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平成１９年度 第２回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 
 

日  時：平成 19 年 11 月 13 日（火）19：00～20：25 
場  所：宗像市役所 103A 会議室 
出席委員：平岡会長、岡山副会長、井上委員、鴨川委員、 

小南委員、古屋敷委員、島崎委員、成富委員、 
西﨑委員、丸山委員、吉田委員、吉永委員、 
力丸委員 

事 務 局：谷井市長、（健康福祉部長）藤岡部長 
（健康づくり課）伊藤課長、白水係長、柴田 
（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及び事務連絡 
 

１． 開会 

 
事務局 ただいまから、宗像市保健福祉審議会を開催いたします。今回は、任期最初の会議でご

ざいますので、会長、副会長が決まりますまで、事務局で進行させていただきます。 

 
（１）委嘱状交付 

 

市長より各委員に委嘱状を交付（任期：H19 年 9月 1日 ～ 21 年 8月 31 日） 

 
（２）市長あいさつ 
 
市 長 みなさま、こんばんは。ご多忙の中、また、夜分、貴重なお時間に、審議会にご出席い

ただき誠にありがとうございます。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。これ

から 2 年間、本市の保健福祉に関する重要案件につきまして、ご審議をお願いするわけで

すが、どうか厳正なる審議をお願いしたいと思います。特に市民公募でご参加いただいて

いる 2 名の委員におかれましては、市民の視点からご意見をいただければと思っておりま

す。 
さて、今回は、心と体の健康に欠かすことができない、“食”の現状をより良くするための

取組みである“食育”。この食育推進のための具体的な取組みを示した行動計画「健康むなか

た食育プラン」、宗像市の食育推進計画の案を諮問させていただきますので、ご審議のほどよ

ろしくお願いします。 
国は、平成 17 年に、食育基本法を制定し、食育推進基本計画を策定しているところで

すが、私も、元気な市民と元気なまちづくりを基本にまちづくりを進めておりまして、ま

さに、健康な市民によるまちづくりということが、地域づくりにおいて大切なものである

と考え、施策を進めております。本市では、平成 17 年に、「健康むなかた２１」（市民の

健康づくりを支援するための行動計画）を策定しておりますが、今回の「健康むなかた食

育プラン」は、その中の“食”の分野の課題解決に向けた行動計画ということになります。こ

の後、計画の中身について説明を行いますが、委員のみなさま方には、十分にご審議いただき

まして、答申いただければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 
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（３） 委員の紹介  

 

出席各委員名簿順に自己紹介 

 

（４）職員紹介 

 

      職員自己紹介 

 

２．審議会会長、副会長選出 

（１）会長、副会長選出 
 
事務局 宗像市保健福祉審議会規則第 4 条第 2 項の規定により、会長、副会長を委員のみなさ

まの互選により選出することになっております。どなたか立候補、または、ご推薦いただ

ける方はございませんでしょうか。 
 
委 員 事務局に案があれば、聞かせていただけないでしょうか。 
 
事務局 事務局から提案はないかとのことですが、事務局より提案させて頂いてよろしいでしょ

うか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
事務局 それでは、事務局より提案させていただきます。会長を平岡委員に、副会長を岡山委員

にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 
 
（拍手による承認） 

 
事務局 それでは、平岡委員に会長、岡山委員に副会長をお願いしたいと思います。会長、副会

長の席に移動をお願いします。 
それでは、会長、副会長より就任のごあいさつを頂きたいと思います。 

 
（２）会長、副会長あいさつ 

 
会 長 改めましてみなさんこんばんは。会長の職を仰せつかった平岡です。 

みなさんご存知のように、今日のわが国の社会福祉、保健・医療の状況というのはなか

なか厳しい環境にあります。極端な話ですが、気がついたら日本の社会から社会福祉とい

う言葉がなくなってしまうのではないか、何かそんな心配を持たざるを得ないような、特

に障害のある人たちにとって大変厳しい状況にあります。新しく障害者自立支援法になっ

て、原則１割の自己負担が発生し、３年間の減免措置があるとはいえ、３年過ぎれば負担

が生じる、実際、私の周りでも、利用するサービスの量を減らすような人が随分出てきて

いる。 
そんな中、今回、我々は宗像市保健福祉審議会、先ほど、市長さんもおっしゃいました

けれども、宗像市の保健福祉に関する様々な施策について、ここで、委員のみなさんと一

緒に審議して、答申を行うことになります。私もみなさんの協力を得ながら、大事な、そ

して非常に厳しい時代ではございますが、ぜひ、宗像市の保健福祉施策が、本当に利用者

本位の施策として進められていくように、みなさんと一緒に、２年間頑張っていければと

思っております。どうかよろしくご協力のほどをお願いします。 
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副会長 ただ今、副会長に選任いただきました岡山でございます。大任がまっとうできるか分か

りませんが、一生懸命勉強いたしまして、宗像市民の方々の保健、福祉、医療の分野の充

実・向上が、少しでも図られるように、みなさま方と一緒に力を携えて、２年間頑張りた

いと思います。どうかご指導よろしくお願いいたします。 
 
（３）議事録（議事要旨）署名委員の指名 

 

事務局 議事録署名委員を２人お願いすることとなっております。１人は会長に、もう１人は、会議

毎に交代で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 ありがとうございました。それでは、今回の会議につきましては、１人は、平岡会長に、も

う１人は、岡山副会長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、平岡会長と岡山副会長にお願いいたします。 
 
事務局 ここからは、議事の進行を事務局から会長に交代させていただきます。よろしくお願い

します。 
 
３．諮問 
（１）健康むなかた食育プラン（宗像市食育推進計画）（案）の策定について 

 

市長より、宗像市食育推進計画（案）について、平岡会長へ諮問。諮問後、市長は

公務により退席。 

 
４．審議 
（１）健康むなかた食育プラン（宗像市食育推進計画）（案）について 

 
会 長 ただいま市長の方から、本審議会に、健康むなかた食育プラン（宗像市食育推進計画）（案）

の策定についてということで、諮問を受けました。そのことについて、ここで審議をして、答

申をできればと思います。では、事務局のほうから説明いただけますでしょうか。 

 

事務局 はい、この計画案は、健康づくり課が策定しておりますので、健康づくり課からご説明いた

します。 
目次に沿って説明をさせていただきます。まず、計画の概要でございますが、計画の背景と

して、平成１５年に実施した健康に関するアンケートで、市民の食生活の乱れ、あるいは、栄

養の偏り、それから肥満や生活習慣病の状況とか、氾濫する情報にとまどう姿が浮き彫りにな

ってまいりました。これまで、行政、市内の各団体が行ってきた食育の取組みは、それぞれが

単独で、しかも単発で、そういった実施が主でありました。関係団体との連携、あるいは、情

報交換による取組みの重点化、効率化が必要であるという観点に立って、市民の健康づくり支

援のための行動計画として策定した「健康むなかた２１」策定の際の健康づくり推進協議会、

あるいは、パブリックコメントで、食に関する施策が重要という意見が出されました。これら

のことを集約するかたちで策定されました。 

それから計画の位置付けでございますが、平成１７年度に施行された食育基本法第１８条の

市町村食育推進計画にあたる計画であります。これは、国、県の食育推進計画を基本として策

定したものでもあります。それから、「健康むなかた２１」の食事、栄養分野の行動計画及び

主要計画として策定をいたしました。 
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三つ目の計画の期間でございますが、平成１９年度から平成２６年度までの８年計画として

おります。これは、平成１７年度に策定された「健康むなかた２１」の計画期間の最終年度に

あわせております。すでに「健康むなかた２１」がスタートしているため、中間年度である平

成２１年度に、同時にこれを見直したいということで、不足している基礎データの調査を実施

する予定にしております。 

それから、４番目の計画策定の方法でございますが、基本的に、「健康むなかた２１」策定

時に設けた庁内の関係各課による宗像市健康づくり連携会議、これは、課長級で構成していま

す。それともう一つは、担当職員からなる健康づくり連携ワーキングで計画案を作成し、保健・

医療分野の関係機関、団体、あるいは、市民の代表からなる宗像市健康づくり推進協議会で、

計画内容の検討、助言を得て策定をいたしました。 

次に、５番目の計画の基本理念と５本の柱を挙げております。資料の３頁に図式を掲載して

おりますのでご参照いただきたいと思います。この基本理念は、「健康むなかた２１」同様“人

が活き生き地域が元気”みんな元気で健康づくりといたしております。この基本理念について

は、一つは、“育て！自らの食を選び楽しむ子どもたち”、二つ目に“食で防ごう！生活習慣病”、

三つ目“活かそう！むなかた育ちのいきいき食材”、四つ目“食で守ろう！次世代に受け継ぐ

わたしたちの環境”、五つ目に“広げよう！食育活動の輪”この５本柱で計画の実現を目指す

ものです。 

６番目の計画の推進でございますが、本計画で、市民一人一人にできること、それから関係

機関あるいは団体にできること、そして行政にできること、この役割を明確にしたうえで、そ

れぞれが自らの役割を理解して、計画の進捗状況を確認していくということにしております。

それから、市民、研究機関、団体においては、この計画の中で数値目標を設定しておりません。

それは、まず、食育における自らの役割を理解してもらうこと、あるいは、何かをはじめるこ

とが重要であると考えてのことであります。それから二つ目の設定しなかった理由としては、

「健康むなかた２１」を策定しておりますが、それも目標は設定しておりません。それにあわ

せるという訳ではありませんが、そういう形をとっています。仮に数値目標を設定したとしま

すと、達成した場合に士気が上がるというメリットがありますが、逆に達成できなかった場合

のデメリットもあり得るため、食育活動のはじめの第一歩を踏み出したばかりの関係団体も多

いことを考慮し、現段階では慎重にというのが、健康づくり推進協議会の総意だったこともあ

り、数値目標を設定していない訳でございます。行政の取組みについては、毎年、実施してい

る事務事業評価を中心に、各課の数値目標を集約いたしました。それから、各課の事務事業評

価の目標設定の根拠、あるいは、方法については、各課によって異なりますが、通常、事業の

優先度、コスト、人員配置の予定、これまでの伸び率を勘案して、設定しております。市役所

では、それぞれの柱を中心に関係の深い課が担当をいたしまして、推進を図っていくというこ

とでございます。 

７番目の計画の点検とこれに対する評価でございますが、進行管理は、本計画の策定を行っ

た健康づくり連携会議、あるいは、健康づくり連携ワーキング、健康づくり推進協議会、ここ

で、進捗状況について、年度毎に、点検・評価するということを検討しております。そして、

ここで評価されたものについては、広報誌、あるいは、ホームページ等を通じて、市民に周知

を図るという風に考えております。以上、説明を終わらせていただきます。 

 

会 長 はい、ありがとうございました。事務局から健康むなかた食育プラン（宗像市食育推進計画）

（案）について説明をしていただきました。今の説明の中で、何かご不明な点、ご質問等ござ

いましたら、ご発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委 員 よく分からないので質問します。１３頁に、学校給食に地元の食材をとの計画があるようで

すが、学校給食での“ごはん”の割合が増えれば、地元食材の割合が増えると思うのですが、

現在の学校給食における“ごはん”と“パン”の割合がどれくらいか、それぞれ、週に何回く

らいの割合なのか教えてください。それと、もう一点、ここに挙げられている“枝豆狩り交流

会”というのが何なのか分からないので教えていただければと思います。 

  
会 長 今の二つの質問について、事務局から説明いただけますか。 

 



 5

事務局 今のご質問にお答えいたします。まず、学校給食における米飯給食の割合ですが、正確な数

字は把握しておりませんが、週に３日以上となっております。これは、県内での平均以上の数

字です。 

    また、“枝豆狩り交流会”というのは、（宗像市の）農業振興課が所管している事業で、市内

の大豆畑で枝豆狩りを行うというものです。市が主催する地産地消に関するイベントはあまり

ないため、このイベントへの参加人数を行政の行動計画の項目として挙げています。 

  

会 長 よろしいでしょうか。他に何かございませんか。ご意見でも結構です。 
 

委 員 小学校や中学校で、米を作るとかサツマイモを作るとか、時々、農家の方と一緒にやってい

るのを見受けますが、非常に楽しそうにやっているんですが、果たして楽しいだけでいいのか

なと、私は、小さい時に、百姓をしてましたので、本当に食べるものを作るということは大変

なことで、あるいは、楽しいこともありますけども、そういったものを含めた教育が必要じゃ

ないかなと、それで、私が心配するのは、ゆとり教育が、おそらく、今後、どんどんカットさ

れていくのではなかろうか、それに伴って、せっかく、米を作ったり、サツマイモを作ったり

というような授業が、どんどんカットされていくのではないかと懸念するところです。 

私どもは、老人クラブで、第一幼稚園と月一回、ふれあいデーということで、老人クラブの

メンバーと園児との交流会をやっています。遊びがもちろん多いわけですが、昼ご飯をご馳走

になるんです。今の子どもさんは食べないですね。本当に大丈夫かなという気がするのですが、

一生懸命、先生方が、食べるように、食べるようにということで、ご指導なさってますけれど

も、なかなか難しい。そういう時、私どもの世代は、戦中、戦後の一番食事がない時代を過ご

しておりますので、特に、そう感じるのかもしれませんが、米を食べる習慣というのは、小さ

い時につくらないと、パンの方にいくのではないかと思います。せっかく、ゆとり教育でやっ

ているものが、またここでカットされることになれば、今までやってきたことが生きてこない

のではないかと心配しています。 

 

会 長 ありがとうございます。貴重な意見をいただきました。子どもの食が細いということでした。

他にありませんか。 

 

委 員 今のご意見と少し関連するかなと思うんですが、１２、１３頁と１４、１５頁の内容、「３．

活かそう！むなかた育ちのいきいき食材」と「４．食で守ろう！次世代に受け継ぐわたしたち

の環境」、この二つの柱を計画書に書くときには、こうやって分けて書いても、これを子ども

たちというか、大人も含めてなんですが、二つの柱を関連付けて考えるという考え方をしてい

ただけたらと思います。つまり、環境を維持するのは何のためなのか、今、世界的に注目され

ている概念で、“Sustainable（持続可能な）”、という概念がある訳なんですが、“食”は、今

は、たくさん溢れているけど、永遠にたくさんある訳ではなくて、食べ物を作るっていうのは

こんなに大変なんだ、自分たちが食べ物を食べて生きていくためには、環境にまで気を配らな

ければいけないんだ、というところを子どもたち、大人も含めて理解をして、安全な食べ物と

か、自分たちが生きていくために必要な食べ物を手に入れるためには、自分たちが環境のこと

を考えて、維持していかなければいけないんだ、という、すべてが繋がった考えというか、そ

ういう考えを持っていくということが、すごく大事なのではないかと思います。 

子どもたちの食が細いのも、冷蔵庫を開ければ、買っておいたものがすぐ食べられるという

ような、いつでも食べ物が手に入るから食べなくてもいいんだと考えているところもあるので

はないか、あるいは、本物の味に出会ってないのではないか、とか思うんです。自分が苦労し

て耕したり、自分たちが、一生懸命、畑を守るとか、環境を守るとかして、そうして収穫した

ものというのは、やっぱり、子どもも、食べると思うんです。そういう“環境”と“食”が繋

がったところで、人間というのは自然に支えられている、生かされているんだというところを

考えていけるような子どもたちを育てていく、大人もそれを支援していくというようなことが、

すごく必要ではないかと思いますので、この二つは、私は、一つにしてもいいくらいじゃない

かなと思います。まあ、このように分けて取り組まれる場合でも、関連付けて取り組む姿勢と

いうのを持っていただければと思います。 
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会 長 はい、ありがとうございます。“３．”と“４．”、二つの柱を表裏一体のものとして、この計

画を進めて行かれてはという委員の意見でした。ありがとうございました。 
 

委 員 食育というのは、まず、口に入るところが根本でございますから、これについては、やはり、

歯科の関わりも、大きかろうかと思います。歯科医師会も、食育について十分関心を持って、

関わっているところで、健康づくり推進協議会にも、歯科医師会から委員として出席しており、

プランの策定に関わっております。ただ、歯周病については、生活習慣病と非常に関係がある

と言われておりますし、できましたら、もう少し、歯科の重要性についてプランの中に謳われ

たら、なお、実感として、みなさんに伝わるのではないかなと思います。 

 

会 長 はい、ありがとうございます。 

 

委 員 宗像では、竹林の繁殖が激しいものですから、その整理が非常に大変であるということを聞

いております。そこで、市で、筍狩りを年に何回かやったらどうでしょうか。小学生とか、中

学生とか、幼稚園児が山に行って、筍をたくさん、取り放題持って帰ってくださいとか、竹の

整理には、市のほうでも困っていると思いますので。筍は食べられますし、そういった経験を

踏まえて、次の段階では、竹を資源として、食べるのには直接関係ありませんけども、かなり

色々なことができるはずなので、特に最近は竹炭とか。有用なことは分かっていても、なかな

か、やる人がいないので、おそらく森林組合でもやっているはずですが、森林組合の方も高齢

化で難しいというようなことを聞いております。まずは、食べるということから、筍狩りをす

ることを提案したいと思います。 

 

会 長 はい、ありがとうございます。ご意見として伺っておきます。 
 
委 員 保育園からの意見ですが、保育園は０歳から就学前までお預かりしていますので、年間２９

５日は、保育をしていまして、毎日、お昼ご飯は、完全給食を実施しています。地域的に、非

常に環境には恵まれていると思いますが、それでも、０歳のときから母乳ではなく、ミルクで

育ったお子さんに多い傾向があるのですが、咀嚼力が十分に育っていないお子さんが、どんな

に良い食材でも、噛んでおいしさを獲得できていないお子さんが、年々増えていることを実感

しています。お母さん方には、本当に、妊婦のときからその辺の力が、離乳食のときから考え

て選択できる力が必要ですし、私は、やはり、自分の食生活にきちんと気を配っている母体か

ら出てくるおっぱいは、とても良いおっぱいだと思いますので、命の循環みたいなものをどこ

かで位置付けしていただければと思います。 

また、ミルクだとどうしても受身で飲みますので、垂れ流しのようになりますが、母乳です

と、顎を使いますので、顎の育ちがぜんぜん違います。そういったことも含めて、離乳食を始

めるころから、どのようにしてそれを取り戻していくのか、私も、園の方でやっていますけど

も、そんな時にいつも、お母さんたちが、思春期のとき、どういう食事、どういう生活をして

きたのかというのをその実態を見て、思い悩んでいます。小・中・高校も含めて、生まれ育っ

たときからの生活の流れの中で、どういう風にして、このテーマを位置付けていくかというの

が、すごく大事ではないかなと実感しています。 

 

会 長 はい、ありがとうございます。とても貴重な現場からの実感のこもったご意見ありがとうご

ざいます。 
 

委 員 食育を行う中で、いろいろと問題があると思うのですが、例えば堅いものを食べさせるとか、

そういった重点目標と言いますか、歯科医の先生の分野かと思うのですが、口腔に対する影響

とか、脳に対する影響もあるかもしれない。昔、私達は、大豆の炒ったものを食べたりしてい

たのですが、近頃は、大豆の炒ったものを食べている子どもなんか見かけない。そういった堅

いものを食べさせるという、そういう意味合いの食育というのはないのでしょうか。 

 

委 員 丁度、今、県の歯科医師会で、「いいな、いい歯週間」というキャンペーンをやっているの

ですが、先ほど委員がおっしゃった、噛むことによって、骨伝導により脳に刺激を与え、活性
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化するというデータは、読んだことがございますし、非常に大事なことだと思います。 

 

委 員 昔、日露戦争のときにですね、大豆を食べながら指揮をしたという有名な話もありますね。 

 

委 員 先週の木、金、土に、二泊、子ども達のお泊り保育を行った際、空豆を炒って、ポケットに

入れ、野山で一日中遊ばせたのですが、そうやって食べると、みんな“おいしい、おいしい”

と言って食べるんですね。子ども達は、その経験がないだけで、おいしさも分かるし、噛むだ

けの力も持ってるなというのを実感しました。やはり、どういう食材を選ぶのかという時に、

そういうことも一つのテーマになるので、“早く食べなさい”というのが、割と家庭では多い

と思うのですが、よく噛んで食べようということを一つのテーマにしていくというのが、課題

かなと思っています。 

 

会 長 はい、ありがとうございます。 
 

委 員 私は、小児科医をやってたんですが、先ほど保育所の方から赤ちゃんの離乳食の話がありま

したが、今年の４月に厚生労働省の方から「授乳・離乳の支援ガイド」というのが出されてお

りまして、この中で、離乳食について深く議論されておりますけど、お母さん達の妊娠中の食

事から授乳に至って、それから離乳食、ここを基本的に変えないと今からの食生活というのは

完全に荒廃していくだろうと思います。要するに、ベビーフードだけでいいんだということに

なれば、コンビニ弁当を赤ん坊の時から食べさせているのと全く同じで、ここを如何に変える

かということをやはり、保育所の先生方は、一番考えてらっしゃると思うし、その中で、母乳

育児を積極的におっしゃるということは、普通、保育所では、なかなかそういうことはできな

いので、それを保育所の方が、一生懸命考えてらっしゃるということは、大変すばらしいこと

だと思います。 
それで、これを如何に進めていくかということを厚生労働省からせっかくガイドラインが出

ているので、宗像市としては、積極的に取り組んでいただきたいと思います。今のところまだ、

このプランでは、それぞれの関係団体の中で、はっきり、そのガイドラインを使うという方向

が出ていない。これを出していただくように、ぜひお願いしたいと思います。これはどちらか

と言うと関係団体というよりも、行政の方の、市役所の仕事ではないかと思います。それに対

して、私達の大学でも、協力できることがあれば、やりたいと思うし、それから、医師会の方

でも、プレネイタルビジット（出産前小児保健指導）の話も、今回、計画案に載っております

ので、そういうところが、連携できるのではないかと思っています。 
それとあと、この審議会に初めて出まして、私も、どういう風に、自分が意見を言えばいい

のか分からなかったのですが、これは事務局にもお伺いしたいことなのですが、やはり、こう

いう事業をやるうえでは、評価をどういう風に、誰がやっていくか、明確にしないと、進むも

のも進まない。進捗状況の点検・評価に関しては、２１頁に書いてありますけど、この、年度

毎に点検・評価しますというその評価を誰がやって、どういう風に我々に伝えていただいて、

それを今度はどう改善していくかという議論は、いつの時点で行われるのか、ある程度のタイ

ムスケジュールを教えていただけると分かりやすいかと思います。以上です。 
 

会 長 はい、ありがとうございます。 
 

事務局 よろしいでしょうか。進捗状況、そして、やったことに対する評価についてですね、進行管

理をしっかりするというのが、一つのポイントだろうと考えております。健康づくり推進協議

会という組織がございますけれども、ここでやるのが、一番、適切じゃないかと考えておりま

す。時期としましては、事業は、３月に終わりますから、４月あたりになるんじゃないかと思

います。今のところ、きちんとした形では出しておりませんけれども、案として検討している

ところです。 

 

会 長 よろしいでしょうか。 
 

委 員 はい、ありがとうございます。 
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委 員 今、先生から、私が、考えていたことと同じような内容のご意見が出たのですが、この食育

推進計画案を読ませていただき、先ほど、課長から説明がございましたように、市民の食育に

対する意識の改革であるとか、高揚であるとか、そういった部分がありますので、目標数値が、

非常にたて難いというのはよく分かります。ただ、今、先生からありましたように、やはり行

政として、この計画が、市民の方にどういううねりを生じ、また、どういう風に動いていって

いるのか、あるいは、どういう風な結果が出つつあるのか、というのは、把握する必要がある

のではないかと思います。それで、重複いたしますけど、三つだけ、今日は、この計画につい

て審議会としてどうかという各個の話ではございませんので、三つだけお願いしておきたいと

思います。 
一つは、やはり、この食育計画を市民の各層のみなさん方に、どう徹底し、ＰＲしていくか、

啓発活動を徹底してやるべきであろうと、これは、先ほどありました厚生労働省の指針を含め

て、きちっと押さえていく必要があるだろうというのが一つでございます。 
それから二つ目は、これも先生から話がございましたけれども、関係機関・団体の連携、相

乗効果をどう出していくか、こういったことにリーダーシップを是非、発揮していただきたい。 
それから三つ目は、進行管理の問題でございます。非常に数値がつかみにくい計画であるこ

とは分かりますが、やはり、進行管理をどうしていくかということをお考えいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 
 

会 長 はい、ありがとうございます。今、委員から、ほとんど、まとめに近い意見をいただきまし

たけども、こういったところを十分踏まえて、今後、食育推進計画を実施していただきたいと

思います。行政だけではできないので、市民の、地域住民の協力も当然求められてくるところ

だろうと思います。 
    はい、ほぼ、意見が出尽くしたかと思いますけれども、今日、市長から諮問を受けまして、

そして今日ここで、みなさんにご議論いただいた内容を答申書という形でまとめまして、私と

副会長とで、市長に答申するという形をとりたいと思いますけれども、その前に、この食育推

進計画案をこの審議会で、賛成していただけるということでよろしいでしょうか。 

 
（「異議なし」の声） 

 
会 長 はい、ありがとうございます。それを踏まえまして、後日、答申書を市長に提出するという

ことになりました。そして、その答申書の写しは、各委員のみなさんに、後日、市の事務局の

方から、お送りいただくということで、ご了解いただきたいと思います。よろしくお願いした

いと思います。 
 
（２）宗像市保健福祉会館「ゆうゆうぷらざ」の指定管理者について 

 
会 長 今日は、もう一つ議題がございます。宗像市保健福祉会館「ゆうゆうぷらざ」の指定管理者

について、ということでございますので、事務局の方から説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、二点目の審議事項として挙げさせていただいております市の保健福祉会館「ゆう

ゆうぷらざ」の指定管理者についてご説明させていただきます。お手元の資料に沿ってご説明

いたします。まず、主旨といたしまして、現在の宗像市保健福祉会館の指定管理が平成２０年

３月までとなっており、引き続き指定管理者制度により、同会館の管理運営を行うため、現在

の指定管理者である宗像市社会福祉協議会を引き続き２年間指定するもの。その前提として、

社会福祉事業に関する審議機関である宗像市保健福祉審議会において、指定先の妥当性につい

て、意見、承認を求めるものということでございます。 
委員のみなさんの中には、保健福祉会館「ゆうゆうぷらざ」をご存知ない方もいらっしゃる

かと思いますので、簡単に、ご説明いたします。資料を一枚めくっていただいて、保健福祉会

館「ゆうゆうぷらざ」の概要ということで、場所は、神湊の近くでございまして、宗像大社の

前の道を神湊へ直進して、国道４９５号線にぶつかる交差点を少し西に行ったところにござい

ます。この会館は、市民の保健福祉及び教養の向上を図るための施設ということで、一つは、
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憩いの場としての公衆浴場や休憩室、それから、健康づくりや機能訓練のための運動器具や機

能訓練施設、三つ目は、交流や生きがいづくり、教養の向上の場としての会議室ということで、

イメージとしましては、総合保健福祉センター「メイトム宗像」と老人福祉センター「宗寿園」

を合わせて、規模を小さくしたような施設で、旧玄海町が、平成１０年４月にオープンさせた

施設です。一枚めくっていただくと、最後の頁なんですけども、利用状況が、一番上の段に、

年間延べ利用者数が、５５,３００人とあります。一日平均で言いますと１８０人位になりま

す。その中でも特に入浴、お風呂の利用者の方が多いといった状況です。他に、カラオケとか、

演芸関係の利用がありますが、入浴に比べると非常に、人数が小さなものになっております。 
こういった施設ですが、冒頭に戻りまして、指定管理者ということでのお話なんですが、ご

存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、地方自治法の改正が、数年前に行われまして、公

の施設の管理につきましては、市が直営で管理するか、管理者を指定してそこに施設を預けて

運営するかの二つの方法でしか管理できないことになっております。そこで、その指定管理者

を現在まで、指定してきた宗像市社会福祉協議会に、引き続き、指定させていただきたいとい

うものでございます。 
その理由につきましては、資料、２番目の理由のところに、簡単に述べております ①民間

の手法を用いて、コスト削減とサービスの向上を図る ②宗像市社会福祉協議会玄海支所を置

き、館の運営と一体化させることで、引き続き地域福祉推進の拠点とする ③会館の運営に関

し住民の平等な利用が図られる ④平成１８、１９年度の２年間、指定管理者として、厳しい

管理経費の中で管理運営を行い、経費縮減が図られた実績がある といった四点と、あと、市

の方の内部的な事情、ここには挙げておりませんが、市の行財政改革の流れの中で、ゆうゆう

ぷらざにつきましても、将来、どういう形で運営を行っていくかということについて、方向性

を問われております。今後、２年間で、将来的な運営方針を出したいという内情もございます。

そういったことも含めて、２年間の期間を定めて、来年の４月から平成２２年の３月まで、指

定を延長させていただきたいと思っております。以上でございます。 

 
会 長 今、説明がありましたように、この宗像市保健福祉会館「ゆうゆうぷらざ」の指定管理者を

これまで同様、宗像市社会福祉協議会に指定したいというのが市のお考えです。このことにつ

いて、何かご質問等ございますでしょうか。 
 

委 員 ちょっと意見を申し上げてよろしいでしょうか。ここのお風呂は、高齢者に非常に好評なん

です。ただ、利用者の数からいくと、もう少しいてもいいんじゃないかと思うんです。一日平

均１１４名ですかね。私も、仕事が早く終わったら、出かけて行って、ひとっ風呂浴びるとい

うようなことをたまにしておりますが、その際の感想なんですが、営業時間が、年間通して、

午前９時から午後１０時までなんです。これは、少なくとも冬期は、１時間は、カットしてい

いんじゃないかと思うんです。夏は、１０時まででいいと思うんですが、冬、１０時までとい

うのはもったいない気がします。１時間カットすることで、かなり経費節減できるのではない

かということが一つ、それと、運動器具があるんですが、これを見ますと、利用者は、一日平

均９名なんです。そこそこ器具は揃っている。私は実際利用したことがないのでよく分からな

いのですが、これは、もっと、広報等でＰＲするとか、あるいは、利用を促進するためのイベ

ントを行うとか、例えば、教育大の学生さんに来てもらって、子ども達と一緒にやるとか、そ

んなＰＲをすれば…、もったいないと思うんですよね。あれだけの設備があって、一日平均９

名の利用で終わっているというのは、非常にもったいないという気がしますので、今後、運動

器具の利用方法について、是非、ご検討いただきたいと思います。 

    それから、高齢者の立場から申し上げますと、現在、高齢者のグラウンドゴルフの人気はす

ごいんですよね。だいたい、月に一回、ふれあいの森で、市の大会とか、グラウンドゴルフ協

会の大会とかいろいろありますけども、毎回、２００名ぐらいの高齢者が参加して、楽しんで

います。グラウンドゴルフの良いのは、男女差がない、それから年齢差がない、だから、優勝

者の半分くらいは、女の方なんですよ。そういったグラウンドゴルフをこのゆうゆうぷらざの

近辺でできないだろうか。そしたら、もっと利用者が増えますよ。グラウンドゴルフして、お

風呂に入って、というのは、人を呼ぶにはいいと思います。 

そういうことで、要望としては、グラウンドゴルフと運動器具の利用促進、それから、冬期

営業時間のカット、私は、９時、いや、８時でもいいんじゃないかと思います。１０時まで使
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うことは、めったにないのではないかと思います。これは、玄海地区のみなさんにも聞かなけ

れば分かりませんが。意見として申し上げておきます。 

 

会 長 はい、ありがとうございました。ご意見として賜っておきたいと思います。 
 

事務局 貴重なご意見ありがとうございます。ゆうゆうぷらざの開館時間につきましては、入浴時間

は、夏場が、午後７時まで、冬場は、午後６時までということになっております。あと、会議

室等がございますので、開館時間としては午後１０時までということになっております。それ

から、運動器具の利用の件ですが、確かに、利用者が少のうございます。これは、立地の問題

もあろうかと思いますし、当然知らない方もいらっしゃるかと思います。また、グラウンドゴ

ルフについては、先日、ゆうゆうまつりというイベントがあったんですが、ゆうゆうぷらざ前

の広場で、グラウンドゴルフのイベントが行われて、ああいう使い方もできるということを知

っていただけたのではないかなと思っております。確か、道具は、会館の方に揃ってたのでは

ないかなと思います。 

    冒頭の説明で漏らしておりましたが、指定管理者制度につきましては、一般的には、管理者

の選考は公募により行われ、選考委員会等を設けて、応募者の中から選考するのですが、今回

は、先ほど申し上げましたように、特定した形で指定させていただきたいということで、新た

に選考会を設けずに、この保健福祉審議会で審議していただくという趣旨でございます。 

 

会 長 はい、そういう趣旨だということでございます。いかがでしょうか。ゆうゆうぷらざの指定

管理者に、宗像市社会福祉協議会をという市からの提案については、承認ということでよろし

いでしょうか。 
 

（「異議なし」の声） 
 

会 長 はい、それでは、本審議会は、ゆうゆうぷらざの指定管理者を宗像市社会福祉協議会に指定

するということについて、承認したということでよろしくお願いします。 
 

５．次回の開催について 
 

会 長 はい、これで今日の２件の審議は、終了いたしました。あと、事務局の方から、何かござい

ますか。 
 
事務局 次第の最後、次回の審議会の開催についてでございますが、次回は、平成２０年、来年の２

月の開催を予定いたしております。審議事項等につきましては、平成１８年度の決算及び平成

２０年度予算案の主要事業について、こういったものを予定しております。なお、会議の日程

につきましては、後日、改めてみなさんに日程調整をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。事務局からは以上でございます。 

 

会 長 はい、それでは、今日が第１回目の審議会でございましたけれども、新しい委員のみなさん

が、初めて顔を合わせ、非常に貴重なご意見をいただいて審議ができました。ありがとうござ

いました。どうぞ、これに懲りず、次回は来年の２月ということでございますので、少し時間

があるかと思います。是非、次回も、みなさんご参集いただきたいと思います。 
それでは、本日の保健福祉審議会をこれにて終わらせていただきたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 
 

   （閉 会） 
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 以上、平成１９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２０年１月９日 
 
 

会  長  平岡 蕃         
 
 

署名委員  岡山 昌裕        


