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平成１９年度 第１回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 
 

日  時：平成 19 年 8 月 9 日（木）19：00～20：56 
場  所：宗像市役所 103A 会議室 
出席委員：平岡会長、岡山副会長、小方委員、鴨川委員、 

喜多委員、古屋敷委員、香月委員、島崎委員、 
西﨑委員、野間口委員、橋本委員、藤井委員、 
山田委員、大和委員、力丸委員 

事 務 局：（健康福祉部長）藤岡部長 
（福祉課）真武課長、井上係長、塔野、竹下 
（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 

 
１．開会 
 
事務局 こんばんは。本日は、力丸委員から少し遅れるとの連絡をいただいております。 
    （配布資料の確認） 
    藤岡健康福祉部長から、ごあいさつを申し上げます。 
 
（１）開会あいさつ 
 
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 
 
会 長 議事録署名委員の指名についてをお願いします。 
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人は平岡会長に、もう１人を名

簿順によりまして、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 ありがとうございました。それでは、議事録署名委員を平岡会長と鴨川委員にお願いいたし

ます。後日、議事録の案ができしだい、みなさまに送付いたしますので、ご確認をお願いいた

します。 
 
２．報告 
 
会 長 次に、報告事項につきまして、事務局から報告をお願いします。 
 
（１）平成１９年度地域密着型サービス事業指定候補事業者公募の結果について 

 

事務局 今年４月から、保健福祉審議会の事務局になります保健福祉政策課長を務めております柴田

と申します。よろしくお願いします。 
 地域密着型サービス事業指定候補事業者公募の結果についてですが、地域密着型サービスと

いうものが、委員のみなさん方の中で、なじみのない言葉で何かなと感じていらっしゃる方も

あるかもしれませんので、簡単に説明させていただきます。 

 これは介護保険サービスのことでございます。従来の介護サービスが一般的に一定規模以上

の比較的大きな施設が準備されて、自宅からかなり距離があるところで介護サービスを受けら
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れることで、家族との距離が遠くなり、地域的にもなじみのないところに行ってしまうという

マイナス面の反省があり、介護保険制度の改正の中で、もっと自宅の近所でサービスを受けら

れるものとして新しく出てきたものです。 

 従来の介護サービスが県の指定、指導監督がなされているものに対しまして、地域密着型に

関しましては、市町村がサービス事業者の指定をやりますし、指導監督面も市町村がやるもの

となっております。 

 昨年度から、宗像市の第３期介護保険事業計画に基づいて、この地域密着型サービスについ

ても、整備を進めているものです。今年度は、２年度目に入ります。資料の表の中にあります

が、エリアを市内３つに分けており、昨年度は吉武、赤間、自由ヶ丘方面が対象でしたが、今

年度は河東、南郷、東郷、日の里地区圏域で、旧中央中学校エリアでのサービスを整備するこ

とになります。 

 選考の経過につきましては、５月２２日に公募説明会を行いました。今年は大きく２つの流

れがありまして、宗寿園併設というものが１つと、地域密着型サービス事業所単独分という２

つのものがあります。 

 宗寿園併設分につきましては、次の審議事項にありますので、詳しくは後で説明させていた

だきますが、宗寿園の委譲とあわせて、地域密着型サービスをセットで公募をかけておりまし

て、公募の対象としましては、認知症対応型通所介護と認知症対応型共同生活介護をあわせた

複合施設と宗寿園の運営をセットにしたものが１件。それと地域密着型サービス事業所単独分

に関しましては、小規模多機能型居宅介護と認知症対応型共同生活介護をあわせたものとして、

１つの事業所を公募したものです。 

 もう１点、地域密着型介護老人福祉施設、サテライト型居住施設と呼ばれていますが、特別

養護老人ホームの一部を切り取ったような形で、地域密着型に配置するといったものです。こ

の３件の公募を行っております。 

 ６月２９日に応募の締切りを行いまして、応募の状況といたしましては、宗寿園併設分に関

しましては社会福祉法人北筑前福祉会さん１件だけとなっております。地域密着型サービス事

業所単独分に関しましては、小規模多機能型居宅介護と認知症対応型共同生活介護のセットの

分につきましては、４団体の応募がありました。社会福祉法人福陽会、医療法人社団原道会、

グリーンコープ生活共同組合ふくおか、社会福祉法人清浄会、この４団体から応募がありまし

た。地域密着型介護老人福祉施設サテライト型に関しましては、応募がありませんでした。 

 ７月３０日には、市内部で設けている高齢者福祉施設等運営事業者選考委員会で、審議、選

考を行いました。書類審査及び応募された事業者によるプレゼンテーションを基に選考を実施

しております。結果につきましては、宗寿園併設分に関しましては、１法人でしたので競争は

ございませんでしたが、委譲を受けていただくことと地域密着型サービスの内容が一定水準以

上あるのかという審査を行っております。結果としてはオーケーだということに決定しており

ます。 

 地域密着型サービス事業所単独分に関しましては、医療法人社団原道会が候補事業者として

選考されました。次点に社会福祉法人清浄会を選考しております。もし原道会さんが何かの都

合で実施できないということがある場合を想定しまして、次点まで決定しております。 

 地域密着型サービス事業所単独分につきましては、先般、介護保険運営協議会の地域密着型

サービス運営部会がございまして、こちらの方でこの選考委員会の選考結果についてご承認い

ただいたところでございます。 

 今後のスケジュールにつきましては、本日の審議会を経まして、宗寿園がらみとそうでない

ものとでスケジュールが若干異なるのですが、決定通知あるいは内定通知をしまして、補助金

の交付申請、施設整備に着手していただくことになります。宗寿園がらみでは市議会の議決が

必要ですので、そういうステップを踏んで、年明け１月１日に宗寿園の委譲、それから２月末

までに全体の施設整備完了、４月１日に事業所指定、そういうスケジュールを計画しておりま

す。 

 以上、報告とさせていただきます。 

  

会 長 ありがとうございました。今の報告に対しまして何かご質問等ございませんでしょうか。 
 それでは、次に審議事項に入らせていただきます。最初に老人福祉センター宗寿園の民間委

譲についてでございます。経過等の説明をお願いします。 
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３．審議事項 
 
（１）老人福祉センター宗寿園の民間委譲について 

 
事務局 まずこれまでのいきさつ等を説明させていただきます。 

 宗寿園は、昭和５２年に建設され、若干の増築も加えておりますけども、約３０年を経過し

老朽化も出てきている施設でございます。施設の内容は、老人福祉センターＡ型という機能を

備えた施設で、生活相談、健康相談、機能回復訓練室、集会、娯楽、浴場といった要件があり

まして、利用者の方にとっては健康増進、教養の向上、レクリエーションといった、元気な高

齢者を支援する意味合いの施設となっています。年間に５万人程の利用者がおられます。 

 市における宗寿園の位置付けでございますが、総合計画の中では、高齢者の生きがいづくり、

社会参加、介護予防ということで元気な高齢者を支援する施設に位置付けて、そういう意味合

いでの重要な施設として存在しているということでございます。 

 この宗寿園を今後どのように維持、運営していくかということですが、大きな流れである行

財政改革の視点でとらえざるを得ないということで、過去、市内部で検討された経緯がありま

すが、平成１７年に行政改革アクションプランというものを定めており、この中で平成１９年

度中に民間委譲を行うことが打ち出されておりました。 

 ただ、宗寿園を高齢者サービス施設として単独では経営することは、難しい施設でございま

す。民間委譲しても難しい状況がございまして、今回、第３期の介護保険事業計画において定

めている地域密着型サービスの整備と一体的な運営ができないかという案が浮上して、昨年度

から具体的な検討を重ね、今年度に介護サービスとセットにした形の公募で進めてきたところ

でございます。 

 そういう経緯を踏まえまして、先般、広報に載せるなどの公募を開始しました。説明会は５

月２２日に行ったところでございます。説明会には１１法人の出席がございました。２５日に

現地で説明会を行っております。この段階で９法人に参加をいただきました。６月に入って申

し込み意向確認ということでは５法人の提出がありましたが、最終的な応募締切りには２法人

が提出されたのですが、数日中に１件取下げがございました。運用面で非常にリスクの高いも

のを抱えている部分がございまして、最終的には北筑前福祉会さんだけの応募になったもので

ございます。 

 あと、具体的な選考審査内容については、係長から続けて説明させていただきます。 

 

事務局 選考委員会での選考状況についての説明をさせていただきます。 
ただいま課長から説明しましたとおり本市の行政改革アクションプランの中で、施設の民間

委譲が打ち出されており、緑風園と宗寿園について手続きを進めて参りました。昨年は、緑風

園について審議をいただき、委譲を行ったところございます。 
 今回の宗寿園の委譲先選考でございますが、最終的には、北筑前福祉会１者のみの応募とな

りましたが、選考委員会といたしましては、委譲先法人としての妥当性を検証するため、選考

基準に基づく選考審査を行いました。 
 選考委員会の概要ですが、１法人のみとなりましたので、相対的に優劣を比較するものがあ

りませんので、選考委員会でのプレゼンテーションや質疑応答の状況をまとめたものを、説明

させていただきます。 
 
 資料にありますとおり、ここでは選考委員会における選考基準を定めております。その中で、

「委員の平均点６０点以上」を委譲先法人としてクリアする基準としております。 
 

 次のページからは、項目ごとに評価の視点と配点を定めており、これに従って採点をおこな

っております。次の評価基準につきましては、事業者に対する公募説明会において示しており、

事業者からはこれに基づいて提案がなされております。必須要件と評価される項目を示してい

るものでございます。当然、配点については、示しておりません。 
 次に選考委員会の議事録をご覧ください。一点修正をお願いします。委員長の発言の欄で、

「宗像緑風園」とあるのは「宗寿園」の誤りでございますので、訂正をお願いします。 
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 選考委員会において行われた質疑応答は、次のとおりでございます。 
（質疑応答） 

 Ｑ１ 地域密着型サービスに関して、認知症高齢者に対する支援の考え方は。 

 Ａ１ 既存の施設では、現在の時間を楽しく過ごしていただくことに取り組んでいる。毎日の楽し

い思い出作り、おいしい食事で、健康で長生きしていただきたい。医師、歯科医師に毎月来て

いただき診療をしていただいている。 

認知症高齢者は、一人ひとり状況が違いマニュアルどおりにはいかない。職員がいろんな場

面に遭遇することにより理解を深めるよう努めている。 

Ｑ２ 介護関係スタッフが長期に渡り継続して就労できる環境づくりは重要だと考えるが、スタ

ッフの確保・育成についての考えは。 

Ａ２ 既存の施設のスタッフの中から、認知症に慣れた者をこちらに配置する。既存施設におい

ては自ら退職した職員はそれほどいないので、長続きできる職場環境は整えている。 

Ｑ３ 介護予防についての考え方は。 

Ａ３ 今、具体的に考えているものは特にないが、家庭での介護には大変苦労が多いので、今回

認知症グループホームと隣接予定のデイサービスを活用していただくことで、予防にあたる

ことができると考える。料理や計算など日常のことをすることで大きな効果があがっている。 

Ｑ４ 宗寿園と地域密着型サービス施設をセットで運営することでのプラス面は。 

Ａ４ 要介護者は、いろんな方々と接することによって、考え方、楽しみ、笑いといったものが

出てくる。宗寿園事業には、カラオケ、舞踊などの催しが多く実施されているので、施設の

方にも来ていただくなど交流する機会を持つことで大きな効果が期待できると考える。 

Ｑ５ 宗寿園のサービス向上策について、足湯、岩盤浴、地域カフェ構想等のアイデアがあげら

れているが、確実に実施したいものと、状況により実施を検討するものがあるか。 

Ａ５ 地域カフェの喫茶コーナーは最優先に考えている。建物を用途的に分けるのではなく、地

域カフェ部分で両施設の利用者が楽しめ、交流できるものとする。岩盤浴等は少し落ち着い

てから実施を考えていきたい。 

民間に委譲したらサービスが低下したと言われることのないよう、今以上に高齢者から喜ば

れる施設としていきたい。 

Ｑ６ 宗寿園の赤字が見込まれる中、将来の運営についての考え方は。 

Ａ６ 収支見込みを出してみると非常に厳しいものがあるが、併設を検討しているデイサービス

を加えることで、ある程度の運営はできると見込んでおり、実行できるだろうと考えた上で、

公募に応募したところであり、前向きに考えている。 

委譲を受けることとなったら、老人福祉センターとしての役割をしっかり維持継続して運営

にあたりたいと考えている。 

Ｑ７ 新たな施設を建設することで、駐車場が手狭になるが、駐車場確保の考え方は。 

Ａ７ 現在、明確な考えはないが、左側の駐車場の再整備と裏側の土地を再整備したい。場合に

よっては隣接地を借りる検討も必要になると思われる。  

Ｑ８ 老人クラブやゲートボール協会への支援は、現状のまま行っていただけるか。 

Ａ８ 現状どおり支援していく。 
 

こういった質疑応答がなされております。 

 プレゼンテーション、質疑応答を踏まえまして、委員による採点を行いました。採点結果は

次のとおりでございます。委員８人で８００点万点中の総得点６３４点となりました。平均点

は１００点中の７９．３点となりまして、定めた基準である６０点をクリアしている状況でご

ざいます。１者のみの応募となりましたので、優劣を比較する相手方がありませんので、平均

点がつけられた状況かなと思いますが、これはあくまでも選考委員一人ひとりの採点でござい

ますので、事務局として詳細まで分析、把握したものではありません。 

 

 こういった選考過程、採点を経まして、選考委員会としては次のとおりまとめております。 

 

（選考委員会の審査内容） 

提出書類、北筑前福祉会からのプレゼンテーション及び質疑応答による選考審査内容は、次のとお

り。 



 5

（1）社会福祉事業経験が豊富であること。 

 同法人は、メイトムデイサービスセンターの指定管理者であり、介護老人福祉施設、通所介護

事業、認知症対応型共同生活事業等、社会福祉事業の豊富な実績、経験があること、また、これ

らのノウハウを生かした職員育成、レベルアップを図っていることから、施設利用者に対し十分

かつ適切なサービス提供が可能と判断される。 

（2）運営方針等が適切であること。 

 公募にあたり提出を求めた資料を評価基準に照らし合わせた審査や、選考委員会での質疑応答

の結果、次のとおり判断される。 

①応募理由、経営理念、事業所の基本方針等、本市が求める運営方針が十分かつ適切に示され

ている。 

②老人福祉センター事業の継続、老人クラブやゲートボール協会への支援継続など現行サービ

スの維持と、新たなサービス向上策も示されており、老人福祉センターＡ型の運営継続が確

実と見込まれること。 

③地域との交流、医療機関との連携により、入所者が地域で安心して生活できる環境構築など、

将来を見据えた方針が明確である。 

④宗寿園の収支見込は非常に厳しいものがあるが、同法人は併設の施設の運営を加えることで

運営は見込めるとしている。同法人からは、「委譲を受けることとなれば、老人福祉センタ

ーとしての役割をしっかり維持継続して運営にあたりたい」と表明があり、施設運営に係る

資金力も預貯金等からみて十分あるものと認められる。 

 

 こういった点を選考委員会としてまとめております。 

 それで、先ほど申し上げましたとおり、各委員の点数は７４点から８９点（平均７９.３）

となり、基準点の６０点をクリアしております。こういったことから委譲先法人として選定す

るものといたしております。 

それから、事業者の提案の中から特徴的なものをいくつか紹介させていただきます。 

運営方針等の中から、健康相談等の実施計画についてをご覧ください。ここでは具体的な取

組みとして、「看護師による健康チェック及び相談の実施」、「栄養士による食事内容のチェッ

ク、栄養相談指導」、「機能訓練指導員による身体機能チェック、身体機能維持のための訓練指

導」、「健康体操の指導実施」などが提案されております。 

次に、教養講座やレクリエーション等の事業実施計画では、現状の実施事業に加え、生きが

い、やりがいの選択肢を増やすものとして「絵手紙教室」、「パソコン事始め塾」などが提案さ

れております。 

次に、老人クラブやクラブ活動に対する援助等の取組みにおきましては、「老人クラブが今

まで行ってきた活動に関しては積極的に支援していく」、「協力体制を整え活動支援を行う」と

示されています。 

次に、入園者の拡大に対する取組計画では、「健康祭りの開催」、「地域文化祭の開催」、手軽

にできる足湯」、「喫茶室、売店の設置」、「小学生でできる福祉施設体験」、「図書室の充実」、

「段階世代への取組み」、継承後１～２年後となっていますが「健康増進のための岩盤浴開設」

といったものが提案として出されております。 

次に、送迎バスの運行計画ですが、これにつきましても現状どおり、送迎コース、臨時での

運行を実施すると示されております。 

また、「地域カフェ」を敷地入り口に一番近いところに設置し、売店も兼ねながら軽食、喫

茶のサービスを行いますということで、ここでは地域との交流についての提案がなされており

ます。 

最後に関係図面をご覧ください。まずは位置図ですが、既存の宗寿園とその南側に新たな施

設の建築が予定されております。新たな施設の図面においては、交流スペースとして地域カフ

ェや足湯を設けたいとの提案がなされております。 

以上が選考委員会での選考状況の説明でございます。 

 

会 長 ありがとうございました。事務局から宗寿園の民間委譲の選考過程、選考結果について、そ

の経緯と内容について説明をしていただきました。ご質問等ございましたら聞いていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 
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委 員 質問じゃないのですが、私は津屋崎園の評議員を前理事長時代に４、５年ぐらいやったので

すが、非常に堅実な経営をやっているなとの印象を強く受けていました。 

 ただ、理事さんのメンバーを見てみますと、出身母体が津屋崎ですので、ほとんど津屋崎な

んですね。今回の経営は宗像市のウエイトがかなり重くなると思いますので、宗像市出身の理

事さんが出てもいいんじゃないかなと思うのですが、そんな印象を受けました。 

 それから、駐車場ですが、現状でも狭いので、かなり真剣に検討しないと、地域密着型施設

をつくるとさらに手狭になってどうしようもない状態になるような気がするわけです。最初か

ら対応を考えなければいけないなと思います。 

 

会 長 駐車場の件、理事の方が津屋崎の方が多いのではないかとか、事務局どうですか。 

 

事務局 理事の件につきましては、私どもが立ち入ることはなかなか難しい話ではございますけど、

現在でもこちらの法人の施設が宗像市内に運営されていますが、そのことが影響するようなこ

とは感じておりませんし、うまく運営をしていただいていると思います。 

 駐車場の件は、私どもも敷地を見た上で、余裕のある敷地ではないと思っておりますので、

若干の課題として残る部分があろうと思います。法人からも今後の考え方が述べられています

が、周囲の使える土地を相談されながら、できるだけ駐車スペースを確保するということが取

組みとして必要ではないかと考えています。 

 周りは地元の財産区の土地ではあるんですが、それに宗像市の都市公園という位置付けが被

っておりまして、これは市の内部で調整がきくことでもありまして、ここではっきりは結論は

申し上げられませんが、今後の課題としては利用者に迷惑がかからないような協議が必要だと

思っております。 

 

会 長 駐車場の件は大きいでしょうね。利用者の方が駐車できないわけですから。地域密着型の事

業を展開するために新しい建物がそこに建つのですから。これは初めから分かっていることで

すから、ぜひ善処されるような、具体的、現実的に解決を図る方向で検討される必要があると

思います。 
 

事務局 宗寿園は平日に賑わっている部分があるという気がします。一方で、併設する中央公園とい

う市民体育館や野球場のある公園の駐車場がある程度の規模があるのですが、そこはほとんど

日曜日の団体利用が多くて、平日は比較的空いていますので、そのへんの使い分けがうまくで

きればとあわせて考えております。 

 

委 員 両方の駐車場を交差して使うことは経営的には問題はないのですか。 

 

事務局 中央公園は、特に何かがなければ使ってはいけないということはありませんので、いつもオ

ープンの状態ですから、問題はないと思います。 

 

委 員 宗寿園を委譲するにあたっての財政的な面での意見ですが、資料の収支差額をみてみますと、

初年度で１５００万円の赤字で、３年経っても１２００万円の赤字となっています。老人福祉

センターを委譲するにあたって、地域密着型とセットということではあるんですけども、セン

ターの運営に毎年これだけ赤字が累積していくというのが、一法人として持ちこたえるのが厳

しいものがあると思います。 

 この社会福祉法人は、これまで宗像市の老人福祉のために貢献してこられたところで、法人

の経営が立ち行かなくなるということは、宗像市の保健福祉にとって非常にマイナスになると

思います。 

 市はこれまで赤字を補てんしてきたと思うんですけども、これだけの赤字が出ると分かって

いて委譲していくのは、かなり厳しいものがあるんじゃないかなと思うので、もう少し赤字が

減らせるような、例えばセンターの利用料を少しだけ値上げするとか、そういった方策を市の

方も考えていく必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 
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事務局 老人福祉センターの構造的赤字を行政的に市が抱えている部分を、介護サービスと合わせて

法人に持っていただくことが良いのかということも含めて、いろいろご意見をいただいている

のが正直なところです。 

 そういうことの結果が、当初かなりの事業者さんが関心を持たれていたものが、実態を説明

していく中で、やはりこれを抱えていくことには無理があるという判断で、最後に残られたの

が１法人になったというのは、そういう意味合いが大きいのかなと受け止めております。 

 市の体制の中での赤字額を民間の知恵でどこまで絞れるのか、新たに違うメニューの収益性

を考えられるような事業を加えることによってどれだけ埋められるのか、そして、ただいまの

ご意見で出ました料金の問題ですが、公募条件の中で、当面は現在の料金でスタートしていた

だくことにはなっているのですが、これはある時期で協議をするというスタンスは残しており

ます。 

 継続をしていただきたいというのが根本のスタンスではありますので、これが経営できなく

なるということに対しては、市もまったく無責任に知りませんという訳にはいかないという部

分が残るということは認識しております。今後そういう関わりができるのかということにつき

ましては、本日の段階では申し上げる状況にはございませんが、検討の余地が残る部分だと考

えております。 

 

事務局 老人福祉センターについて、市としてどういうスタンスで臨むのかというのが一番大事なと

ころだと思います。この審議会が終われば９月市議会に譲渡の議案を出すことになりますが、

ご意見いただきましたように、私どももそのあたりをつめておりところです。 

 老人福祉センターが元気な高齢者の支援のために本当に必要な施設だということを前提と

した、何らかの市の施策を出していきたい、このように考えております。 
 

会 長 今、委員から非常に大事なことをいただきました。この赤字をどういうふうに解消していく

のかですね。 
 

委 員 宗寿園そのものが宗像市の元気な高齢のみなさん方にとって、ぜひ存続して引き続きやって

もらいたいという声が非常に大きいというのが現実ですか。それとも、もういいよということ

はないんですか。やっぱりこれはぜひ続けてもらいたいというのが、おおかたの利用者の意見

ということですね。 
 

事務局 市の事業にはいろんな視点が交錯するものでございます。財政面だけでみるとなかなか厳し

い面があるのですが、元気な高齢者を支援する施策として、これを無くすとあとに何が残るか

と考えると、現状としては非常に意味がある施設となっています。 

 年間に５万人程の方に利用いただいており、実際に現場で会うと、生きがいそのものという

表情をされながら来てありますので、やはりこの宗寿園は、使えるだけ使っていくのが基本だ

との認識でおります。 
 

委 員 宗寿園の概況やこの法人を選考した過程、法人の基本方針、理念などを含めて説明がありま

して、それ以上のことはないと思いますし、ただいまの質疑がありましたので、それに尽きて

おりますけども、一言だけ市の方に要望させていただきます。 

市の人口は９万５千人と思いますが、６５歳以上のいわゆる高齢者といわれる方の人口は１

万９千４百人程度、介護保険の認定を受けておられる方が２千８百台と記憶しています。６５

歳以上の高齢者の１４．７、だいたい１５％ぐらいが介護保険の認定を受けておられるという

ことで、その余の８５％というのがいわゆる元気な高齢者の方々でございます。 

この方々が、老人福祉センターＡ型の持つ、生きがいづくり、健康増進、介護予防、教養、

娯楽、そういうことを通じて、これまで３０年間、年間延べ約５万人が利用されて、非常に役

に立ってきた施設だろうと思います。 

こういう施設を市が持っておくことは、市民福祉への一つの投資でございまして、これを単

なる行財政の理論だけではかることができないことが、先ほどから説明があったように、たく

さんあると思います。それが今回、市の行財政改革アクションプラン等に基づいて、介護保険

事業をやる社会福祉法人に、老人福祉センターＡ型の事業をあわせて経営を委譲することにな
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った訳でございます。 

先ほど委員から話があったように、１８年度の収支状況をみますと２１００万円程度の赤字

が出ていると。それから委譲を受けた後、いろんなサービス取り入れながらも、３ヵ年の収支

見込をみますと、３年目にわずかですけども黒字に転換するような状態になっていると思いま

す。 
 そういった中で、応募するときの決意といいますか、この法人は宗像地区で最大の社会福祉

法人でございますから、素人ではございません。そういうふうなことも十分分かりながら応募

をされたと思いますので、どうか元気な高齢者の、これからますます増えてくる方々のために、

こういうふうなものがしっかり生かされていくように。 
 法人も覚悟して委譲を受けるわけでございましょうから、今後、安易に手をさしのべたり、

利用料、入場料を上げますと利用者が減るんですね。今１００円だから来てるんですね。 
 そのへんのところもあわせて、どうかこの機能が残るように、運営方針なり応募の理由がき

ちっと守れますように、市当局は指導なり監督なりをよろしくお願いしたいと思います。 
 

事務局 ありがとうございます。高齢者の方がどうやって家から外に出ていただくかということが、

施策の大きな柱になるんじゃないかと思っていますので、そのためにも生きがいづくりの一つ

に、宗寿園をしていきたいと考えます。 

 

会 長 これは宗像市の財産ですよね。市民の財産です。赤字が出たからといって行政はそれ以上何

もしないのではなく、何らかの形でバックアップの必要性が出てくるかもしれませんね。 
 先ほどの駐車場の件も含めまして、利用者が利用しやすいそういう環境をですね。 
 民間に委譲されたとたんに非常に利用しにくくなったとか、利用料が上がったとかいうこと

にならないように。 
長年公的な施設として市民に利用されてきた訳ですから、そこはやはり宗像市民の財産とし

て、しっかりと社会資源として維持していくということと、先ほど副会長がおっしゃったこと

をしっかり踏まえて、民間に委譲していくということを、ぜひ行政も踏まえていただければと

思います。 
最初から赤字を覚悟してというか認めてというか、先が見えるということにならないように。 
年間５万人の人が利用しているというウエイトは大きいと思います。 

 

委 員 少し趣旨が違うかもしれませんが、宗像市という地域社会の中でこういった施設がきちっと

稼動しているということは、長期的にみると非常に重要なことだと思います。公の部分から民

に切り捨てたということにならないようにということは、みなさんがおっしゃてるのと同じ意

見なんですけども、最近、介護の問題がいろいろメディアを賑わせましたけども、家庭の中で

できないことをパブリックとして持たなければいけないことに関して、市としての責任とそれ

を受ける民の組織の責務はあると思いますけども、住民も困るのであれば、当然、民として個

としての責任があると思うんですね。 
 日本はこれまで、福祉、医療のことがトップダウンでうまくいった世界の中で稀な国なんで

すけれども、個の責任として、少しは活用して、これが存続していくように協力していくこと

が必要なことではないかと思います。 
 スイスでは何年間か税金を払ってないと福祉施設に入れないという町があるんですね。一方、

３０年ぐらい前にアメリカでは、福祉施設に高齢者がどんどん越してきて破産した町がある。

ですから、人々がこの町で老後を過ごしたいと思えるような町になるためには、こういった施

設がきちんと動いている必要がある。それについてパブリックとしての責任は何か、施設の責

任は何か、住民の責任は何かというところで、私はやや、こういう介護とかの施設はまだパブ

リックがしてあげなくちゃならないという気持ちが強いようですけども、やっぱり個人として

困ることは、みんなで持ち寄ってやらなければならない。 
 そういう住民の意識改革みたいなところにも少し目を向ける必要があるのではないかなと

いう感じを持ちます。 
 この組織がどのようにうまく運営されていくかについて、市の関与はこれで終わりというこ

とではないというふうに私は理解したいと思います。 
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会 長 貴重なご意見をいただきました。公的責任はいうまでもないことですけども、民間事業者の

責任、同時に地域住民一人ひとりの責任ということをおっしゃっていただきました。 
 
委 員 説明の中ではなかったんですけども、運営方針の中の衛生管理対策についてですが、こうい

う施設において重要なのは、運営とかそういったことも大事なんですが、衛生管理が非常に問

われると思うんです。 
 食中毒や感染症についての取組みが、文書としては立派になっていますけども、実際の中身

がきちんとしたものになっているのか、私はここに結核とか MRSA、疥癬の感染症だけじゃ

ないと思いますし、図面ではお風呂も増えるようになっていますので、レジオネラや O－１５

７といった感染症も組織の中では考えられているとは思いますが、定期的にどのくらいの頻度

で検査されるのか、市として指導していけるのか。 
 そのへんは、受け入れたところが考えて法に従ってやれるとは思うんですが、それ以上に神

経を使わないといけないんじゃないかと感じましたので、意見として申し述べました。 
 

事務局 衛生管理面のご意見をいただきましたけども、これも重要なことであります。今回公募での

ご提案に関しましては、いろんな面において書類上でこういうふうにやりますと意思表示をさ

れているものです。 
要は実際にどこまで実現していただくかということが肝心なことでありまして、従来の介護

サービス施設は県が指導に入るということですけど、地域密着型に関しましては、市の方が直

接管理することになります。基本的管理はきちっとやっていただかなければならないのは当然

ですし、全般的な運営につきましても、運営会議というものを設けられて、定期的な運営状態

の把握をさせてもらいますし、特に宗寿園に関しましては、運営を委譲しましたけども、市と

してこれを継続するというパブリックの責任の部分に関わってきますので、全般にわたって入

らせていただくということになろうかと思います。 
 

委 員 今回、宗寿園を市の公の施設から社会福祉法人に委譲されるというのは、それなりの計画と

市の方針があってされることですから、公の責任というのは十分かかります。ただ、それを分

かりながら行政改革の一環としてこういうふうにされたし、そのことは十分承知しながら社会

福祉法人が受託をした。手を上げてやる志しと運営方針を明確に示した。 
公の責任は決して免れるものではないと思いますけども、やはり少なくとも３ヵ年計画は作

ってありますので、すぐ市が手を差し伸べるようなことはなされないとは思いますが、そのあ

たりは厳格にみていかなければならないと思います。 
すぐ手を差し伸べるのであれば、民間委譲する必要はないと思うんですね。ちょっと厳しい

言い方ですけどそう思います。社会福祉法人の方も、くどいようですけどもそれだけの覚悟と

新しい事業を付加しながら、経営を補てんさせていこうという決意のもとに出してあるわけで

すから。そして、長い歴史をもった地元の社会福祉法人ですから、いろいろなアイデアも出て

くると思います。そのへんを重ねてお願いしておきます。 
安易にすぐ公の責任で手を伸ばされないようにお願いしておきます。 

 
会 長 意見が出尽くしたように思います。それでは、ここで老人福祉センター宗寿園の民間委譲に

つきまして、選考委員会の決定どおりに社会福祉法人北筑前福祉会に宗寿園を委譲するという

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す。それでは、本審議会としては宗寿園を社会福祉法人北筑前福祉会に

委譲することを承認することといたしました。 
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（２）保育所の定員増について 

 

会 長 それでは、もう一つご審議いただく事項、保育所の定員増について。 
これは、先日、市長さんの方から本審議会に諮問がございました。具体的な内容について事務

局からご説明をお願いします。 

 

事務局 よろしくご審議お願いします。 

それでは、保育所の定員増について説明させていただきます。諮問についての趣旨説明に沿

って説明いたします。 

現在宗像市には、１１の認可保育所がございます。現時点での認可定員は１１００人となっ

ています。１３年度から１９年度までの４月の入所ですが、１５年から１７、１８年は１１０

０人程度で推移しておりましたけれども、１９年度になりまして１１６２人という数値となっ

てきております。 

各年度の３月時点になりますと、定員の２５％以上のところで定員を賄いますので、そのと

ころで１３００人という推移がきております。また、宗像市の総人口から学齢前の児童数です

けれども、この人数を導き出しまして、認可保育所での入所児童数ですけれども、こういうも

のを参照いたしまして、３年での平均増加率ですけれども、１７、１８、１９の３年間をみて、

２０年度から２６年度の推移を出しております。 

この推移をみてみますと、認可保育所におきます入所児童数というのは、２０年度４月時点

から１１００人を超えると、こういう状況が推計の中からみられております。こういう推計を

もとにしまして、定員増について検討をさせていただきまして、今回提案させていただくのは

１２００人とするところですけれども、趣旨説明の中で、女性の社会進出というところがござ

います。これは、県の女性の就業状況の統計をみますと、保育園児を持たれる母親の就業率が

ずっと上がってきた状況がございます。 

それから、保育の質や子どもの育ちなどというところですけども、これも今、国の方で保育

所の保育指針の改正がなされております。この中に保育所の施設を含めた質の問題が書いてあ

ります。また、保育所の責任、これからの社会的責任のところをみてみますと、まさにここの

保育の質を上げなさいということが指針の中で強く示されているようでございます。 

こういうものも勘案させていただきましたところで、定員を上げさせていただければと。 

それと、前回、１５年ですけども、定員増をさせていただいた折に、答申の中に附帯意見と

しまして３点出されておりました。１点につきましては子育て支援計画のことでございました

ので、定員の提案のところではございませんでした。 

幼保一元化の動向に留意して、保育の質と内容を高めるように配慮することというご意見を

いただいておりました。これにつきましては、各幼稚園、保育園の動向も調査させていただき

ましたところ、現時点では認定こども園への移行というところはお持ちでないようにつかんで

おります。 

もう１点は、既存の保育所の経営の将来的安定化にも配慮することというご意見をいただい

ておりました。これにつきましては、県の監査ですけれども、これに基づいた県の指導を各保

育園は仰いでありますし、今回の定員増にあたりまして、各保育園の経営状況等も聞き取りい

たしまして、将来的なところで、保育園の方からも経営は安定していますとの意見をいただい

ています。そいうところを判断をさせていただきまして、２０年の４月から１１００人の定員

を２６年度までの分を含めて１２００人の定員ということで提案をさせていただいておりま

す。 

 

会 長 今、諮問の趣旨説明ということで、なぜ１１００人の定員から１２００人の定員にかえるの

かというところをご説明いただきました。保育園の定員増について、ご意見等ありましたらお

願いします。 
 
委 員 幼稚園の園長会を代表して出させていただいているんですけれども、私立幼稚園の実態調査

を私立幼稚園どおしで毎年やっておりまして、この５年間、毎年、定員１５５０名の定員に対

しまして、１２００人台で推移しております。今年は１３００人台にのったんですけども、そ

の現状において、市の負担といいますか、今年の秋から募集の始まる公立幼稚園の民営化の時
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点において、市の経営状況についてこういう状況だから民営化していきたいというお話があっ

ております。それで来年から公立幼稚園から私立幼稚園に民営化されます。その状況において、

もう１園宗像市においては、私立幼稚園が増えます。 

 その中で、保育園に入っている園児の人数ですけれども、現在、あずかり保育制度というの

が幼稚園にありまして、朝の８時くらいから夕方の６時まであずかっているんですね。夏休み、

冬休み、春休みもずっとあずかっておりますので、現状を分析しなければいけないと思うんで

すけども、その審査の段階において、あずかり保育で対応できる就労してある方はいるんでは

ないかと。 

 その状況において、福祉での負担金の方が、私立幼稚園にかかっている市の負担は少ないん

ですよね、幼稚園にやった方が。 

 現状の市の情勢、財政状況から考えて、幼稚園の方が２３０人の定員割れをしている状況の

中で、それでカバーしていけるんではなかろうか、そのあずかり保育制度を各幼稚園がやって

いる状況の中で、それで対応できる部分がまだかなりあるんではなかろうか。 

 そして来年度、公立幼稚園が私立幼稚園になっていくという現状がある中で、今やらなけれ

ばならない状況があるのか、その公立幼稚園が私立幼稚園になった状況において、その動向を

２、３年の分析の間に行っても、そういった現状を見据えてからでもおかしくないと思います

し、これから先の人口推移をきちっと調べてですね。 

 確かに定員いっぱいいっぱいいらっしゃるのも分かるし、１００何パーセントかの充足率と

いうのもよく分かるんですけども、保育園と幼稚園の共存共栄というんですかですね、そうい

ったことも考えた上で、市の要綱を踏まえた総合計画がいるんではなかろうか。ただ単にいっ

ぱいだから保育園を増やしていこうではなくて、総合的な収支計画をもっと持っていかなけれ

ばならないんじゃなかろうかというふうに思いますので。 

 この前の宗像市の園長会議では、そういう話が出ましたので、この定員増については、もう

一度考慮していただきたいという話になっております。 

 

事務局 今のご意見は、幼稚園連盟のご意見ととらえてよろしい訳ですね。 
 
委 員 はい。 

 

事務局 ご意見として尊重はさせていただかなければならいと思っております。ただ私どもといたし

ましては、安心安全な保育というところですけども、ここのところの使命というのは市の方で

持っておりますので、やはり保育の質も上げていくというところで、保育園の定員を考えさせ

ていただきたいと。 
 当然、おっしゃるように保育園と幼稚園の共存共栄をしていかなければいけないと思います

し、その中で国の制度として、認定こども園というのもございますから、幼稚園連盟さんの方

におかれましても、そういったところでご検討いただければと思います。 

 

会 長 他にご意見ございませんでしょうか。 
 
委 員 資料をみてみると、人口に対する定員の割合というのが一番多いのが３．１８％、一番低い

のが０．９３％と３倍くらいばらついていますが、これには適正な数字があるのでしょうか。 
 当然、多いところは入所率が低くなってもいいのかなと思うんですが、嘉麻の３．０８％で、

入所率が７７％とかなり低い。数字をみてると、人口に対してどれくらいが適正な数なのか、

何かあれば教えていただきたい。 
 

委 員 今、委員から質問がありましたが、人口に対するパーセントというのは、必ずしも保育所の

整備とか充足とは関係がないんですね。就学前の子どもで幼稚園にいく子ども、保育にかける

児童で保育所にいかなければいけない子どもに分かれていきまして、保育にかける子どもに対

して保育所の定員がいくらになっているかということなんですね。 

 委員のおっしゃってるような嘉麻では、定員割れを生じているんですね。こういう場合は原

則的には定員の見直しをしなければならない訳ですね。ところが、筑豊産炭地域で子どもも少

ない、定数もそのまま見直しがされずにきているということで、非常に充足率が低いと、そう
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いうふうな状態ですね。 
 全体的には、類似の人口規模の市とか、産業構造とか就労構造が違うと単純に比較はできま

せんが、そういう横並びにみて、うちの市はあそこと同じくらいだが待機児童が多いとか、整

備状況がよいとか、そういう比較、検討する材料に使えるんですね。 

 

会 長 他にございませんでしょうか。 

 

委 員 保育所の需要の内訳について教えていただきたいのですが、例えば、３～５歳児ですと幼稚

園の園児と需要が重なると思うんですよ。０～２歳児は幼稚園では対応ができないので、これ

は保育所の定員増でカバーしていくということになっていくと思うんですね。 

 ですから、今増えているのが０～２歳児の保育園年齢の子どもで、かなりしっかりした保育

体制をとらなくてはならない子どもが増えているのかどうなのかといったことでもちがうの

ではないかなと思うので、その内訳を教えていただけますでしょうか。 

 まんべんなく増えているのか、低年齢の子どもたちをあずけるお母さん方が増えてきている

のかどうかということを教えてください。 

 

事務局 今日は年齢別のデータを持っていないのですが、児童福祉法に、市町村は、保育にかける児

童がその保護者が保育所入所を申し込めば、保育をしなければならないと義務付けられていま

すので、保護者が幼稚園を選ぶのか、保育園を選ぶのかという選択の権利を持っています。 
 市町村が、保育を申し込まれた保護者に対して、あなたは幼稚園のあずかり保育の時間なの

で幼稚園にいかれてはどうですかということはできない状況にありますので、２歳児であろう

と５歳児であろうと、保育にかける児童を保育所に入所させたいと保護者が申し出れば、市町

村には保育所に入所させる義務があります。 
 なぜ来年度に定数を増やさなければならないのかということになりますと、今年度１１６２

人が４月に入所しておりますが、申込みは１１７９人申し込まれて、ご希望の保育所に入所で

きていない子どもが１７人いらっしゃいます。これが宗像市が待機児童ゼロということで、待

機にカウントされていないのは、待機児童が通所できる範囲３０分以内のところで入所できる

保育所があるのに、保護者の事情によって入所させないのは待機児童にカウントしないという

通達があっておりますので、宗像市は市内どこでも３０分以内でいけますので、待機児童に含

めていないということです。 
入所させたいけれども保育所に入所できていない方がいらっしゃるということで、現状でい

けば当然来年度もこれ以上の申込みがあるだろう、また、入所できない子どもさんが発生する

可能性があるということで、市として待機児童を発生させないために、２０年度に定員増をお

願いしたいということでございます。 
 

委 員 児童福祉法の規定はそうなんですけども、このところ、そういう方針というのがいろいろと

変わってきていると思うんですね。厚労省だけで子どもの問題をしているのじゃなくて、その

ために次世代育成支援をやっているのかというと、縦割りを廃して全体として子どもを育てて

いく、支援していこうとなっている訳ですから、今ある社会資源を有効に使って地域で子ども

を育てていくということを考えいく必要があるのかなと思います。 

 行政は担当部局が違うので、その中ではなかなか難しいところではあると思うんですけれど

も、例えば、情報提供をしてみるとか、選ぶ主体は親御さんだったとしても情報提供すること

はできますし、このところ幼稚園も給食の設備をほとんど整備されてきてるので、昔と違って

お互いが似通ってきているところがあると思うので、将来、子どもは減っていくわけですから、

そこの中でいかに質の高い保育と、女性が社会参加しやすい環境を整備していくのかというこ

とは、総合的に考えていく必要というのもあるんじゃないかなと思うので、実際、若い方に移

住してきてほしいという市の意向もあるので、できる限り子育ての環境整備には努めていかな

ければならないと思うんですけれども、ただ持っているお金にはには限りがあるので、そのあ

たりのところを十分勘案しながら、細かくデータをつめて、対策を立てていく必要があると思

います。 

 

事務局 今のご質問の趣旨は、幼稚園、保育園に関わらず、施設利用について市民等に広く広報をと
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いうことで理解してよろしいですか。 
 私どももとしても、そこのところは力をいれておりますところで、ほーしすというホームペ

ージがあります。この中に保育所のご案内とか幼稚園のご案内というコーナーがございます。

そこに幼稚園の特徴なり保育園の特徴を載せていただいており、市民の方だけでなく他からも

アクセスしていただければ、情報はいつでも取っていただけると思いますし、実際に福岡市の

方からも、宗像市に転入するにあたり、ほーしすを見て保育情報が載っていたということで、

大変良いシステムですねとの言葉をいただいたこともございます。 
 今後、これを宗像市のホームページにも移行させまして、そういうものを引き続きおこなっ

ていきたいと思っておりますし、広報紙にも幼稚園、保育園の状況等を、教育委員会と連携し

ながら、掲載していきたいと考えております。 

 

会 長 宗像市の特徴として、保育ニーズは、例えば、０～２歳ぐらいまでの子どもがかなり高いの

か、それとも幼稚園と競合する３歳以降のニーズが高いのか、傾向はわかりますか。 

 

事務局 法整備、育児休業が定着しつつある傾向があると思うのですけれども、０歳児については幾

分減少しております。ただ、１歳児２歳児で入所した児童は、そのまま継続して５歳まで保育

所に入所しているという傾向がありますし、また下に子どもができると、３歳未満ですと下の

児童を保育所にあずけますので、下の子を幼稚園にというと時間的に忙しい母親には無理なと

ころがあると思います。 

 ですから、途中で３歳になったので幼稚園にという例がないことはないのですが、多いとは

いえない状況です。幼稚園にいっていただく子どもが増えるということは、市にとっては財政

的にもありがたいことなんですけれども、情報提供はしたとしても、強く勧めるのはできかね

る状況です。 

 

委 員 外からみても、保育と教育の中身が非常に近づいてきていると、分けるのが難しい部分も最

近は見受けられると。そういうこともあって、古くて新しい議論ですけれども、認定こども園

あたりの問題もでてきていると思います。 

 ただ、幼稚園を選ぶ子ども、保護者、保育にいかなければならない子ども、保護者というの

は、おのずから分かれていると思うんですね。従って、宗像市における女性の社会参加を進め

る、あるいは若い世代の人口を定住化、あるいは子育て支援を幼稚園とあわせて背負っていく

ということで、一定の待機者もいる、希望する保育園にも入れない子どもがいるというところ

から見れば、やはり整備はしなければならないだろうと思います。 

 １００人の定員増ということですけども、これは一挙に１００人増やす訳ではないんでしょ

う。２６年までの動向を見ながら、この際１２００人に定員を増やしておくと。 

 従前は、ぎりぎりでこの審議会にかけたら、すぐその数だけ保育所を整備してたんですね。

そういうことではなくて、２６年まで見通しての答申を受けたいと、そういうことですね。 

 

委 員 今の発言を聞いて、少しは納得したところがあるんですけれども、できるだけ箱物的な予算

をかけないでやれるところはやって、新しくつくるとかそういうことはしないで、できるだけ

市の負担状況を少なくしながらやっていくことが大事ですし、幼稚園も定員を満３歳になる年

から、４月から入れるという状況もでてきておりますので、それで対応できる子もいますし、

そういったことを考えながら、一気に１２００人にするのではなく、箱物をできるだけつくら

ずに対応していけるところはいくと、そういう総合的な計画が必要だと思うし、そういった説

明を全然受けていない幼稚園の状況ですので、これは審議会と関係ありませんけども、ぜひ私

立の幼稚園連盟の方にも、こういうふうにしていこうと思っている計画なり、お話を一応ほし

いな思いますので。 

 今すぐに１２００人にするというわけではなくて、箱物で増やしていくわけではないんでし

ょう。その点はいかでしょうか。 

 

事務局 定員増にあたりましては、新たな園を設置するということではなくて、既存の園の中で、国

の基準がございますので、基準にあったところで施設は使うという考えでございます。 

 幼稚園連盟さんからの要望も受け止めさせていただきまして、教育委員会と連携し話をさせ
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ていただければと思っております。 

 

会 長 ぜひ縦割り行政の弊害をなくして、横のつながり、情報を共有して、お互いに対応していた

だきたい。 

 

委 員 子ども課が担当として、どこまで知っていらっしゃるんですかね。子ども課には全部この情

報は流してくださってるんですか。 

 

事務局 こういう情報につきましては、業務のところで守らなければならないところもございますの

で、そこのところにつきましては、私どもとしてはきっちり守っていきたいと思っております。 

 それから、幼稚園連盟さんの方も園の特色を教育委員会に話をしていただければ、ホームペ

ージ等を活用しながら、園の紹介をしていければと考えております。 

 

委 員 幼稚園にとって非常に大事なことですので、何度も言わせていただいて申し訳ないんですけ

れども、保育園の定員増については、前にあったときに幼稚園の園長たちがかなり反対をして

いるんですね。今回もこの件については、耳に入れた時点ではものすごく反対しておりました

ので、どうでしょう、すぐにこれをやらなければならないというのでなければ、子ども課と説

明を幼稚園の方にしていただいてからしていただくことはいかないのかなと思うんでですね。 

 総合的に、それだったら幼稚園も、例えばあずかりを６時までにしておいて、さらに延長を

７時までかけるようなことで対応するとか、そういったことができないのか、例えば、認定こ

ども園を私たちも考えていたんですけれども、何のメリットもないんですね。国、県、市から

の補助も何もない現状においてやるというメリットは何もないので、みんなやらないというだ

けであって、宗像市が手を上げて認定こども園をされるのなら補助しますよというのであれば、

手を上げる園もあるかもしれないですよ。 

 だから、そういったことが何もなくして、現状のままでは何も認定こども園に移行していく

メリットがないという状況でやってないだけですので、総合的なプランをもう一度考えていた

だいて、この定員増について考えていただけたらなと意見としては思っております。 

 

事務局 幼稚園の方から話されたことにつきましては、真摯に受け止めさせていただき、教育委員会

が管轄になりますので、ご説明等に伺うことについては、何ら異存はありません。ただ、これ

につきましては、あくまでも保健福祉審議会への諮問という形で出させていただいております

ので、ご説明等には行かせていただければと思っております。 

 

委 員 保育所の入所の件ですので、審議会の中では私が一番担当しているところではあるんですね。

私も今年審議会の方に代表で出させていただいているので、過去の推移の中での定員増の問題

というのは理解できないところもあるんですけれども、この数年の現状でいいますと、整備状

況の必要性の中で考えますと、正直なところ一施設長としては危惧するところがあるんですが、

保育所という役割を考えたときに、必要性を客観的に考えてみますと、やはりほとんどの園が

定員充足は１２５％になっているんだと。 

そして、次世代育成の枠組みの中では、子育て支援という枠組みを保育園、幼稚園、そして

もう一つの箱物として認定こども園という三つの枠組みで、今後整備されてくると思うんです

が、その三つの枠組みの中で、保育所の役割として保育にかけるその必須要件を考えたときに、

ここ数年の傾向にあるんですが、一つは児童数の増加はそんなにないんですが、保育所の児童

数が増加している背景の中には、主観的なところがあるかもしれませんが、一人家庭の保護者

の方が増えてきているんですよ。私の園でも約１割、２割近くになっているんじゃないでしょ

うか。 

一人家庭、母子家庭になるんですよね、そうなると、やはり就労しなければいけない、そう

いった側面から受け皿としての保育所の役割がでてきて、それが数字にはね返っているんじゃ

ないかな、それがここ数年顕著に表れているんですね。 

乳児は、確かに育休の分とか基盤整備があり、少し下がってきているような傾向が感じられ

ますが、３～５歳の部分で多いいんだという、そういった養育環境という部分、この辺が見え

ないところではないかと思います。 
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このへんが素人の中からは見えない実態だろうと思いますので、整備状況の中の必須要件と

して、補足的に審議委員立場として説明させていただきました。 

 

会 長 貴重なご意見をいただきました。そういうことを私は知りたかったんですよ。現場に近い方

が一番正確だと思います。 

 幼稚園経営者としての心配もあると思いますけれども、一方で待機児童がいるということは、

やはり最大級の問題だろうと思います。 

 

委 員 幼稚園と小学生の子どもがいるんですけども、私は幼稚園と保育園に子どもをいかせたこと

があります。両方良い面があり、親にとって都合のよいのは保育園の方がすごく都合がよくて、

長い時間あずかってくださったり、本当によかったなって思うんですけど、幼稚園も今、あず

かり保育というのがすごくよくて、これなら働くお母さんが幼稚園でも十分まかなえるのでは

ないか。 

 それは新しく変わってきている部分で、情報がいまいち知ることができなかったんですね。

ホームページも見たんですけども、今、すごく変わってて、働くお母さんによい幼稚園がたく

さん出ていますから、幼稚園で十分まかなえるのに、何か意外だなと思ったものですから、い

ろいろなメリット、デメリットの情報がお母さんの方に伝わりやすいような、幼稚園と保育園

の両方が知れる情報が乏しいなと思いました。 

 

会 長 利用者の立場からのご意見だろうと思います。ここは保健福祉審議会ですので、保育を必要

としている子どもたちの保育サービスをいかに進めていくかという視点で取り組むもので、市

長の方から審議会に諮問を受けたものです。 

 いろいろとご意見でましたけども、現実に待機児童が１７名いるという、保育を必要として

いるにも関わらず保育サービスが利用できない子どもたちがいるという現実を解消していか

なければならないということですね。 

 そういったことを考えますと、この諮問の趣旨にありますように、いまの１１００人の定員

から１２００人に変えていくということも大事な点だろうと思います。 

 そういう意味でいかがでしょう、この１２００人の定員にするということをこの審議会で賛

成していただくことでよろしいでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 ただし、委員がおっしゃったように、少数意見として、答申の中に付け加えさせていただく

ことでよろしいでしょうか。 

 

委 員 今日のやり取りは事務局でお分かりでしょうから、その中で重要なものを附帯意見としてつ

けることで。 

 

会 長 こういう意見が出てましたということを付けていただいたら、必ずしもすべての委員が賛成

ではなかったということが分かると思いますので。 

 

 （異議なし） 

 

会 長 ありがとうございます。そういう形で進めさせていただきます。 

 答申書の作成つきましては、私と副会長、事務局とで作成をして答申書を上げたいと思いま

す。できあがった内容を市長に答申し、同時にみなさんに答申書をお送りする形をとらせてい

ただきます。 

 長時間に渡ってご審議をいただきありがとうございました。本日の審議事項はこれで終了い

たしました。事務局の方からその他ありましたらお願いします。 
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４．次回の開催について 

 

事務局 次回の審議会の開催についてでございますが、次回は本年１０月を予定いたしております。

審議事項につきましては、食育推進計画案についての諮問、その他を予定しております。なお、

次回の審議会からは新体制での審議会になります。再任される方もあろうかと思いますが、後

日、改めて日程調整をさせていただきますので、その節はよろしくお願いいたします。 

 

事務局 もう一点お願いでございますが、本日ご審議いただいた宗寿園関係の資料には、法人の個人

情報が多く含まれておりますので、法人の提出資料と選考委員会での選考資料の一部を回収さ

せていただきますのでご了承願います。 

 

会 長 それでは、２年間審議会の委員としてお務めいただき、ありがとうございました。これで２

年間の役割を終えさせていただくこととなりました。ありがとうございました。 

 

事務局 一言お礼を申し上げます。８月いっぱいの任期ということで、この２年間、お忙しいところ

宗像市の保健福祉行政の発展にご協力いただき、本当に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１９年８月３１日 
 
 

会  長   平  岡   蕃     
 
 

署名委員   鴨 川  隆 彦     


