

どうもそうではなくて、というようなことを聞くんですけれども。 
 
事務局  それは、社会的な理由によって、療養型病床を利用されていた方が政策的に転換が図られ

ることによってどうなるかというお話ですか。 
 
委 員  だから、今まで入っていて、そこがいわゆる政策転換によって使えませんよ、ということ

で廃止するわけでしょう。その場合に廃止した後の行き先がどういうかたちで確保できるの

か、あるいは全く確保できないのか。それが読み取れないからですね。 
 
事務局  私の知識で全てではないかもしれないですが、基本的に期限を切って廃止ということだけ

で考えるとやはり行き場がなくなるということで、それを国もうまく誘導しながら利用転換

を進めようという考え方があるんですけれども、ただ、当初打ち出された数字が実現できそ

うにないということで、その見直しも打ち出されているように認識しているつもりです。そ

れが今大きな社会問題になっているんじゃないかなと思います。 
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会 長  それで‘介護難民’という言葉を使っているわけですね。 
 
副会長  療養病床を今３８万床ですかね、それをまず１７万床にする。これは１１年までに全部廃

止する、段階的に廃止していくという計画があるわけですけれども、予定通り進まないわけ

ですね。それで一時的に、療養病床の転換は、老健施設への転換を国も県も特別に補助金を

準備して、今転換をお願いしているわけですけれども、非常に予定通り進まないということ

があるんですね。これは病院の都合もあるし、先が良く見えないと。今一時金補助金なんか

もらってやっても、全体的に見えないから非常に慎重になる。それから、老健施設等に転換

するにしてもそれなりの費用がかかる、ということでも非常に慎重になっている。しかし一

時的には老人施設にふりかえて、それでもってまず対応すると。 
ただし、２６年度は参酌標準がありますので、結局入れない人が出てくるわけですね。そ

れの対応として、地域密着型の充実とか、地域における在宅福祉、在宅介護の充実・支えあ

い、そういうところを狙っているというか考えているんだと私は思います。だから制度が変

わって、療養型病床が廃止されるにしろ、どうしても施設なりで見ないといけない人はいる

わけですね。そういう人を放って置くわけにはいきませんので、参酌標準はありますけれど

も、実態に沿った政策をやっていかないといけないのではないかと思います。これは私が思

うだけかもしれませんが。 
 
会 長  僕が言っているのは単純な質問でですね、１７ページに表がありますね。これに１８年度

と１９年度の実績値が載っていますけれども、療養型医療施設は、１９年度は１００人くら

いの人が減っているわけです。この１００人の人は自宅へ戻られたのか、ほかの老人保健施

設に入られたのか、その辺のフォローというのはどうなんですか。療養型の施設が廃止され

て少なくなったということは書いてあるんだけれども、次にどこへ行ったのかなと。 
 
事務局  自宅に戻ったか、グループホームに入られたとか、他の介護保険施設に入られたか、とか

そういったご質問ですか。 
 
会 長  はい。そうです。 
 
副会長  基本的に減ったのは、二箇所廃止になっているため、定員の絶対数が減っているわけです

ね。それが一つの原因だと思います。それから、特養とか老健に入られていて介護度の高い

方は、介護付きの有料老人ホームとかには入りにくいとは思いますが、特定施設というのは、

福岡県でも、もう、指定を中止するくらい増えている。だから、利用実績の中身を見まして

も、たとえば短期入所とか、或いは特定施設入居者生活介護の利用実績が、計画値よりも非

常に高いんですね。１４４％くらい。その辺に行かれたんじゃないかと。 
 
事務局  今、副会長がおっしゃった通りなんですが、現状として、療養型医療施設にいらっしゃっ

た方がどちらに移られたかということの把握まではしておりません。ただ推察されることは、

副会長がおっしゃったように、特定施設、特定施設入居者生活介護がある介護付きの有料老

人ホームであったり、あるいは住宅型の有料老人ホームに居宅の介護サービスですとかこう

いったものを合わせて利用するスタイルの有料老人ホームに入られたりとか、そういうこと

は考えられるかと思います。 
今後の見込みに関しては、６３ページのところに施設・居住系サービスの利用者数の見込

みというのをあげているんですけれども、そこをご覧いただくと分かるんですが、上から二

番目に介護保険施設（Ａ）というのがありまして、その内訳として介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、介護療養型医療施設がございます。２３年度まで介護療養型医療施設のとこ

ろには、１５４という数字が入っておりますけれども、平成２６年度、目標年度には斜線が

入っております。ただ、数字を見ていただくと分かるんですが、介護療養型医療施設の廃止

に伴う減少分については、介護老人保健施設の推計値に足し込んでいますので、介護保険施

設全体としては、サービス量を確保できるように目標を立てております。 
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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。 
 
委 員  まあ数字的に確認がなかなかできませんけれども、感覚的に言えばですね、私はかなり介

護施設に入っていた方が自宅の方に移ったんじゃないか、結局、老老介護が続いているんじ

ゃないかというふうに私は考えます。それと施設的には、平成１８年度の厚生労働省の介護

あるいは福祉関係の設備の拡大について、非常に厳しい削減があったというふうに聞いてお

りますので、かなりの医療機関、介護関係の方々が、設備の新設、増設をかなり絞っている

みたいなんですね。要するに将来がちょっと見通せないとなっていて、政府の支援も切られ

るということでかなり絞ってきているんじゃないかなと。そういったひずみがかなり出てく

るんじゃないかという感想でございますので、一つの意見として聞いていただければと思い

ます。 
 
会 長  はい。ありがとうございました。各論の方はどうでしょうか。４５ページから５２ページ

までご説明いただきましたけれども。 
 
会 長  よろしいでしょうか。来年２月の委員会で市長さんの方から諮問があります。それに対し

てこの審議会で答申を出すということになります。来年もう一度この審議会で何かご意見が

ありましたら、言っていただいきたいと思います。よろしいでしょうか。今日の段階では、

一応これを、ご承認いただけたということです。 
 

３．次回の開催について 
 
事務局 次第書の次回の開催についてでございますが、先ほど会長からもありましたが、次回は来年

２月を予定しております。審議事項につきましては、本日ご説明をいたしました「宗像市高齢

者保健福祉計画・介護保険事業計画」の最終案の審議、その他を予定しております。日程につ

きましては、後日改めて調整させていただきますので、その節はどうぞよろしくお願いいたし

ます。次回の開催については以上でございます。 
 
４．その他 
 
事務局 その他で、前回の審議会の最後に「新型インフルエンザの対応について」ということでお話

がございましたので、事務局のほうからその後の経過についてご説明させていただきます。 
 

事務局 健康づくり課長の安部と申します。どうぞよろしくお願いします。結論から申し上げますと

あまり話が進んでいないんですけれども、計画の原案というか元々のたたき台は今作っており

ます。大きく分けますと、市役所の行政機能をいかに維持していくのかという内部の問題があ

りますし、市民のみなさんがどう関わっていくかというのもあります。大きく二つを構成であ

げていますが、なかなか市民のみなさんに、どういった状況になって市がどういった関わりを

持てるかというところが非常に難しいところがあります。 

具体的に、先日１１月２８日に、県と県医師会と宗像医師会さんの合同演習というのが宗像

医師会病院で行われまして、それに参加させていただきまして、実際に発生したときの机上演

習の分と、それから発熱外来という、実際に新型インフルエンザが流行しだした時に第一次医

療を行うような施設が開設されますけれども、その中の流れ、患者さんに対する流れですとか

そういったものが実際に会場に設けられて、受付から隔離されるまでのシミュレーションをさ

れまして説明がありました。部分部分で少しずつ整理はできておりますけれども、まだ皆さま

の前にこういうことができます、行程に基づいて新型インフルエンザ対策できますというには、

すみません、もう少し時間がかかります。内部の問題につきましては、市の業務を保持してい

くための職員の対応としまして、マスクとか用具とかある一定のものは備蓄をしようというこ

とで今進めております。 

 

委 員 宗像地区の中で、実際に患者が発生してきた場合に、対応できる医療機関とそこで対応でき

る患者数というのは大体計算できますか。要するに人口ベースとして、発症数と入院患者数と



 12

か厚生労働省も計算していると思うんですけど、限られた地域の中でそれぞれの医療資源がど

こまでカバーできるかということを宗像市としては持っておかないといけないのかなと思い

ます。 

 

委 員 国との話し合いでは、初期の段階では一切医療機関では扱わない。発生したらすべて三箇所

ある病院で処理をしていただく。基本的には医療機関で対応したら、その医療機関そのものが

機能しなくなりますからね。現実問題としてはなかなか難しい。今の段階で、宗像市の中で一

応収容するところは三つ決まっていますからね、一病棟完全に隔離したかたちで対応する。そ

れは医師会病院と蜂須賀病院、水光会総合病院とこの三つを想定して１５０床ということでし

ていますけど、現実問題なかなかどうするかというのは難しい。事務的なものが非常に大きな

ものがあって、なかなか簡単にはいかない。国もなかなか策定しないですし。少なくとも一般

の医療機関では対応しないと思います。できませんからね。今、市の方からも話がありました

が、現実問題本当に大量発生したときにどうするかというのは非常に難しいです。ちょっと補

足をお願いします。 

 

委 員 皆さん考え違いされているところがありますけれども、全てが定められた病院かというとそ

ういうわけにもいかなくて、一般にがんの人もいるし、そういった方もいますから、そういっ

た医療もずっと続けなくてはいけない。だからある程度、新型インフルエンザを診るところと

いうのは、少なくとも重症者に関しては、入院して治療する医療機関をある程度決めていく必

要がある。すべての人が入院するわけではありませんので、重症の方についてはある程度は入

院して病院で管理するということで、基本的には自宅で。 

 

委 員 そうですよね。そうしましょうということになっていましたよね。 

 

委 員 はい。自宅で過ごしていただくということになるかと思います。 

 

委 員 そういったことのＰＲというか啓発活動というのはどこが担ってやるわけですか。市町村、

自治体ですか。 

 

委 員 それは、どこというわけではないんでしょうけれども、もちろん国もやっていますし、県も

やっています。それから、やっぱり細かく約束事が決まってきますと、一番身近なところでは、

情報提供とか出していくのはやっぱり市町村がやらないと難しいのかなと。今はまだそのもの

が何かといったような情報の段階ですので、あんまり全て出してしまうとまた混乱が起きます

ので、基本的なところから、そして行動をということですよね。そして行動となってくるとこ

のあたりは市の方でということになるかと思います。 

 

会 長 はい。非常に難しい問題でしょうね。しっかりやっていただきたいと思います。 

 

委 員 一番良いのはですね、皆さん方が家から一歩も外へ出ずに、もちろん重症者は別ですけれど

も、二週間ほど一般の方は家から出ないで、とにかく人が集まるところには一切行かないで、

学校も休み会社も休み、全部休みでしばらく家の中で篭城していただくと、これが拡大を防ぐ

一番良い方法なんです。ＷＨＯもそう言っていますし、全部が言っていますから、これが一番

良い方法なんですけれども、なかなか世の中の人というのは、９０数％の人は熱が出たらすぐ

医療機関に駆け込むというふうにアンケートに答えていますから。なかなか理屈で言うことと

現実に国民、市民の方がどう動くかというのは非常に難しいんですよね。国、県あるいは市の

半ば強制的な行政指導みたいな形で一切外出はまかりならんという、そういう強いかたちでも

ってやらないと難しいんじゃないでしょうかね。机上の話でやっていますから。 

 

委 員 少なくともですね、先ほどおっしゃったように、通常の医療業務というのと、パンデミック

の場合のそれに対応する医療機関の区別というのは、ある程度宗像の場合は出来上がっている

と考えてよろしいんですか。 
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委 員 まだですね。 

 

委 員 まだそこまではいっていないんですか。 

 

委 員 軽い人から重症の患者の方もいますから、それをどうしようというのは非常に難しい。今現

在治療を受けている方をどうするかという問題も出てきますから。やはり先ほどお話したよう

に、非常事態宣言を出して、家の中から出ていかないようにするということでもしないと。 

 

委 員 これは県がイニシアチブを取って指導することなんですか。市のレベルですか。つまり市長

なんですか、県知事なんですか。 

 

委 員 法律的に強制力はありませんので、まずは多くの方々に分かっていただく啓発活動になるわ

けですよね。それでいよいよ強制的な手段を取れるかというと法制化するしかないわけでして、

そこまではなかなかできないですよね。というのは結局何を想定するかなんですよ。新型イン

フルエンザが来たからといって、絶対すごいことになるかどうかというのは分からない。すご

い場合もあるし、たいしたことない場合もある。２０世紀に３回来ていますけど、今入ってき

ている香港インフルエンザ、これ自体はたいしたことなかったというのもあるので、これが分

かっていないので大変難しい。 

 

会 長 はい。ありがとうございました。では今日は長時間ありがとうございました。審議会をこれ

で終わらせていただきます。どうも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２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２月１６日 
 
 

会  長    平岡 蕃       
 
 

署名委員   鴨川 隆彦      


