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平成２０年度 第１回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 

日  時：平成 20 年 10 月 27 日（月）19：00～20：50 
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、吉田委員、 
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、（国保医療課）城野課長 
（介護保険課）石松課長 
（地域包括支援センター）山本所長 
（発達支援センター）井土所長 
（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１回宗像市保健福祉審議会を開催させていただきます。開催

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） 
 
会 長 （あいさつ） 
 
（２）議事録（議事要旨）署名委員の指名 
 
事務局 議事録署名委員の指名の前に、ご報告がございます。市民代表として、平成１９年９月１日

から委員に就任いただいておりました上野委員が、本年の９月１９日付けで都合により委員の

職を辞退されております。なお、補欠委員の委嘱につきましては、“市民代表の場合、公募に

よる選考が必要であり、任命までの時間を要すること”、“残任期間が１年未満であること”な

どを考慮いたしまして、現在の委員の任期が満了する平成２１年８月３１日まで、欠員として

取り扱うこととさせていただきます。 
それでは、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

名簿順によりまして、香月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 平岡会長と香月委員にお願いいたします。 
 
２．報告 
（１）平成１９年度主要な施策の成果報告について 

 
会 長 それでは早速ですが、二番目の報告に入らせていただきます。 初は、平成１９年度主要な

施策の成果報告についてです。よろしくお願いします。 
 
事務局 保健福祉政策課の柴田です。私の方からご報告いたします。 
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まず、みなさんにご審議いただいた保健福祉計画ですが、平成１７年度から２２年度までで

現在進行中でございます。来年は改定の時期にあたりますが、この中で、毎年計画の進捗状況

を審議会に報告して、ご意見を頂きながら取組みに反映させていくということになっておりま

すので、ご報告させていただきたいと思います。 
今回の資料ですが、 初にお断りさせていただきますが、これは宗像市の市議会、９月議会

で１９年度の決算報告をしたときの決算資料として出したものです。これを今回準用させてい

ただいております。審議会の資料としては不十分な部分もあるかと思いますが、ご了承いただ

きたいと思います。 
資料の量も多く、内容につきましては省く部分があるかと思いますので、足りない部分につ

いては、担当課長そろっておりますので、ご質問等頂きながら補足をしていきたいと思います。 
    それでは資料の１ページ目です。ここに項目が並んでおりますが、この項目はマスタープラ

ンから保健福祉計画に関するところだけを取り出して整理したものです。マスタープランと保

健福祉計画の体系については、前回の審議会の資料としてつけておりましたが、今回もつけて

おります。 
    それでは、資料の２ページ目ですが、これはこの資料の見方ということでサンプルをつけて

おります。総合計画の体系に合わせて、「施策の目的」、「評価結果と今後の方針」といったも

のをまとめております。グラフが二つあるかと思います。これは施策ごとに数値的に捉えられ

るような指標を使って表していこうということでつけております。具体的には、実際に内容を

見ていただきながらの方がわかりやすいかと思いますので、早速入っていきたいと思います。 
    ３ページをお願いします。「子どもを安心して生み育てられる施策の充実」ということで「乳

幼児の子育て支援」という施策に関してです。ここでは、大部分教育委員会と関連するところ

があります。関連部署で総務部や私ども健康福祉部があがっております。施策の目的ですが、

「子どもを安心して産み、育てることができるようにする」ということが掲げられております。

指標のグラフを見ていただくと、「安心して子育てができると感じる市民の割合」が向上した

かたちになっております。これについては、子育てに関する関係各課、関係機関との連携強化、

子育て支援センター、地域の各コミュニティが積極的に子育て関係の取組みを進められて、情

報の提供が広がっていったというところが評価として取り上げられております。 
それから中ほどに、保育園・幼稚園・小学校の連携強化というコメントがあります。特に今

年度の変化として、保育所事業が昨年までは福祉課で所管しておりましたけれども、平成２０

年度から教育委員会、子ども課の方に所管が移って、子育てを生かした形で支援していこうと

いう動きになっております。ここでは待機児童ゼロを維持するということが引き続き掲げられ

ております。 
児童虐待防止関係では、関係機関と連携し、発生予防、早期発見、早期対応に取り組んでい

くということで、組織的にも要保護児童対策地域協議会が設立され、取組みが体制的にも強化

されているところです。子育てに関しましては、市の施政方針の中でも大きな柱に掲げられて

いるものになります。 
次の「妊産婦、乳幼児の健康づくり」ですが、ここでは「妊産婦が健康に出産し、乳幼児が

健康に成長できるようにする」ということが目的になります。市民満足度では７０％代を維持

しており、かなり高いところにあると思います。右側のグラフでは、予防接種率が昨年に比べ

て伸びております。これは、麻しん排除に向けて幼稚園、保育所などへ摂取勧奨を促したとい

う取組みと日本脳炎のワクチンの予防接種率が伸びたという実績があり、結果的にはこのよう

な摂取率の向上につながっております。 
それから、コメントの中ほど、安心して子どもを育てることができるための施策として、乳

幼児の訪問指導事業を行っております。これは対象者に対して１００％実施しているところで、

近は家庭の状況から初めての子育てを経験される方に周囲、地域の支援が届かないご家庭も

あり、非常に有効なものとなっているようです。それからコメントには書いておりませんが、

妊婦検診の補助を、今年度２回から５回に増やして受診率の向上を目指しております。 
次に、５ページをお願いします。ここでは第３章「学校教育の充実」ということで教育部が

中心になるんですが、若干関連がありますので取り上げております。コメントの３行目あたり、

特別な支援を要する児童生徒への支援強化ということで、学校教育の中で通級指導教室があり

ますが、私どもの方で発達支援センター設置に向けた取組みを十分に進めてきたという動きが

あります。 
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それからもう一点、食育の推進ということで、学校、家庭、地域が連携して食育事業を行っ

たという動きがあります。「学校の日」ということで地域の方に学校を見ていただくという取

組みも定着してきて、満足度等もかなり伸びてきています。 
次に６ページをお願いします。第５章「市民の健康づくり・福祉の向上」、第１章「保健福

祉の基盤づくり」、その中で第１節「福祉コミュニティの形成」というところです。この目的

として、地域住民同士の支えあう地域づくりを進めていこうということがあげられています。

現在、各コミュニティを中心に色々な事業に取り組んでいただいていますが、どうしても事業

の消化に意識が行きがちなところがあると思います。市でも、保健福祉の地域計画の策定の取

組みを進めてはいるんですが、やはり地域の事業としても目的なり目標なりをしっかり持って

事業を実施していただければ、その効果も上がっていくのではないかなと思っております。た

だ、コミュニティでの事業は地域の実状がありまして、なかなか理想どおりには一気には進ま

ないという現状があります。ばらつきはありますが徐々に進みつつありますので、この辺はコ

ミュニティ課と連携しながら支援をしていきたいと思います。 
それから、災害時要援護者支援ということで、これは防災体制の整備の課題の一つでもあり

ますが、地域における高齢者の方や障害をお持ちの方を災害時にどう守るかということです。

地域にどういう支援を必要とする方がいらっしゃるかという情報をどうしたら共有できるか

のしくみづくり、それから、個人情報をどうクリアしていくかということが求められておりま

す。市の方としましては、災害時要援護者支援マニュアルを整え、現在は地域内に入りながら

しくみづくりの実現に向けて進めております。この中では地域支援者というかたちで、民生委

員さんや地域の役員さんだけでなくて、地域、隣組含めて助け合うようなしくみづくりを目指

しております。 
それから、ボランティア関係です。グラフの目標の絶対数は９％くらいで、この数字が高い

のか低いのかということになるかと思います。活動している方は一生懸命、積極的に活動して

いらっしゃるかと思いますが、では広がりはどうかということになると思います。今度市民活

動交流館にメイトムが衣替えしましたので、色々な市民の方々の活動が交流館を接点にして広

がっていくことに期待しているところがございます。 
次に７ページお願いします。ここでは「利用者本位の保健福祉サービスの仕組みづくり」を

掲げております。情報提供や相談体制の充実、あるいは安心して福祉サービスを利用できるよ

うにするということが目的になります。市民満足度としては、大体５０％代を維持しているよ

うです。一つ取組みの変化があったのは、コメントに書いておりますが、「ほーしす」、宗像地

区の保健医療福祉情報システムがありましたが、これを今年９月に廃止することが決定されて

おりました。廃止に伴ってサービスの低下が起きないように、市のホームページなどの中でき

ちんと対応しようということで、すでにこれは対応済みで、サービスの低下が無いようにでき

ているようです。 
次です。ここでは「地域保健福祉拠点の機能の充実」ということをあげております。目的で

は、保健福祉の中核であるメイトム宗像を中心に、ゆうゆうぷらざ、大島保健センター、福祉

センター、地域のコミュニティセンターの機能強化と連携を掲げております。満足度の方が若

干数字が下がっております。平成１９年度は、メイトムが改修工事をしていた関係で閉館して

おりました。これが要因として一つ挙げられるかと思います。それと、従来メイトムは、総合

保健福祉センターという位置付けでメイトムを拠点として事業をやっておりましたけれども、

市の大きな方針転換の中で交流館という位置付けになりまして、そういう印象の中で下がった

可能性があるのかなと思います。いずれにしても、今後の保健福祉関係の事業を行っていく施

設の中心は交流館になるかと思いますし、地域福祉の支援組織、社会福祉協議会はメイトムを

中心に活動していただいているということですので、施設の意味合いとしては大きいかと思い

ます。期待としましては、色々な市民団体が交流館という位置付けで交わるということができ

ればと思っております。 
それから、ゆうゆうぷらざ、大島の施設関係ですが、今後市の公共施設全体の有り方の見直

しが進みつつありまして、その中で位置付けが変化していく可能性がございます。 
次に９ページお願いします。第２章「保健・医療の充実」の中で、第１節「健康づくりの推

進」です。目的としては、「普段から健康づくりに取り組み、心身ともに健康で生き生きとし

た生活を送れるようにする」ということです。満足度が６７．５％ありまして、比較的高い数

字です。色々なところで健康づくりの情報発信なり、健康教育、健康相談、介護予防事業、食
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生活改善事業など多様な事業を展開しておりまして、そういったところで、満足度が上がって

いるのでないかと思います。 
それから、健康づくりのための取組みに関する右側のグラフですが、これが若干数字が下が

っております。健康づくりの意識は上がりつつあるのではないかと思いながら、実行になると

ついてかない部分もあるかと思います。 
それから食育ですが、これは１９年度策定いたしました。今後、このプランの普及、啓発、

進行管理につながっていくということになります。それともう一つ、健康づくりのリーダー養

成ということで、地域主体のリーダーづくり、人材育成ということであげております。 
１０ページお願いします。ここでは「地域医療・救急医療の推進」ということで、目的とし

ては、安心できる医療体制ということに尽きると思います。市民満足度は、大体５０％代で維

持しています。特に救急医療体制が、在宅当番医制、病院群輪番制、これは地区内の３つの病

院ですね、２４時間体制で救急の場合の対応、それから夜間休日の急患センター、こういった

ものが整っているということです。 
それから今年度は、民間病院によるドクターヘリが導入されました。これで、全体的な体制

がさらに充実したと言えるかと思います。この課題に上がっているのが、救急医療における不

要不急患者の減少をはからなければならないということで、非常に難しい問題ではありますが、

必ずしも今かからなくても済むレベルの診療を減らして、病院に過剰負荷がかからないような

取組みが必要なんじゃないのかなということです。 
それから１１ページ、第３章「高齢者福祉の充実」で、第１節「生きがいづくりの推進」で

す。目的は、生きがいを持って毎日を健康で生き生きと生活するということです。右側のグラ

フで高齢者の方のボランティア活動・地域活動への参加率が上がっているというデータがあり

ます。これをどう読むかということですが、すでに高齢化がどんどん進んでおりますけれども、

当然９割方の方は元気な高齢者には間違いありません。こういった方が地域の中で見守り活動、

防犯活動、色々な地域の課題に、元気なうちは取り組んでいただいている、必要に迫られてい

るという部分もあるのかと思いますが、そういう時代が進んでいるのではないかと思います。 
それと宗寿園ですね、今年１月１日付けで民間委譲させていただきました。民間活力の活用

ということで、サービスが充実できればということを期待しております。委譲によって来園者

の方の変化というのは、特に目立ったものはございません。心配無くご利用いただいています。

それから、シルバー農園ですね。毎日外に出て、ものを育てるという生きがいづくりをやって

いただいて、これもかなり人気です。それとシルバー人材センターですが、たくさんの方が就

労の場として活用いただいています。老人クラブについては、若干単位クラブの脱会の動きが

ありますが、全体的には四千数百人の方が老人クラブを通しての活動に参加されています。 
次に、「介護保険の高齢者福祉の充実」というところです。「介護サービスの質と量を確保し、

介護を必要とする高齢者と家族が安心して暮らせるようにする」という目的になります。これ

は、満足度が５０％弱というところです。コメントとして、第１号被保険者と同居世帯の満足

度は５０％を上回り、前年度から７．４ポイント上昇した。介護保険制度創設から７年を経過

し、介護を社会全体で支えるという考え方が定着しつつある。被保険者の大部分の方が、サー

ビスを利用せずに保険料を納めるだけという、そういう方も数多くいらっしゃいます。そうい

うことも考えて、市民の方への理解のための介護予防的サービス、健康意識の向上に寄与する

事業とともに高齢者の生活支援を推進する事業を広げていく必要があるというところを書い

ております。 
それから要支援認定者に対する支援ということで、要支援の認定の方で２２．７％の方が要

介護の方へ区分が変更になり、介護度が進んだということです。できるだけこういった進行が

進まないような予防プラン、特定高齢者への介護予防支援の充実が必要だということです。 
また、宗像市の介護保険料は県下一低い設定になっております。今後もできるだけ要介護者

を増やさない、重度化させないということで、保険料をなるべく上げないで済むようなことを

目指していく必要があります。 
それから１３ページです。「介護保険以外の高齢者福祉の充実」ということで、支援が必要

な高齢者とその家族が安心して暮らせるようにということで色々なサービスがございます。こ

れらのサービスは全て満遍なく利用できるということではなくて、やはり条件設定がございま

す。ただ利用されている方については、満足度としては上がっていっているかと思います。  
次に１４ページお願いします。「障害者福祉の充実」です。身体障害、知的障害、精神障害
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があげられますが、数字を見ますと年次を追って人数が増加している現状があります。この第

１節では「予防とリハビリテーションの充実」をあげております。障害の原因となる生活習慣

病の予防対策、医学的なリハビリを医療機関と連携して実施して、障害者の生活を充実させて

いくというところです。満足度は若干上がっております。各種相談がきめ細かに実施されたた

めであると考えられるということです。相談窓口には障害者生活支援センターがあり、メイト

ムの中で社会福祉協議会に委託して行っております。行政の方も福祉課を中心に色々な相談に

のっているというところでございます。 
それから発達障害に対する支援関係の動きが少しあります。１９年度は保健福祉政策課に専

門職員を配置して相談事業を充実させてきました。研修会を行いながら、かなり関心度の高い

事業かなという印象をもっております。今年度はすでに組織機構上も発達支援センターを構え

て、事業をさらに充実させております。２１年度から、のぞみ園と隣のデイサービスセンター

の場所に発達支援センターを移しまして、ここを拠点にしてさらに発達障害の取組みを強化し、

進めていきます。 
次に１５ページお願いします。第２節「在宅福祉サービスの提供」ということで、障害者の

方が地域で自立した生活を送れるようにということです。これも、多種多様なサービスが幅広

く提供されております。コメントとしては、障害の程度や状況に応じ、居宅介護支援、ホーム

ヘルプ等を行い在宅サービスの充実を図ったということを書いております。 
次に第３節「社会参加の促進と自立支援」です。「障害者が、能力や特性に応じて働く機会

を得られ、地域で自立した生活ができるようにする」ということです。特に就労支援の取組み

ということで、現在は色々な組織・事業所と連携しながら、就労に結びつくような取組みを進

めております。 
それから第５章「社会保障制度の健全運営」ということで、第１節の「低所得者への支援」

です。低所得者世帯に対し、経済的、精神的支援を行いながら、自立した生活が送れるように、

ということです。下の方のコメントですが、就労支援、日常生活指導、社会生活の改善や他法

他施策を活用しながら自立に向けた支援を行っているということで、１９年度の実績をあげて

おります。就労による自立が６件、他法他施策による自立が８件、計１４件が生活保護の廃止

につながったという結果が出ております。 
次に１８ページお願いします。「国民健康保険事業等の健全運営」ということで、制度の適

正かつ安定的運営を確保するというところです。コメントでは特に収納率のことを取りあげて

おります。９５．６９％という収納率ですが、これは滞納者の方に対して短期被保険者証や資

格証明証の発行を適正に行って、納税相談の機会を増やすということで、収納率を維持してい

るということでございます。また、ここにはあげておりませんが、後期高齢者医療制度が２０

年度から始まりましたので、これも理解をいただく取組みを行うことがかなり大事かと思って

おります。それからすでに制度は始まっておりますが、特定検診ということで、必要な方は保

健指導も受けていただくようなことが取組みとしてあがっております。色々制度が変わってい

くところがありますので、わかりやすい説明を心がけなくてはいけないということを考えてお

ります。 
それから 後の第４節「ひとり親家庭の自立支援」で、ひとり親家庭が、経済的、社会的、

精神的に安定し、健康で文化的な生活が営めるようにということです。コメントの中に、母子

家庭自立支援給付金事業を実施したということで、経済的な支援を実施することで自立したひ

とり親家庭が増加しているところです。 
以上、私もデータ等熟知していないところもあり、説明が不十分だったかと思いますが、ご

不明なところは健康福祉部の課長がそろっておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
会 長 ありがとうございます。今説明をしていただいたわけですが、いかがでしょうか。何かご質

問、ご意見ありましたら言っていただきたいと思います。 
 
委 員 はい。 
 
会 長 はい、どうぞ。 
 
委 員 ６ページの災害時支援体制の構築というところで、市が進めているんですが、なかなか宗像
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市自身が災害の経験がありませんし、取組みも上向いてこない。たとえば、どこか協力を積極

的に進めてくれそうなモデル地区を作って、それを市全体に普及させていったらうまくいくん

じゃないかなと思います。実際このままですと、うまくいくのかなという心配があるんですね。 
 
事務局 今、災害時支援の取組みでアイデアをいただいたところでございます。実はちょうどこの時

期、市の三役がまちづくり懇談会ということで地域のコミュニティを回って懇談を進めており

ます。その中で１３地区のうち１０地区で防災体制の整備というのが課題として挙げられてい

ます。 
この取組みは簡単に整うという課題ではなくて、市は組織機構で整備ができますが、地域の

方は自主防災体制の整備ということで、どう組織的に動くかという体制整備の問題があります。

それから、市の方とどういう情報のやり取りを行うのかという情報伝達の問題、避難体制、訓

練、啓発はどうするのか、物資、備蓄をどうするのかといった大きな課題が色々ありまして、

地域の方にもどこからどう入るかという迷いがたくさんあって悩み込んでいるという印象を

もっております。 
ただ一方で、以前からこの課題は早く取り組んでおかないと地震はいつ起こるかわからない

ということがありまして、意識のかなり高いところ、今すぐにでも動きたいという自治会もあ

りますが、まだまだ先送りにしたいなという自治会と、ばらつきがあります。早めに動かれる

ところが、結果的にはモデルになっていくのかなと考えております。一律に足並みをそろえて

やっていくのは不可能かと思っております。ただ、事の重要性は随時投げかけていきながら、

一般の啓発も含めて、意識をあげていくということはやっていこうと考えております。 
 
会 長 よろしいでしょうか。ほかになにかご意見がありましたらお願いします。 
 
委 員 ７ページですが、９月末で「ほーしす」が廃止になるということですが、市民の方の反響と

いうのは市の方にありませんでしょうか。 
 
事務局 はい。健康づくり課の安部と申します。よろしくお願いします。９月末までで「ほーしす」

を廃止いたしまして、１０月からは今まで「ほーしす」に掲載していた情報を、市のホームペ

ージの方にリンクをはりまして、そこからある程度見られるようにしております。まだ２ヶ月

経ちませんけれども、現在のところまで苦情、お問い合わせは一件もございません。 
 
会 長 よろしいでしょうか。ほかにありませんでしょうか。 
 
委 員 私は老人クラブの役員をしておりますが、老人クラブの役員さんが非常に高齢化しています。

その後を継ぐべき団塊の世代の方に声をかけても、なかなか老人クラブ入ってくれない。大体

老人クラブで脱退するのは、リーダー役の方がいなくなって、老人クラブの活動自体が途切れ

てしまうからですね。 
宗像市もかなり老人クラブの会員が減っておりまして、現在 4，000 名を割っているのでは

ないでしょうか。それはほとんどが、老人クラブの会長さんが、一生懸命頑張ってきた方々が、

退いていかれた。その後を引き継ぐ方がどうしても見つからなくて、老人クラブ連合会を脱退

しましょうということになるんです。６５歳以上の方をいかに老人クラブに入れていくかとい

うことが、ひいてはコミュニティ全体の活動にも今後大きく影響するだろうと思います。 
世間一般には、団塊の世代の方が入ってくるからコミュニティは活発化すると言われており

ますけれども、現場においてはそうではなくて、そういった方々がなかなか入ってこないとい

うのが今後コミュニティ活動に大きな影響がますます出てくると思います。コミュニティの中

に災害時支援体制を作るということですが、その支え手になるのはやはり老人クラブ、民生委

員児童委員、福祉会の方々で、そういった方の負担だけが増えるというのはなかなか大変では

なかろうかと思います。その辺を市の方で、中堅クラスをどんどん勧誘してもらうような PR
をぜひお願いしたいなと思います。 

 
会 長 はい、ご意見としてぜひご検討いただきたいと思います。ほかにございませんでしょうか。 
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委 員 はい。質問ですけれども、１０ページの医療体制のところですが、昨今妊婦の方がたらい回

しにされて亡くなったという事件がありましたけれども、宗像市において、妊産婦さんが緊急

を要する時はどちらの病院に行くというようなことで、救急体制が整えられているのかどうか

をお尋ねしたいのですが、よろしくお願いします。 
 
事務局 宗像市の場合はかなり産婦人科が多く、まず妊婦さんはそこそこのかかりつけ医を持ってい

らっしゃいますので、いざというときにはそちらにいかれます。必要なときには大学病院とか

福岡の方の病院に搬送されるということになりますが、まずかかりつけ医で対応できると認識

しております。 
 
委 員 緊急を要する時ですか。 
 
事務局 緊急というのは、普通のお産ではなくてということですか。 
 
委 員 はい。 
 
委 員 今のご質問の件ですが、基本的に日ごろかかりつけの産科の先生にきちんと受診されている

方は、何かあった時には必ず担当医が２次救急、３次救急を産業医大や九大病院などに依頼し

ますので問題ないと思います。 
日ごろきちんと見てもらってもらっていない、要するに先ほど妊婦さんの検診の補助が２回

から５回になったという話が出ていましたが、そういうのを全く受けずに自然経過に任せてい

る方に何かあったときにはうまくいかない。というのは、受け手である地域の開業の先生達が、

そういう方にはなかなか対応しにくいですよね。そういうことがないようなかたちを PR なり

していかないといけないかなと思います。 
特にこの頃は高齢出産が多いですよね。そういう方達の検診等の対応がきちんとされていな

い状況のときに、おっしゃるようなことが起こりうる、そこが難しいところですね。基本的に

は、宗像地区は産婦人科医が非常に充実していますから、対応は基本的にできています。 
 
会 長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 
 
委 員 すみません。１５ページの「在宅福祉サービスの提供」のところで、在宅での障害者は増加

したということが書いてありますが、これは入所していらっしゃる方が自立支援法の負担が増

えて退所を余儀なくされたという意味ではないでしょうか。 
 
事務局 福祉課の真武といいます。今のご質問ですが、これは地域で障害者の方がいきいきと生活し

ていただくための支援というところですので、施設という意味ではなくて、地域での色々な福

祉サービスを用意しております。たとえば、日中一時支援ですとか、そういういくつかの事業

がございます。そういうものに、障害者の方が申し込みをしていただければ、サービスを提供

するということです。障害者の方に事業を選んでいただくというかたちになります。 
 
会 長 よろしいでしょうか。はい。 
 
委 員 すみません。この市民満足度とか市民アンケートの結果というところで、実証するのに用い

ているアンケートの性格についてお伺いしたいのですが、このデータというのは、年齢層とか

地域はばらばらで、全部ひっくるめたデータで提出しているんですか。 
 
事務局 １８歳以上の男女 2，000 人にアンケートをお願いしています。当初聞いたところでは回収

率が３９％くらいで、若干若い世代の人達、青年層の回収率が低かったということで、経営企

画課が中心になってインターネットを使って補充をした結果の数字です。 
 
委 員 それを確かめた上で、このデータによって証明しようとしていることが果たしてそうなんだ

ろうかと疑問を持つところが何箇所かあります。 
たとえば３ページの「安心して子育てができると感じる市民の割合」のところは、保健福祉
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政策の評価という点で考えると、その政策がターゲットにしている人たちがどう感じているか

が重要なのであって、子育てが安心してできるというのを若い人達が感じてもらわないと困る

んですよね。ここに出てきているデータが全部の世代の人のデータであれば、それは一定程度

気にする必要があるのかもしれないですが、私達としては今子育て中の人が満足していただい

ているかが一番気になるところなので、その辺がぼけてしまっているというか、このデータで

は実証できていないんじゃないかということですね。 
同じく７ページの「福祉サービス情報が適当であると感じている市民の割合」も、福祉サー

ビスを必要とされる方にちゃんと届いているかが問題であって、先ほど「ほーしす」の話が出

ましたけれども、「ほーしす」は元々インターネットを利用できる方にしか情報がいかないし

くみなので、情報弱者の方というか「ほーしす」を利用できるツールをお持ちでない方に、福

祉サービスを必要とされている方が一番多いんじゃないかと思うので、そういう人たちにちゃ

んと情報が行くんだろうかということが気になるところなんですね。このデータで証明しよう

としていることは、実は保健福祉サービスの評価としては十分に証明できていないのではない

かということを感じるのですが、いかがでしょうか。 
 
事務局 今、本当に的を得たご指摘をいただきました。これは、私ども職員の中でもこの数字が使え

るのかどうかという疑問が本当はありました。ただ、市のマスタープランの各施策を何がしか

の形で数字として取りたいということで、やり方は荒っぽいのかなと思いますが、回答として

出していただいた数字を使っています。施策の対象者に絞って取ったアンケートではありませ

んので、全体ですから、狙いとしてずれる可能性はあるのかなと思います。 
ただ市全体として、議会に対しても一つの資料として使うという方針でやっていましたので、

今回そのまま使わせていただいたという状況です。ですから、これは今言われたとおり正確な

数字かどうかというのは、私達もある部分では疑問があるというところです。 
 
会 長 資料の中の目標値というのは、何かもとになるようなものがあったんでしょうか。目標値と

実績値というのがありますが、今のご質問は、その辺の正確性をご指摘されたと思うんですが。 
 
事務局 このスタート地点は、平成１７年度にまず調査をやりまして、それをベースにどのくらい伸

ばそうかということでそれぞれ担当部署が協議をしまして、ある程度の基本を作ってみたとい

うもので、きちんと積算してというものではありません。かなり大雑把に、０．５％ずつ上乗

せしようとか、そこそこでルールを作っていたものでございますので、ある程度の目安として

ご理解いただければと思います。 
 
会 長 ということでございます。はい。じゃあお願いします。 
 
委 員 すみません。３ページと５ページのところです。私は保育所に所属している観点におきまし

て、宗像市では今年度から保育所が教育委員会の方に所属して、系統的な子どもの成長を見て

いくという趣旨のもとに、幼・小の連携を強化する施策になったという見方をしております。 
学校の日がかなり市民に浸透して、住民にとって学校の実態がつかめたというのは、私達も

安堵しているところですが、保育園には、小さいときから発達の疑いを持っているお子さんが

いるというのは私達が感じているところです。保育園、幼稚園を含めて、幼児期から特別に支

援をする必要があるお子さんへの支援体制、その辺のシステムをもっと強化することで、小学

校へ送り出すときに発達状況を見据えた形での取組みができるのではないかというのを日々

感じています。 
今は、特に重いお子さんは支援体制を園独自で組んでおりますが、行政とのシステム作りを

確立することで、保育園のお子さんの状況をもう少しきちんとした形で、継続的に長期的に見

ていくというケースが確立していけると良いと思います。まだ、それぞれの施設に任されてい

るレベルを超えていないので、これから発達支援センターができてそこを担っていくのであろ

うという期待は持っていますけど、そこのところを課題に据えていただきたいと思いますし、

幼児期にこそ子ども達への支援を重視していくというのは、ぜひ課題としてあげていただきた

いと思います。 
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会 長 はい。貴重なご意見頂いたかと思います。進学前の乳幼児期の子ども達への支援ということ

ですね。それが就学年齢を迎えて学校に入学したときに、継続してそれぞれの学校、あるいは

発達支援センターと連携してどういう具体的な支援が実施されていくのかということですね。

とても大事なことだと思います。 
ともすれば途切れてしまうんですね。就学前の子ども達が、たとえば発達支援センターでか

なり強力に支援を受けてきた、それが学校に入学した途端に学校教育現場と連携がとれない。

幸い宗像市には発達支援センターができたわけですから、今ご意見があったようにネットワー

クを作って、そこで継続して支援を続けていくということをお願いしたいと思います。非常に

良いご意見だったと思います。はい、どうぞ。 
 
事務局 今、ご意見を頂きましたので、現在取組みが進みつつありますので、少し紹介させていただ

きたいと思います。 
私どもの発達支援センターですが、これは幼児期からという狙いが大きくあります。就学時

になりますと、学校教育に引き継いである意味役割を任せるという部分がありますが、やはり

早いうちからということで、特にセンターの方は幼児期をめがけた事業展開を考えております。 
取組みの一つには、総合相談事業があります。乳幼児検診から色々な案件がありますし、各

幼稚園、保育園からの案件もあります。それから、今年から一つの課題として、巡回相談とい

う形で見回らせていただいています。今２巡目を回っていますが、１巡目回ったところで件数

として２００件超えるケースが出てきておりまして、やはり存在としては把握出来始めたなと

いう気がしております。 
各施設にも発達支援コーディネーターという位置付けを先生方にお願いしまして、うちの方

のセンター職員と密接な連携が取れるようなしくみづくりを今進め始めたところです。やはり、

連続した支援体制が基本になっていますので、個々のケースに応じた個別支援プランをベース

に、それを場面が変わる時にはきちんと引き継いでいけるようなシステム作りをやっていこう

ということで、やり始めつつあるというところです。 
 
会 長 個別支援計画を作成されて、それに基づいて継続して進めていくということですね。ありが

とうございました。ぜひそういう方向で検討していただければと思います。ほかにありません

でしょうか。はい。 
 
委 員  よろしいですか。この資料を見ていますと、老老介護の実態が出ていないのではないかと

思います。地元の高齢者の方々に聞きますと、老老介護がかなり増えているんじゃないかと

いうのがあります。それと、要介護の段階ですね。なかなか絞込みが厳しいということを聞

きますが、判定の制度について、一つの基準はあるかと思いますが、その辺でかなり不満も

強いというような話を聞くわけです。それともう一点は、私も後期高齢者ですが、高齢者に

とっての食事と洗濯というのは身体を酷使して負担のかかるものと思いますけど、この辺に

ついてもう少しご検討いただけないかということで、要望として一応お出ししておきます。 
 
会 長 こういった意見があったということで、ぜひご検討いただきたいと思います。 
 

（２）第４期介護保険事業計画の策定について 
 
会 長 次は（２）です。皆さんのお手元にある資料 2－1、2－2 介護保険課の方からお願いいた

します。 
 
事務局 介護保険課の石松と申します。よろしくお願いいたします。私の方から、資料 2－1 に基づ

きましてご説明申し上げます。 
現在、宗像市では、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、介護保険法に基

づき、要介護認定者等の人数、介護保険給付対象サービス種類毎の量の見込み等を定めた第４

期介護保険事業計画、これは、平成２１年度～２３年度の計画でございますが、これを策定し
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ています。 
    この計画の策定にあたっては、本市の附属機関である「宗像市介護保険運営協議会」におい

て、計画内容をご検討いただいており、すでに、運営協議会を４回開催し、第３期介護保険事

業計画の現状と課題、第４期の方向性と展開、地域包括支援センターの設置箇所数及び設置形

態などをご検討いただいております。 
    また、今回から高齢者保健福祉計画を介護保険事業計画と一体化することとしており、この

ことについても、運営協議会においてご検討いただき、ご了承いただいております。 
    今後は、事業計画の基本方針や重点施策、各事業の方策や見込み量などをご検討いただき、

その内容を基に事業計画の原案を作成し、パブリックコメントを実施したうえで、保健福祉審

議会でも、ご審議いただく予定でございます。委員の皆様にはご多忙なことと存じますが、今

後のご審議等よろしくお願いいたします。 
    なお、別紙として、来年の３月までのスケジュールをつけております。以上です。 
 
会 長 今、ご説明いただいたような形で、介護保険事業計画の策定が今進んでいるという事です。 
 
事務局 続きまして、資料 2－2 の方が介護保険事業計画と関連性がございますので、ご説明させて

いただきたいと思います。 
 
会 長 よろしいでしょうか。資料 2－2 の分です。 
 
事務局 保健福祉政策課の溝俣と申します。 

まず、資料 2－2 を読み上げさせていただきます。介護保険事業計画と高齢者保健福祉計画

の一体化についてということです。平成１８年の改正介護保険法の施行に伴い、介護保険

事業計画と高齢者保健福祉計画は、一体のものとして策定することとされました。 
しかし、本市においては、平成１７年６月に高齢者保健福祉計画を包含した宗像市保健

福祉計画を策定したばかりであったことから、両計画の一体性に配慮したうえで、一体の

ものとしては策定しておりませんでした。 
そこで、今回の介護保険事業計画の見直しに当たりまして、保健福祉計画に包含された

高齢者保健福祉計画を介護保険事業計画と一体化すると伴に、あわせて保健福祉計画策定

時以降の法制度の改正等により、一部内容に変更の必要が生じている部分の修正と施策体

系等の整理等を行うこととします。 
また、老人保健法の廃止に伴い、市町村老人保健計画については策定義務がなくなりま

したが、高齢者の保健・福祉の分野に横断的に取り組むことにより、両分野の課題につい

て効果的解決を図るため、引き続き高齢者保健福祉計画として計画を策定することといた

します。 
なお、従来の老人保健計画に定められていた老人保健事業に代わる事業、特定健診、特

定保健指導等につきましては、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく「特定健康

診査等実施計画」、これは平成２０年の３月に策定しておりますが、これにより定めてお

りますので、今回の高齢者保健福祉計画につきましては、行動計画レベルの内容は記載し

ないこととします。 
本来、平成１８年の法改正のときに、介護保険事業計画と高齢者保健福祉計画は、法の

もとで一体のものとして策定しなさいということで位置付けられていたんですが、高齢者

保健福祉計画を内包しております宗像市保健福祉計画の策定時期が、ちょうど平成１７年

の６月ということがありましたので、一体のものとしては策定しておりませんでした。今

回、第４期の介護保険事業計画の策定にあたりまして、高齢者保健福祉計画の部分を取り

出して、介護保険事業計画と一体化をさせていただきたいということでございます。 
それと関係の法令でございますとか、別紙で、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画

との関係、一体化したときの関係のイメージ図、こういったものをあげさせていただいて

おります。保健福祉関係計画における両計画の位置付けの流れ、保健福祉計画、高齢者保
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健福祉計画、介護保険事業計画の関係性について表をつけております。こちらは内容を後

でご確認いただきたいと思います。 
後ほど、報告が終わりましたら、３．次回の開催についてのところで改めてお願いをし

たいと思っておりますが、先ほど介護保険課長からご説明申し上げましたが、介護保険事

業計画については別の附属機関、介護保険運営協議会で策定について検討をしていただい

ているところです。高齢者保健福祉計画についても内容について合わせて意見を頂くよう

にしております。ただ、元々この高齢者保健福祉計画については、宗像市保健福祉計画に

包含されていたということがございます。そして、この宗像市保健福祉計画については、

保健福祉審議会でご検討していただいたという経緯がございます。ですので、年末の大変

お忙しい時期に恐縮ですが、また１２月に、介護保険運営協議会でとりまとめました案を

こちらの審議会でご説明させていただきまして、ご意見等頂ければと思っております。ま

た日程調整等につきましては、後ほど説明させていただきたいと思います。以上です。 
 
会 長 ありがとうございました。介護保険事業計画は宗像市介護保険運営協議会という別の附

属機関で検討されております。今、介護保険事業計画のところはこういう形で計画の策定

が進んでいますということで、よろしいでしょうか。 
 
委 員 はい。 
 
（３）第２期障害福祉計画の策定について 
 
会 長 それでは３つ目の第２期障害福祉計画の策定についてというところで、ご説明をお願いした

いと思います。 
 
事務局 それでは第２期宗像市障害福祉計画についてご説明申し上げます。 
    すでに障害福祉計画に関しましては、障害者自立支援法に基づいて、当審議会に諮問し、答

申を頂いたところで、すでに策定をしております。今回は、事業の実施に基づき、新たな数値

目標を設定してというところの策定となります。それが１の計画の背景と位置付けです。 
２番目の計画の概要のところですが、①第１期計画の進捗状況の分析・評価、②第２期計画

における課題の整理、③課題を踏まえた着実なサービス基盤に対する取組みの推進というとこ

ろを基盤といたしまして、今後は、地域生活移行の数値目標と対応策、相談支援体制の充実・

強化、就労支援の数値目標と対応策、障害福祉サービスの必要量見込み、地域生活支援事業の

必要量見込みと確保の方策といったところを私どもの大きな課題、基本の柱として計画を策定

していきたいというふうに考えております。 
次に２ページをお願いします。計画の策定にあたりまして、今回、国の方から圏域でのビジ

ョンをということが求められております。この圏域ビジョンというところで、宗像市としまし

ては、福津市と宗像市、県、それから地域で活動していただいております社会福祉協議会にも

入っていただいて検討委員会を設置したいと考えております。 
それから一番大きなところでサービスの見込み量ですが、１８年度から事業を実施いたしま

して需要の必要見込み量を出しております。前回の計画策定の時には、国が作りましたワーク

シートに基づいてサービス量を算定ということになっておりましたので、今回は、１８、１９、

２０年度の実績に基づいて策定をしていきたいと考えております。 
手元の資料としてはお渡ししておりませんけれども、第１期の計画で平成２３年度の目標値

ですが、施設入所者の地域生活への移行が、１１という目標がありますが、現在達成している

のが３でございます。それから、入院中の精神障害者の地域生活の移行というのが、平成２３

年度の目標値は２３ですけれども、現在は０ということです。それから、福祉施設から一般就

労への移行というところは、平成２３年度の数値目標は２ですが、現在は５となっております。

このように１次計画では数値目標を掲げておりましたけれども、実際の事業を実施したところ
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で、新たに数値目標を定めていきたいというところです。 
それと、２ページの中でミスがありまして、宗像市保健福祉審議会で上が諮問、下が答申と

なっておりますけれども、逆で、下の方が諮問で上が答申ということで訂正をお願いします。

申し訳ありません。以上です。 
 
会 長 はい。ありがとうございました。今、宗像市障害福祉計画の第２期の計画についてご説明い

ただいたわけですけれども、計画の策定は今進められているわけですね。 
 
事務局 はい。 
 
会 長 検討委員会は、もうすでに発足しているわけですね。 
 
事務局 いえ、まだ発足しておりませんが、私どもとしましては、第１期の計画を策定したときと同

じようなメンバーをほぼ固めさせていただいたところで設置したいと考えております。 
 
会 長 では、まだ検討委員会は発足していないということなんですね。 
 
事務局 はい。検討委員会は、先ほど申し上げました圏域と平行して進めていきたいと思っておりま

す。検討委員会にはこういうメンバーをという形は考えておりますが、圏域ビジョンの関係で

福津市と県と３者でまだ協議中なものですから、それができたところで対応するということを

考えております。 
 
会 長 経過とスケジュールというのがありますね。これで今年度末までに策定ということですよね。 
 
事務局 そうです。今年度中に策定したいと考えております。 
 
会 長 それで、検討委員会が１２月に１回、１月に１回、パブリックコメントをして、３月に３回

目の委員会があるということですね。 
 
事務局 ここのところは資料としてお渡ししていないものですが、計画の見込み量というところを私

どもで調べておりまして、これを検討委員会の方に出しまして、検討していただく形になりま

す。 
 
会 長 そういう形で進められていくのは結構なんですが、ちょっと心配なのは、３回の委員会で大

丈夫なんでしょうか。 
 
事務局 第１期計画の時の検討委員会のメンバーと同じ人とは限りませんが、同じ組織の方に出てい

ただくということで考えております。今回は数値関係が大きな部分になってまいります。私ど

もで数値をつかんでおりますので、それを重点的に話をしていただき、その中で、１ページに

書いております課題について話をしていくことになります。 
 
委 員 ちょっとよろしいですか。県との協議は当然するわけですけれども、障害福祉圏域自体は現

在の枠組みを継続していくわけですか。 
 
事務局 今までの第１期のときは、圏域でという意味合いは薄かったんですね。今回は、圏域で対応

するということになっておりますので、圏域というと宗像市と福津市さんで、それに県にも入

ってもらって対応させていただきたいと思っております。 
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委 員 これは私個人の考えですが、後期高齢者の場合は県で一本化しているわけですから、今回の

分も県で一本化した方がいいのではないかと。 
 
事務局 障害者自立支援法そのものが、地域でというかたちが大前提になっております。そうします

と、やはり一自治体で対応という形になってまいります。国が示しておりますメニューの中に、

地域生活支援事業がありますが、この地域生活支援事業というのは、それぞれの自治体が独自

のアイデアを出して障害者福祉サービスを提供するというかたちになっております。ですので、

全体での障害者福祉サービスの提供ではなくて、宗像市独自の福祉サービスの提供というのを

考えていかなければならないと思います。以上です。 
 
会 長 圏域のビジョンを検討するということが新しい方向性として出されていますが、そういうこ

とではなくて、私としては、保健福祉審議会に関わる者の一人として、このスケジュールで障

害福祉計画が十分検討できるというふうに市としてお考えなのかどうか。 
 
事務局 はい。私どもは、このスケジュールでしていこうと考えておりますし、これに、会長がおっ

しゃったようにもう少し議論を深めなければならないということがあれば、別に委員会を臨時

に開く予定にしております。その辺りをご説明すればよかったんですが、申し訳ございません。 
 
会 長 そうですか。よろしいでしょうか。ではこういったかたちで、計画の策定、検討を進めてい

ただきたいと思います。 
 
３．次回の開催について 

 
会 長 それでは、先ほど話が出ていましたけれども、次回の開催についてお願いします。 
 
事務局 はい。この審議会、次回につきましては、平成２０年１２月を予定しております。審議事項

につきましては、先ほど第４期介護保険事業計画の策定のところでご説明申し上げましたけれ

ども、高齢者保健福祉計画案、介護保険事業計画案、その他報告事項等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が、あまり日にちがございませんの

で、来週１１月に入りましたら早々に調整させていただきます。以上でございます。 
 
４．その他 
 
会 長 以上すべて終わりましたが、何かご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。 
 
委 員 よろしいですか。この審議会とは関係ないかもしれないんですが、インフルエンザの予防接

種の件で。 

私達は重度の障害者を持っている親ですが、６５歳以上の方は 1，000 円じゃないですか。

病院によっては 5，000円とか 4，000 円とかまちまちなんですよ。重度の子で久山療育園とか

に通っている子は 1，000 円にしますよって言われるんですね。施設に通っているから、みな

さん強制的にしてくださいって言われるんです。家族もどうしてもしますよね。そうすると 4，

000 円とか 5，000 円だと万がついてしまうんですね。重度の子たちはインフルエンザにかか

ると入院を余儀なくされるわけですよ。 

それで、６５歳以上だけでなく枠を広げていただけないものかなと。どこで言いようもない

んですね。すみません。よろしくご検討ください。病院によってまちまちなのが分からないん

ですよね。 

 

委 員 基本的には 4，000 円になっていると思いますけど。 
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委 員 そうですか。私が去年受けたところは市内で 2，500円で、3，500 円というところもありま

した。 

 

事務局 今６５歳以上、あるいは６０歳以上の障害者の方には補助をしております。これは予防接種

法に基づいて定められた年齢、市が実施しなければならない、義務付けられた方々に対して補

助をしていきますという制度になっていますので、それ以外の方になると任意の予防接種とい

うかたちになってしまうんですよ。その任意の方に補助するかどうかというのは、市の裁量に

なりますので、それは後日検討させていただければと思います。 

 

会 長 よろしいですか。 

 

委 員 はい。よろしくお願いします。 

 

委 員 今インフルエンザの話が出てきたので、私もこの場で聞いていいものかどうか分からなかっ

たんですが、新型インフルエンザへの対応については何かお考えがあるのかどうか。私も色々

と宗像市の広報等見ていても、どこからも出てこないような気がするので、どういうふうにお

考えかをお聞きしたいんですが。 

 

事務局 新型インフルエンザですが、市の方としましては、ある程度の行動計画あるいはどう対応す

るかのガイドラインの原案を検討しながら作っているところです。これは市だけでは対応でき

ない部分がございます。県の方の対応と合わせながらしていかなくちゃいけない部分がありま

すので。県の方もちょうどガイドラインができつつあるようですので、それと併せまして体制

作りなり対策、対応方法なりを、まさに今から詰めていくことになろうかと思いますので、ホ

ームページ等でご紹介、お知らせするには、もう少し時間を頂きたいと思います。 

 

委 員 全然見えてこなかったので、どこまで進んでいるのかなと。福岡県というのは、空港のとこ

ろの検疫所がありますし、県そのものは進んでいるんだろうと認識していたんですけれども、

やはり我々が実際に生活している市のレベルというのが一番身近な部分になりますので、そこ

のところがどの程度進んでいるのかということをお聞きしたかったものですから。ただこの審

議会とは直接関係なかったので、ちょっと発言を控えていたんですが、どうもありがとうござ

いました。 

 

会 長 よろしいでしょうか。 

 

委 員 はい。 

 

会 長 これで我々の今日の課題は全て終わりました。遅くなりましたが、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） 
 



 15

 
 
 以上、平成２０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２０年１２月１５日 
 
 

会  長     平岡 蕃      
 
 

署名委員      香月 進      


