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平成１９年度 第３回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 

日  時：平成 20 年 3 月 18 日（火）19：00～20：25 
場  所：宗像市役所 103A 会議室 
出席委員：岡山副会長、石津委員、上野委員、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）伊藤課長 
（福祉課）真武課長、（国保医療課）城野課長 
（介護保険課）吉田課長 
（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 

 
事務局 ただいまから、平成１９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。

開催にあたりまして、保健福祉政策課の課長であります柴田の方からご挨拶申し上げます。 

 
課 長 みなさま、こんばんは。年度末のお忙しい時期、今年度最終の審議会になります３回目

の審議会にお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。藤岡部長の方からご

挨拶申し上げるべきところだったんですが、議会の方が現在まで延長しておりまして、急

遽ごあいさつさせていただいております。本日の審議会ですが、特に審議事項としてはご

用意しておりませんが、年度の区切りもありまして報告が中心となろうかと思います。 
それから、一点ご報告させていただきたいと思います。委員のみなさまもすでにご存知

の方がいらっしゃると思いますが、座長を務めていただいております平岡先生が昨年以来

体調を崩されておりまして、現在リハビリに励んである状態でございます。本日の審議会、

副会長の岡山委員に代役を務めていただくことでお願いをしておりますので、どうぞよろ

しくお願いします。 
 
事務局 本日、今報告がございましたように、平岡会長がご欠席でございます。宗像市保健福祉

審議会規則の規定によりまして、「会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理す

ること」となっておりますので、本日につきましては、岡山副会長の方に会長職をお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは、今後の進行は岡山副会長お

願いします。 
 
副会長 それでは一言、開会に当たりまして、ご挨拶申し上げたいと思います。みなさま、こん

ばんは。本日は平成１９年度第３回の宗像市保健福祉審議会を開催いたしましたところ、

年度末の大変お忙しい中にもかかわりませず、ご出席を頂きましてありがとうございます。

また、日ごろから大変ご苦労様でございます。先ほど柴田課長さんのご挨拶にもありまし

たとおり、会長の平岡先生が現在療養中でございますので、副会長の私が変わりまして本

会を開催させていただきますので、ご了承をいただきたいと思います。また、後ほど、宗

像市のボランティア活動連絡協議会から、会長の石津様が、新たに委員に就任されること

となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。本日の審議会では、お手元配布の
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次第のとおり審議事項はございませんが、報告にありますように健康福祉部の事業の現状、

また２０年度の主要施策について説明、報告がございます。これらの件は、本審議会とし

ても十分に承知をしておくべきものと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。それでは、以上を持ちまして、開会のご挨拶とさせていただきます。 
 

（２）新委員の紹介  

 

事務局 次第書の２点目ですが、新委員の紹介でございます。この件につきましては、宗像市福

祉ボランティア活動連絡協議会推薦の委員でありました井上智恵子様が、協議会の役員人

事に伴いまして、委員を辞退されております。その後任に、現宗像市福祉ボランティア活

動連絡協議会会長であります、石津様に委員を委嘱させていただきました。ここで委嘱状

の交付をさせていただきますけれども、先ほど課長の方から申し上げましたように、ただ

いま市長、部長ともに議会中でございます。本来市長よりお渡しすべきところですけれど

も、本日は柴田課長の方から委嘱状を交付させていただきます。 

 

      委嘱状交付 

 

事務局 それではここで石津委員よりご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

委 員 宗像市福祉ボランティア活動連絡協議会会長の石津朝子と申します。ボランティア歴は

２０年ほどで、主に点訳ボランティア「てんとうむし」という点字のボランティアで、１

７年程活動しており、現在、代表をしております。そのほかに視覚障害者のガイドボラン

ティア「アイ・フレンド」等に所属しております。機会がありましたら、ご紹介したいと

思います。よろしくお願いします。 
 
（３）議事録（議事要旨）署名委員の指名 

 

事務局 続きまして、３点目の議事要旨の署名委員の指名でございます。本審議会につきましては議

事録署名委員を２人お願いすることといたしております。１人を岡山副会長に、もう１人を、

名簿順によりましてお願いしておりますので、今回名簿順で石津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？ 
 

（拍手） 
 
事務局 異議ないようでございますので、岡山副会長と石津委員にお願いしたいと思います。今後、

議事録の原稿が出来上がりましたら、委員の皆様にお送りいたしますので、その際またチェッ

クをしていただいて、その後、完成したものを今指名されました委員のお二人の方に署名いた

だきたいと思います。その節はよろしくお願いいたします。 
 
３．報告 
（１）平成１８年度施策の成果について 

（２）平成１９年度の現状・課題及び２０年度の主要施策について 

 
副会長 それではただいまから２番目の報告事項に入りたいと思います。報告事項の（１）平成１８

年度施策の成果について、（２）平成１９年度の現状・課題及び２０年度の主要施策について、

これを合わせまして事務局の方からご説明をお願いいたします。 
 
事務局 それでは私の方から説明させていただきます。（１）の１８年度施策の成果、それから（２）

の１９年度の現状・課題、それから２０年度に向けての取り組みですけど、流れとしましては、
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当然年度を超えまして、関連付けてつながっていくものなんですが、（１）の１８年度施策の

成果につきまして、市の事業は大きくランク分けしながら体系が整備されているわけなんです

けれども、小さな事業では事務事業という呼び方をしておりますけど、もう少し大きなテーマ

で、施策という取扱いがございます。その上にはまた政策というような取扱いがございます。

１９年度から施策レベルの成果、評価をし始めたということで、今回簡単にご紹介させていた

だいて、報告をさせていただきたいと思います。 
資料で、何点か合わせてご覧頂くというかたちになりますので、まずはお手元に、資料１－

１ですね、ホッチキス留めしたものがあるかと思います。「施策の成果」というものです。そ

れと、「コミュニティのまち むなかた」ということで、市の総合計画を抜粋した、コピーし

たものがございます。それと、「宗像市保健福祉計画」。冊子になっているものです。それと、

もうひとつ、一枚紙の資料１－２というものがございます。一枚紙のＡ４の横長の資料、これ

らを合わせて見ていただきながら、簡単に説明したいと思います。 
    まず、宗像市の事業はすべて総合計画、マスタープランというものを策定して事業を行って

おります。本日の資料では、「コミュニティのまち むなかた」と書いております、この総合

計画の保健福祉に関連のある分野、若干教育関係の広がりもありますけれども、こちらに基づ

いて動いております。一方で、この総合計画とほぼ横並びの位置にあるんですが、「宗像市保

健福祉計画」ということで、健康福祉部が所管している業務について、健康福祉部の全体像の

事業を体系付けて整備したものが「保健福祉計画」になりますが、内容的には、ほぼ基本計画

の中のマスタープランの中の健康福祉分野をこちらで再度体系付け、整備したものというよう

なものになります。 
    １枚紙の資料の１－２というもので、これで、マスタープラン側の体系と保健福祉計画の方

の体系の位置付けを手作りで整理してみました。後ほど一つのサンプルを見ていただきながら、

その関係もご覧いただこうと思っております。 
    その資料１－２の一枚紙の資料をご覧頂きたいと思いますが、一番右側の方の列に「基本計

画五つの柱」という、一番上の楕円の中にあるかと思います。これが、右半分が市の総合計画

の体系図、左半分が保健福祉計画の体系図ということになります。右側の方の総合計画は、他

の分野、市全体の計画もありますので、本来はもっと広い大きなものになります。一応保健福

祉計画と関連のあるところだけここに載せております。一番右側の方の列です。上の方に「基

本計画五つの柱」ということで書いてありますが、その下に、これは市の全体なんですが、第

１部「市民活動の推進」、その下、第２部「子育て環境の充実」、第３部「都市基盤の整備・産

業の振興」、第４部「快適生活環境の充実」、そして第５部が「市民の健康づくり・福祉の向上」

ということで、大きな柱が五つございます。このなかで、二番目の「子育て環境の充実」と第

５部の方の「市民の健康づくり・福祉の向上」これが健康福祉部の所管に関係する柱になりま

す。 
それからひとつ左側の方に行きますと、政策達成課題ということで、具体的に、先程の五つ

の柱の中で、政策レベルの課題として取り上げている項目が、そこに上から８項目あがってお

ります。また、政策レベルの課題の中に、今度は施策ということで（節）と書いてありますけ

ど、またその細分化されたレベルの項目があがっております。実際は、これの下に日々やって

いる具体的な事務事業というのが、市全体としては５００件ほどの事務事業が、規定されて、

実施されております。施策のレベルでは、５９件程の課題があるということです。 
そして本日は、左半分の方が保健福祉計画の体系となっていますが、それとのつながりを見

ると、サンプルとしまして、この中で施策レベルで見ると、上から４番目の四角の中に「健康

づくりの推進」というのがあるかと思います。これは全体の流れから、一番右の基本計画から

流れてくると、第５部の「市民の健康づくり」の流れから始まりまして、線に沿って次が「保

健・医療の充実」、それにぶら下がっている施策ということで、「健康づくりの推進」。これは

市民の方全体に対する健康づくりの推進ということで、この下にまたいくつか事務事業がたく

さんぶらさがっているということになります。これを左側の方の保健福祉計画体系の中で見ま

すと、線が途中少し切れていますけれども、左側に引き伸ばしています。真っ直ぐいけば「健

康づくりの推進」がありますし、左側の下に「健康づくりや介護予防の推進」と柱の中でつな

がっているということになります。こういった感じで全体像としてはマスタープランと保健福

祉計画が体系整備されているということですけれども、この「健康づくりの推進」一つをサン

プルとして、施策の評価を今年どんな風に今年行ったかというところを簡単に説明したいと思
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います。 
    資料１－１、ホッチキス留めにしておりますものをご覧頂きたいと思います。これの９９ペ

ージをご覧ください。ここで、このように初めて施策の評価に試行というかたちで取り組んで

みたものです。上の方に「健康づくりの推進」ということで、この施策の目的に関しましては、

「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。」ということがこの施策の目的だということになるわけですが、これをどう評価するか、

ということが肝心なところなんですが、そこの尺度というか、どういうものを見ることによっ

て、施策の成果が上がっているかということの一つの尺度として、これが現在試行段階という

ことで、これが最も良い指標とまではまだ至っておりません。下の方に表がございます。まち

づくり指標ということで、市民満足度というものがあります。これはアンケートを取ったもの

なんですけれども、アンケートでこの「健康づくりの推進」に対して「満足」あるいは「やや

満足」と答えていただいた方が、１８年度６８％ありましたというのが、一つの指標として取

りあげております。それから、「健康づくりのための取り組みを日ごろから行っている市民の

割合」、これは市民の方の割合ですが、これで６４．８％の方が行っていると答えています。

それから、「介護・支援を要しない高齢者の割合」、「介護保険第１号被保険者のうち、介護認

定を受けていない人の割合」、６５歳以上の方で認定を受けていない方が、８５．９％いらっ

しゃいましたということで、この３つの指標を一応見ながら、中段の方の「施策の評価と今後

の方針」ということでコメントをあげております。ちょっと読みます。「市民満足度は、前年

度に引き続き比較的高く、これは、成人健診、健康教育、健康相談、訪問指導、食生活改善事

業、コミュニティ健康づくり事業、介護予防事業、献血等数多くの事業を行ってきたことの成

果であると考えられる。また、健康づくりの取り組みを行っている市民の割合は、６割程度で

あり、これは、健康に対する意識が高くなってきたこととコミュニティ運営協議会の健康づく

り事業の推進などによるものだと考えられる。介護支援を要しない高齢者の割合は、８割であ

り、主に社会福祉協議会の地域に密着した福祉会による事業の充実などによるものだと考えら

れる。」とこういう現状を、このコメントが正しいかどうかというのは、また議論があろうか

と思います。今後の方針ということで、「平成２０年度以降につきましては、関係課・関係機

関・団体及びコミュニティと連携を取り健康づくり事業を進めていく。また、医療制度改革に

より特定健診がはじまり、平成２４年度の国保対象者の健診受診率６５％を目標に取り組む。」

こういったところを方針として掲げております。一応評価と方針ということで、「健康づくり

の推進」という施策に対する評価をもらったということでございます。これは一つのサンプル

として今日ご紹介させていただきました。 
ほかのページもこのようなかたちで、たくさんの評価を行っております。この成果というの

は試行錯誤しながら始めたばかりのもので、まだ制度が充実していない部分もあります。それ

から、これは１８年度の分でしたが、今度は１９年度分につきまして、年度変わりましたら、

改めて施策評価を行うということになりますので、１８年度にくらべるともう少し内容的に充

実するのではないかなという気持ちはあります。これにつきましては、新年度に入りまして、

秋頃になろうかと思いますが、次回の審議会の中で、１９年度の決算並びに施策の成果報告等

の中で報告できればと考えておりますので、１８年度の評価につきましては、本日はここで止

めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
 
副会長 はい。それでは続いて報告の（２）にお願いします。 
 
事務局 はい。それでは、これからが１９年度の現状、流れを踏まえて、２０年度に色んな動きのあ

るようなところを中心に、ご紹介、ご報告させていただきたいと思います。お手元の方に資料

２が届いているかと思います。これをご覧頂きたいと思います。文字が小さくて大変ご迷惑か

けますが、縮小してコピーしておりますのでご了承いただきたいと思います。 
まず一番上の枠ですが、ここで「部の方針」として、「みんなでつくる健康・快適・安心の

まち」ということで、基本理念というのは、先程ご紹介いたしました「保健福祉計画」の中で

も、まず最初に掲げている基本的な理念ということになります。行政だけではなくて、まちみ

んなで一緒につくっていくものだということであげております。その中で、３点ほど柱がござ

います。「すべての市民が明るく、生き生きと暮らしていくために、健康づくり・医療の充実

を促進する」です。それから次に「少子高齢化の進展に対応した子育て・高齢者保健福祉サー
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ビスの質の確保を図る」ですね。それから３点目は、「高齢者や障害者、子ども等だれもが地

域で安心して生活できるよう、安心・安全に暮らせる社会づくりを進める」ということで、色

んなハンディを持たれている方も含めて、安心して暮らせる社会づくりをしていきたいという

ことでございます。 
それで、この方針にむけて、部の具体的な重点課題としてあげているものが３点ございます。

まず「予防を重視した健康づくりの推進」ということで、運動習慣の定着とか食生活の改善、

こういったことに意識しながら生活習慣病の予防対策を行っていく。その中でも、地域主体・

自分主体ということを地域で展開していくことがまず重要だと思います。それから２番目は

「介護予防」ということですね。高齢者の方々がなるべく介護状態に陥らないように、予防に

取り組んでいくということが基本的な事項です。それから３点目には「自立支援の推進」とい

うことになります。生活保護世帯、母子家庭、障害者等色んな方々いらっしゃいますけれども、

目指すところは、出来ましたら就労支援、経済的な自立を目指していただける方は目指すとい

うことが基本的な形になろうかと思います。一応これが重点課題として掲げているものでござ

います。 
それから、以下が個別の施策ということで、先ほど「健康づくりの推進」という施策に触れ

ましたけど、この施策レベルの取り組みが中段以降書かれております。まず一点目ですが、「乳

幼児の子育て支援」ということで、「１９年度の現状・課題」というところでは、宗像市は以

前から保育園の待機児童ゼロを維持しております。前々回の審議会でしたか、審議していただ

いたことかと思います。それで、２０年度に認可保育所の定員を１，１５０人に増やすという

ことでございます。それから②には児童虐待防止対策ということで、これはこれまでは児童虐

待防止連絡協議会というものがございましたが、これをさらに広げた形で組織が整えられてお

ります。要保護児童対策地域協議会という形になって広げられております。取り組みは当然こ

れだけではございません。③にあげておりますが、児童手当ての給付や相談事業といったこと

も充実してくということでございます。 
それから次の２番目ですね、「妊産婦、乳幼児の健康づくり」ということで、この間話題に

なっていました、妊婦の方の受診率の向上ということがございました。受診料がかかる関係で、

未受診、健診を受けられないまま出産される方もいらっしゃるということで、マスコミ報道で

も取りあげられている場面もございました。これを県下で取り組みをとにかく強化しようとい

うことで、今まで受診費の補助を２回にしていましたが、これを５回に増やそうということで、

計画が進んでおります。本日の新聞でしたか、自治体によっては財政事情の都合で、足並みが

そろわないような自治体もあるようには聞いております。 

それから３番目、「青少年の健康支援」。このなかでは、大体このあたりは教育委員会を中心

として、学校を中心にした取り組みがあるんですが、前回の審議会で審議していただいた「食

育推進計画」、これも実施レベルでは関係部署が取り組みますので、学校で取り組みが進んで

いくのかなというかたちになります。 

それから４番目、「福祉コミュニティの推進」ですね。今、色んなかたちでコミュニティを

中心に取り組みがございますが、現状を見ますと若干行き当たりばったりになっているような

ところもありますし、きちんと体系付けた、計画に沿った地域の活動というのも難しい分もあ

るように感じるところがあります。コミュニティとうまく連携しながら、効果ある事業展開が

出来るように行政の方も支援していきたいなと思います。それともう一つ②にあがっておりま

す「災害時における要援護者の支援体制の構築」、これが数年来大きな課題としてあがってお

ります。現状では、地域の方に、災害が起こったときにどういった支援が必要な方がいらっし

ゃるのかということで、要援護者の情報の整備がまず第一に挙げられます。個人情報との兼ね

合いがかなり大きな課題としてありまして、その課題をどういったかたちでクリアしていくか

ということで、関係部署と協議を進めているところでございます。これもまた地域と一体とな

って、２０年度大きく取り組んでいこうというところです。 

それから５番目「利用者本位の保健福祉サービスの仕組みづくり」ということです。色々な

サービスの情報提供と実際のサービスの内容の充実に向けた取り組みを考えていきます。 

それから、次に６番目ですね、「地域保健福祉拠点の機能の充実」ということで、保健福祉

関係の施設、拠点としましては、宗像市、メイトムを中心にゆうゆうぷらざ、コミュニティセ

ンターという存在がありますけど、取り組みのレベルに応じて福祉拠点として、事業展開の中

で使っていっておりますが、ご存知のとおり、メイトムがこの４月から市民活動交流館という
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ことで大きく機能転換していきます。今まで、総合保健福祉センターと銘打って、健康づくり

の拠点として事務所を構えておりました。現実、一部弱体化してる分もありますが、これから

の保健福祉政策のあり方というものを再構築していくことが２０年度必要かなと考えており

ます。 

それから７番目ですね、「健康づくりの推進」ということで、基本となりますのは「健康む

なかた２１」というものがございますが、１９年度は特に「食育推進計画」を策定させていた

だきました。２０年度はこれが実施段階に移っていきますので、特に、食による健康づくりを

進めるということで、この計画をもとに広げていくということになるのかと思います。 

次に８番目「生きがいづくりの推進」。これは、高齢者の方の生きがいの場作りということ

になります。１９年度では「宗寿園」を民間に委譲させていただきました。下の方の予定とい

うことで書いておりますけど、１月１日に委譲を実施しております。これから、特に施設に頼

るこういう生きがいづくりの場というのもありましょうし、今後はソフト面の充実も絡んでい

くのかなと思っております。 

次に９番目ですけど、「介護保険の高齢者福祉の充実」ですね。これは介護保険制度に伴っ

た事業としてありますけど、特に予防事業ということを、最初の方針にもありましたように、

力をいれていく課題としてあります。それから市町村ごとに取り組んでやっています地域密着

型の介護サービス施設の整備というのも、市の介護保険事業計画に沿って１８年度から進めて

おりますけれども、２０年度も進めていく予定でおります。今度は玄海・大島地区というとこ

ろに整備を計画しております。ただ、大島地区の方は特殊事情がありますので、どういったか

たちで整備していくかというのは大きな課題として抱えております。 

それから１０番目は「介護保険以外の高齢者福祉の充実」ということで、これも細かく色ん

な事業がございます。 

次に１１番目「予防とリハビリの充実」ということで、障害の原因には色々なかたちがあり

ますけど、生活習慣病ということで、内面から来るような障害を自己努力で当然防がなくちゃ

いけないことかなと思います。それから②の障害者生活支援センターを中心に相談事業と機能

訓練の場、そういったものもそれぞれの専門の機関と連携しながら取り組んでいくことが、ベ

ースにはございます。それから、③に掲げています２０年度の発達支援センター、これは発達

障害の関係ですね。今、施設としてはのぞみ園の療育施設がございますけれども、これの相談

機能とか研修機能、それから関係機関の専門的なノウハウを取り入れたような事業ですね。そ

れから一般市民に向けた啓発事業とか、幅広くこの発達支援の関係についての事業展開を計画

しております。   

それから次に１２番、「在宅福祉サービスの提供」で、これは障害者が住み慣れた地域で自

立した生活ができるようなサービスです。それから、１３番は「社会参加の促進と自立支援」

ということですね。これは、経済的な自立に向けた就労支援ができれば実現するよう取り組ん

で行こうと思っています。 

それから１４番目には「低所得者への支援」ということで、生活保護受給者の方の自立の取

り組みが進められて、それなりの成果が上がっているようです。それから宗像市は、ご存知か

と思いますが、香椎の方にありますハローワークの分室みたいなものなんですが、ほぼ同じ機

能を持った職業斡旋が宗像市役所の中で現在実現するようになっております。これが非常に効

果が出ております。毎月２，０００人位の方が訪れていて、月に大体５０件ほどの就職が決ま

っているという成果があがっております。 

それから１５番目です。「国民健康保険事業等の健全な運営」ということで、医療費の適正

化ということがベースとしてありますが、大きな動きとしましては、②ですね、２０年の４月

から創設される後期高齢者医療制度、７５歳以上の方の医療制度が大きく変わるということで、

毎日マスコミ報道をにぎわしているところでございます。それともう一点、「特定健康診査・

特定保健指導の推進」ということで、４０歳から７４歳までの方の健康づくりを、国も数値目

標を挙げて取り組んでいるということがあがっております。これも市としては大きな課題とし

て出てきております。 

１６番目、「ひとり親（寡婦）家庭の自立支援」ということで、このあたりも、できれば経

済的な自立支援というのがあります。 

それから最後に（１７）で「その他」としまして、一つ動きがありましたのが、大島のタク

シー参入に伴う軽度生活援助事業の取扱いということで、以前から、旧大島村時代から公共交
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通がなかった関係で、社会福祉協議会の方に委託しながら、足の確保が出来ない方や何がしか

の支援がないと自分で歩けないような方の送迎サービスを行ってきましたが、今回、この４月

からタクシーが入るようになりました。それで、今度は、急に今までやっていた事業がなくな

るということでは変化が大きすぎますので、タクシーを利用したサービスの運営委託、継続支

援ということで、新たなサービスが立ち上がるということでございます。 

以上、こまごましたところをざっとご紹介させていただきました。事務局の方、健康福祉部

の課長そろっておりますので、補足なりありましたらお願いしたいと思います。 

 

副会長 それでは、ただいま報告事項の（１）平成１８年度施策の評価について、（２）平成１９年

度の現状・課題及び２０年度の主要施策について、説明、報告がございました。委員のみなさ

まから何かご意見なりご要望等がありましたら、ただいまよりお受けしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

委 員 順番はどうなるんですか。１－１、１－２、資料に沿って？ 

 

副会長 通してお願いしたいと思います。 

 

委 員 非常に幅が広すぎてびっくりしているような感じですけれども。資料の２はかなり具体的な

ことが書いていますので、資料１－１と資料１－２よりは、資料の２の方が質問していくこと

がありますけれども、そういうかたちでよろしいでしょうか。 

 

副会長 質問があるということでございますか。 

 

委 員 質問なり意見なり。 

 

副会長 それは、そういう風なものでございましたら、出していただきたいと思います。ただし、発

言をする場合には、議長の許可を得て発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

ありましたらどうぞ。 

 
委 員 個別策の（２）のところで、宗像市の産婦人科、とりわけ助産師さんの現状がどういうかた

ちになっているのか、他の都市ではかなり医師不足とかそういうことで問題になっております

けれども、宗像市の現状としてはどういうかたちになっているんでしょうか。お尋ねいたしま

す。 
 
副会長 では、よろしくお願いします。 
 
事務局 健康づくり課の伊藤でございます。私の方で、把握している限りでは、特に問題はあってい

ないように思います。それは医師会の会長もいらっしゃいますので、補足してもらえればと思

いますけど。 
 
副会長 何かございますか。 
 
委 員 市民の皆様が困られてないかというご質問ですか。 
 
委 員 まあ、そういうことでございますけれども。 
 
委 員 ここで※印で「受診費用の関係で未受診出産の増加が社会問題化」とありますけど、基本的

にかかりつけの産科の先生を持っている方に関しては、マスコミ等が大騒ぎしているたらい回

しというのは基本的にないですよね。この間ありました１０件も１５件も見つからずに亡くな

ったという、あれはまさにこの※印そのものなんですよ。結局、妊娠がわかって、８ヶ月、１

０ヶ月というその中で、基本的に毎月ずっと主治医のもとで健診を受けて、そして出産を迎え

るという流れが出来ている人に関しては、ああいうことは現実起こらない。もし起こったとし
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ても、すぐに主治医は大学なり何なり、２次医療３次医療できるところにきちんと手配をして

くれますから、ああいうことは起こらないんですよ。結局ああいうことが起こっているのは、

全てここに書いてあること、こういうみなさんがおられるもんだから、ああいうことが起きる。

そして、マスコミはこういうことは一切書かずに、県とか市とかの体制が悪いとか、あるいは

医師会が悪いとかたたきますけど、現実問題そういうことじゃない。そういう方がおられるか

らああいうことが起こるというのが基本的なしくみ。だから、宗像では幸いにしてああいうよ

うなことは今のところ起きていませんし、きちっとお話したことをなされれば問題ないという

ふうに認識しております。 
 
副会長 ありがとうございました。いかかでしょうか。 
 
委 員 一点は、助産師さん制度が依然と比べますとかなり少なくなっていますから、その辺の実情

と言いますか。それからもう一点は妊産婦の受診補助ですね、これが２回から５回、国の指導

でということになっているわけですが、この辺のＰＲ、これは市の責任なのか県の責任なのか

分かりませんけど、十分に５回は受けられますよということを知らない方がかなり多いんじゃ

ないかと思いますが、その辺のＰＲをうまくやれば利用者といいますか妊産婦の方の安心感に

つながるんじゃないかと。そういうことをお願いしたいなと思いますが。 
 
事務局 最初の助産師さんの活動については、実態を把握しておりませんので、お答えはしにくいん

ですが。母子健診については、今言われましたように、今まで２回やっていました、それを５

回実施するよう決めて予算を確保しております。そのための啓発ですね、その辺の徹底も図っ

ていく必要がある。それはそれなりに、ご指摘のようにやっていきたいと思います。 
 
副会長 よろしいでしょうか。 
 
委 員 はい。 
 
副会長 何かほかにございますでしょうか。 
 
委 員 いくつか質問があるんですが、まず、資料２の個別施策の（１）の「乳幼児の子育て支援」

の「２０年度の目標等」のところになります。そこでですね、「関係機関の情報共有と啓発事

業を推進する」ということと、相談もされる、相談事業も行っていくということですけれども、

一緒にしない方がいいですね。まず②の関係機関というのは、具体的にはどの範囲で、虐待防

止に取り組む地域の方々とか専門家等、どの範囲でそういう風にこう設定されるのか分からな

かったので伺いたかったんですね。それはコミュニティ単位で、地域の民生委員児童委員さん

とか、学校の先生とか幼稚園の先生とかいうようなかたちで組織されるのか。あるいは市全体

として組織されるのかというような想像をするんですが、どういう体制で、具体的に推進して

いかれるかということをお聞きしたいので、よろしくお願いします。 
 
副会長 では、真武課長さん、よろしくお願いします。 
 
事務局 福祉課の真武です。それでは（２）の部分のご質問ですけれども、先程、報告のところで保

健福祉政策課の課長が説明しましたように、児童虐待防止連絡協議会というのを宗像市では設

置しておりました。その中にも、今回、要保護児童対策地域協議会へ移行いたしますけれども、

新たに設置いたしますけれども、関係機関というのはその機関とほぼ同じような機関というと

ころで設定をいたしております。具体的に申しますと先程おっしゃったように、保育園、幼稚

園、小学校、中学校、保健福祉環境事務所、それから青少年センター、県の児童相談所の宗像

支所、そういうところですね。それから関係機関であります医療のところも入っていただきま

すし、警察にも入っていただきます。それから人権ということで法務局の方からも関係機関と

いうことで入っていただくということになります。要保護児童対策協議会になりますと、児童

虐待防止だけでなくて、保護の必要な児童ということですので、ちょっと幅広くなったところ

での対応ということで、そういう関係機関に入っていただきまして、密に連携を取っていきま

すし、この協議会になりますと、内容というのについては守秘義務というのが課せられまして、
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そこで今までの連絡協議会以上の連携が保っていかれるんじゃないかなということで設置を

しまして、４月から実際に動き出すようになります。以上です。 
 
副会長 よろしいでしょうか。 
 
委 員 あと市全体の範囲を。 
 
事務局 市全体での組織というかたちになってまいります。 
 
委 員 ありがとうございました。 
 
副会長 ほかにございませんか。 
 
委 員 もう一点いいですか。 
 
副会長 どうぞ。 
 
委 員 もう一点質問させてください。資料２の２ページ目の（９）の「介護保険の高齢者福祉の充

実」のところの介護予防事業の２０年度のところなんですが、①の「介護予防事業を充実する」

というところで、少し立ち入ったところで伺いたいんですけど、地域包括支援センターの方々

にうかがったりしますとですね、特定高齢者、すなわち介護予防が必要な、まだ介護は必要で

はないですけれども、将来的に介護が必要になるかもしれないリスクが非常に高い方々に対し

て、何とか働きかけたいんだけれども、そもそもその方を発見すること自体がすごく大変だと

いうお話を伺うんですね。そこで、介護予防事業の充実にあたって、その特定高齢者の、ハイ

リスクの高齢者を発見するということについて、具体的な対策を考えておられるかどうかとい

うのがありましたらお伺いしたいんですが。よろしくお願いします。 
 
事務局 まず特定高齢者の把握の状況なんですけれども、１８年度から介護予防健診といいまして、

具体的には生活機能チェックと生活機能検査で特定高齢者ということで把握をしていくわけ

なんですけれども、１８年度、国の基準で該当された方が６０人くらいおられました。国の方

は高齢者人口の、１８年度は３％くらいと言っていましたので、宗像市２万人弱ですから、２

万人で６００人という数字になるんですけれども、３％ではなくて０．３％以下という状況で

ございました。これは全国的にこういう状況がございまして、１９年度からその条件を少し緩

和したところです。そういったところで、１９年度は１８０人、これで言いましても１％弱な

んですけれども、１８０人くらいの方を把握することが出来ました。ただまあ、１８０人とい

う数字が非常に少ないというのは感じております。これは受診率の問題も当然出てきますし、

受診率が２０％程度だとは思うんですけれども、そういうことで１８０人という大変少ない数

字になりました。さらに問題があるのは、１８０人の方々に対して、私ども特定高齢者の介護

予防に参加していただくために色々するわけですけれども、まず電話してもまだ必要ないと言

われる方がほとんどですし、実際に訪問をしても、まだまだ実際通常の生活にそう大きな支障

がないということで、なかなかされないということで、最終的には３０人の方が、同意して頂

いて、実際プランをやっていただいております。ですからまあ２０％弱で、非常に少ないとい

うことでございます。ただ、なるべく２０年度からは、先ほどもちょっと出ていましたけれど

も、特定健診ということで、健診事業が医療保険の方に請求が移ってまいります。宗像市で言

えば、国保の保険者ですから、国民健康保険は宗像市から、あと７５歳以上の方は後期高齢者

で、あとはそれ以外、国保以外、後期高齢者以外については社会保険になりますから、健診事

業を進めてまいります。これには受診率の目標設定もされております。初年度は３０％ですけ

れども、最終的には６５％という高い健診の受診率が設定されておりますので、国保について

は介護予防健診も合わせてそこで一緒に受診していただくように準備を進めておりますが、そ

れ以外の後期高齢者と、あと社保については、個別健診ということで、かかりつけのお医者さ
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んの方で介護予防健診を受けていただくということにさせていただいております。そういった

ことから、まず健診を受けていただく方の総数を増やして、あとはもう一つはさっきも言いま

したように、後は本人さんが元気なうちから、介護予防に務めなければいけないという啓発を

もっと進めて行けば、最終的な目標であります特定高齢者の方に対する介護予防のマネジメン

トまでが進んでいくことができるんではないかと思っております。来年度からまた健診率が上

がってくることを期待しながら取り組んでいきたいと思っています。 
 
副会長 よろしいでしょうか。 
 
委 員 はい。 
 
副会長 そのほかに何かございますか。ないようでございます。では私の方から一言だけ申し上げた

いと思います。ただいま事務局のほうから、特に１９年度の現状とか課題、２０年度市の施策

について説明がございました。行政の課題や施策は、その進行管理や成果を常に明確にしなが

ら測定していく必要がある。これはもう言わずもがなであるかなと思います。どうかそういう

風な意味で、こういう風にして施策の成果も取り組まれておりますので、今後ともこれを引き

続ききっちりと続けて行っていただきたいと思います。 
 
３．平成２０年度の主な審議案件について 

 
副会長 それでは報告の（１）、（２）は終わらせて頂きまして、３の平成２０年度の主な審議案件に

ついてお願いいたします。 
 
事務局 はい。２０年度の個別の審議案件につきましては、次第の中に二点ほど挙げさせていただい

ております。一つが第４期の介護保険事業計画、これを策定します。すでに準備に入っており

ますが、一応出てくるのは２１年の２月頃ではないかなと考えております。それともう一点、

第２期障害者福祉計画、自立支援法に基づく市の障害者福祉計画になりますが、これも同様に

２１年の２月、年度後半の方にご審議いただくようなスケジュールになろうかと考えておりま

す。それで、その下に触れておりますが、先ほど言いました１９年度の決算並びに施策の成果

報告、今日一つだけご紹介させていただきましたけれども、これにつきましては、１０月ごろ

の次回の中で再度ご説明させていただきたいと思っております。 
 
副会長 今、説明があったとおりでございますが、ご了承いただきたいと思います。それでは、予定

された報告事項は以上で終わりますが、藤岡部長がお見えでございますので、何か一言ご挨拶

お願いしたいと思います。 
 
部 長 議会が７時までありまして、こちらに入りますのが遅れて申し訳ございません。先ほどから

色々な報告事項、２０年度の事業について私どもの方からご報告させていただきました。２０

年度は先ほど言いましたように、新たに介護保健事業計画、障害福祉計画のご審議をお願いす

ることになりますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
 
委 員 一点いいですか。一言申し上げたいことがあるので。いいですか。 
 
副会長 それではどうぞ。 
 
委 員 資料２の（１６）の「ひとり親（寡婦）家庭の自立支援」のところでございますが、結局ひ

とり親というときに男親と子どもっていうのは入ってこないんですよ。現状では、非常に女性

というと失礼になるんでけれども、いわゆるここに括弧してある寡婦の方については、かなり

社会的にバックアップする体制が出来ているけれども、同じひとり親でありながら男性の親と

子どもについては、全く社会的な支援体制というのが、ゼロとは言えないでしょうけど、ほと
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んどないというのが実情であって、ひとり親の施策を考える場合ですね、ぜひ、男性だけで子

どもを育てていく家庭というのが今後かなり増えていくと思うんですよ。その辺について、市

が、男性で 1 人で頑張っている人がいるということをぜひ市のほうの施策の中に入れていっ

ていただきたいと思います。 
それから、もう一点いいですか。４月から後期高齢者の制度が始まりますけど、宗像市の場

合は、健康保険が宗像市と福津市で、県から外れて独自でやっている、これは従来どおりとい

うことですかね。後期高齢者については県全体で一本だということですが、ただ非常に高齢者

の方々が、これに該当する方々が、これについての理解が非常にやっぱり、ＰＲが足りない。

よく理解して頂いて、良い面と悪い面が私はかなりあるんじゃないかと思いますので、その辺

の理解が進んでないんじゃないか。特に負担の問題では、これでかなり困られるんじゃないか

なと思いますので、生活費がなくなってしまうんじゃないかという気がしますので、その辺の

施策も合わせて、ぜひご検討いただきたいなと思います。私も後期高齢の適用を４月から受け

るようになりますけど、そういうことでぜひ安心してできるようにお願いしたいなと思います。

よろしくお願いしたいと思います。 
 
副会長 今のお話は、お答えがいりますか。ご要望でしょうか。 
 
委 員 一つは、国民健康保険が従来の宗像市と福津市の単独でやっているのは、これは従来どおり

ですか。 
 
事務局 介護保険ですか。 
 
委 員 いや、国民健康保険。違いますか？ 
 
副会長 城野課長お願いします。 
 

事務局 では、後期高齢者の関係で、少しお答えいたします。今言われた福津と宗像市というのは、

介護保険の話です。国民健康保険は、市町村単位となっておりますので、今現在宗像市は宗像

市で運営をしております。今、ご指摘がありました７５歳以上の件ですが、これは広域連合と

いいまして福岡県全域、全市町村が入った広域連合ということで４月から発足するようになっ

ております。その中で、これまでは老人保険というのは明確な個人負担という制度がありませ

んでした。国保での老人保健は国保老人、社保では社保老人ということでそこそこから保険料

をとるという形をとっておりました。そういうこともあって、明確にするということもあって、

国の制度で、広域連合でそこそこで保険料を支払うような制度になっております。それで、当

然、国民健康保険から、４月から７５歳以上の方は外れます。当然、社会保険からも外れて、

後期高齢者医療制度の方に一括しての保険になるというかたちになります。今言われましたよ

うに、じゃあ低所得者に対してはどうかということなんですけれども、国保も７割軽減、５割

軽減、２割軽減とあります。当然後期高齢者の方も所得に見合った分で、７割軽減、５割軽減、

２割軽減もありますし、当然そういうことであれば広域連合の窓口は市町村のほうが持ってお

りますので、国保の方に来られれば、そこら辺は相談を受けて、権限につきましては広域連合

ということですので、福岡県ということになりますけれども、その辺は窓口は市町村の方でし

ますので意見を受けて、広域連合の方に話を持っていきたいと思います。以上です。 
 
委 員 介護保険の方は私の勘違いでした。すみません。 
 

副会長 よろしいでしょうか。 
 
委 員 はい。 
 
副会長 予定された案件はすべて終わりました。 
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４．その他 
 
副会長 ４番のその他、何か事務局の方からございますか。 
 
事務局 特にありません。 

 

副会長 それでは、以上を持ちまして、本日の保健福祉審議会を閉会させていただきたいと思います。

どうも、みなさま長時間ありがとうございました。 
 

   （閉 会） 
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 以上、平成１９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２０年５月３０日 
 
 

副 会 長   岡山 昌裕       
 
 

署名委員   石津 朝子       


