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第４回宗像市総合計画審議会部会（元気を育むまちづくり） 議事要旨 

 

日 時 平成２６年３月５日（水） １９時００分～２１時００分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】池淵惠 岡村純 萱沼美香 桑野俊一郎 久本貴志 

中里留美子 牟田貴美子 田中一郎 

 

【事務局】塔野課長 田中係長 立花係長 新海 狩野 尾園 赤田 

吉武 中村 

篠原課長 中村課長（介護保険課） 柚木課長 吉田課長 

中村課長（子ども家庭課） 下垣課長 森田係長  

瀧口課長 岡田課長 伊藤課長 長谷川課長 古川課長 

村上参事 

報  告 
１）第３回宗像市総合計画審議会部会の議事要旨について 

２）第２、３回部会意見の対応方針について 

議 題 １）第二次宗像市総合計画 基本計画案について 

その他 １）第５回の開催について 

 

１ 経営企画課長あいさつ 

  

２ 報告事項 

（１）第３回宗像市総合計画審議会部会の議事要旨について 

   事務局説明 

 

（２）第２、３回部会意見の対応方針について 

（部会長） 

 報告事項についてはご意見等ないようなので、審議事項について、事務局説明をどうぞ。 

 

３ 審議事項 

第二次宗像市総合計画 基本計画案について 

【安心できる医療体制の充実と社会保険制度の運営】 

（事務局） 

事務局説明 

 

（部会長） 

質問、意見等があればどうぞ。 
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（委員） 

医療体制については、大島、地島の医療体制の充実の記載があるが、離島に対する介護

サービスについては、支援を含めたところで問題があるのではないか。離島に対する介護

事業の推進といった言葉で、何か記載できないだろうか。 

介護施設をつくり展開するようなハードということではなく、ソフト面でもいいのでは

ないか。離島の介護は色々な問題が出てきているため、事業の展開方法は別としても、一

定の進展をはかるような記載をした方がよいのではないか。 

 

（事務局） 

離島の介護サービスについては、充実を図る必要があると議論しており、離島振興計画

の中でもその旨定めている。介護保険事業計画でも定めており、本土と変わらない介護サ

ービスが受けられるような制度の充実を進めていかないといけないと考えている。 

 

（委員） 

島の方と接触していくなかで、離島の介護保険について市の方針が出ていると、やはり

安心感が出てくると思う。 

 

（部会長） 

医療制度については、大島、地島という固有名詞を入れて記載がある。実際に行われて

いるので記載しているのであろうが、今検討中の介護サービスについても何か記載できな

いだろうか。適正化という言葉を使うと、離島が不利になり介護サービスを受けられない

ということは、つまりは適正ではないということである。そう考えると、何か書いたほう

がいいのではないか。この段階で総合計画の中に入れられるかどうか難しいのかもしれな

いので、もう一度議論いただき、つけ加えるのかどうか判断していただきたい。 

 

（委員） 

子育て世代がどこに住むかを決めるときの 1 番のポイントは医療体制の充実であるよう

に思う。医師会から小児科が無くなったときは残念だったと子どもをもつ母親たちから伺

い、子育てに良いまちというところで尐しトーンダウンしたところがあった。それから比

べると、今は休日や夜間の医療体制が整備されているのでありがたく思っている。しかし、

充実と明記するにあたってはどういうことに取り組んでいくのか、また、ただ連携という

ことではなく、例えば利用者の声を拾うようなことをするのか。 

 

（事務局） 

急患センターでは、現在、平日の昼間しか薬剤師を配置しておらず、夜間に関しては看

護師が医師の指示で投薬するという形をとっている。今後は、院外薬局という方向で、薬
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剤師が投薬する体制を考えており、医療体制の充実のところで記載している。確かに、小

児科医の減尐は全国的な問題の部分もあり、小児科の診療科目の開業をお願いしているが、

なかなか難しいようである。当然、継続してお願いをしていく方針である。 

 

（委員） 

利用者の声を拾う場面はあるのか。 

 

（事務局） 

利用者の方からのご要望については、電話や窓口等でお話を伺っており、医師会等で対

応可能な部分があればつなぐという形をとっている。 

 

（委員） 

関連して、医療の専門機関と行政が医療体制の充実に取り組むなかで、利用する方々の

声が反映できるような審議会のようなものがあったらいいということではないか。年に 1

度でもこのような審議会があったら、安心感があるのではないかということだと思う。 

 

（部会長） 

医療体制の充実の方向性に、住民のニーズを反映させる文言を、可能であれば入れてい

ただきたい。審議会をつくるとなると組織的には大変なことだけれども、住民から上がっ

てくるような声をできるだけ反映させるというそれぐらいでどうか。あまり書きすぎると

手足を縛るということになるので、そこを含めて事務局で検討していただきたい。 

 

（委員） 

 子どもがけがや病気をした時に、救急に行くのか行かないのかの判断が難しい。かかり

つけ医と連携がとれるような工夫が出来ればいいのではないかと思う。また、病院同士が

連携をとることができれば、怪我の状態を見たとき、あの病院で治療をしてもらうと傷が

残りにくいなどの情報提供をしてもらえるとありがたい。そうすることで、医療体制がす

ごく充実したものになってくると思う。 

 

（部会長） 

最近の地域医療政策の中ではかかりつけ医がかなり強調されているので、その言葉を入

れて日常的な医師との関係づくりを行ったら、簡単な治療であればその関係の中でできる

部分も出てくるかと思う。事務局で検討していただき、記載が難しければその旨を報告し

ていただければと思う。 
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（委員） 

病後児保育について、市の現状はどうなっているか。尐し触れておいた方がアピールに

なるのではないかと思う。 

 

（事務局） 

病後児保育は医師会病院に委託し実施しており、保育事業の一環として取り組んでいる。

総合計画の中で記載するのかについては、いったん事務局で検討させていただきたい。 

 

（部会長） 

国民健康保険について、保険料を払えず国民健康保険が使えなくなるという状況は生ま

れているのか。 

 

（事務局） 

基本的には、滞納されていても資格者証というものを発行し運用しているため、医療が

受けられないという状況にはならない形をとっている。 

 

（委員） 

社会保険制度の健全運営の主な取組事業で、国民健康保険の税率と介護保険料の見直し

について、どのように考えておられるのかを伺いたい。 

 

（事務局） 

介護保険料については、介護給付総額の 21％を 65歳以上の高齢者から負担していただく

ことになっており、介護給付が増えれば保険料は上がるという仕組みである。現在、介護

保険事業計画の第 5 期目であるが、介護保険料を引き下げるために積み立てていた基金を

取り崩し、保険料を軽減している状況である。 

 

（部会長） 

 見直しというと、保険料をあげるととらえられるが、基金を活用して保険料を減額する

ということについて記載することは難しいのか。 

 

（事務局） 

第 5 期ではそうであるが、第 6 期になると基金が枯渇し、介護保険料に反映されること

になってくる。保険料を下げるためには介護給付を増やさないこと、いわゆる給付の適正

化に努めていかなければならない。 
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（部会長） 

介護給付の適正化についても触れておいた方がいい気がするがどうか。 

 

（事務局） 

明確ではなかったということで、介護給付の適正化について記載していきたいと思う。 

 

（委員） 

国民年金制度の啓発の充実とあるが、どのようなことをするのか。また、厚生労働省が

社会保障制度を国民が知るために社会保障教育の充実という方針を出しているようだが、

取り入れる予定はあるのか。 

 

（事務局） 

国民年金制度の啓発の充実については、現在、市の広報紙で啓発している。平成 24年度

には 11 回、今年度は 10 回ほど広報紙に掲載した。社会保障教育の充実については、国か

らどのような取組みをするのか方針がでていないため、どのような対応をするか決まって

いない。 

 

（部会長） 

 そのほか、意見等はないか。ないようなので、次の施策についての説明をお願いしたい。 

 

【自立した生活の支援】 

（事務局） 

事務局説明 

 

（部会長） 

 この施策について、意見等はないか。 

 

（委員） 

障害者差別解消法の施行が 2016 年から始まるはずだが、掲載しなくていいのだろうか。

もう一点は、障害者自立支援協議会について記載がないが、記載しなくてよいか。 

 

（事務局） 

障害者差別解消法については、平成 28 年 4 月 1 日から施行される予定である。その間、

国が広報による啓発活動を行っていくことになっている。記載について検討していきたい。 

障害者自立支援協議会については平成 22年度に発足しており、当事者の団体、雇用就労

分野、教育分野、行政などの各機関によって構成されている。記載については事務局で検
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討させていただきたい。 

 

（委員） 

新たにその言葉を出さなくても、現在の文面のどこに含まれているのかがわかれば、そ

れでいいと思うがどうか。 

 

（事務局） 

取組方針の 2行目にある「相談支援等の組織体制の充実」のなかに含ませて考えている。 

 

（部会長） 

障害者自立支援協議会という組織を知らない人は読み取れないと思うので、記載するか

どうか事務局で検討していただきたい。 

 

（委員） 

主な取組事業の「障害者の運動・スポーツ活動の強化」はどのような事業か。 

 

（事務局） 

 この事業については、賑わいのあるまちづくり部会で審議するスポーツ施策に記載して

いる。今年度からスポーツ振興計画を策定しており、そのなかで、障害者スポーツについ

ても何らかの形で調査研究をしていきながら、市としても取り組んでいく必要があるので

はないかと議論している。 

 

（委員） 

権利擁護事業について、問題となっているのは成年後見人制度を利用できない、いわゆ

る予備軍についてのことだと思われる。予備軍への対応については、各市町村が独自事業

として展開しているところであるが、現在記載のある「成年後見制度をはじめ、各種サー

ビスの周知や効果的な利用支援」に含めて考えていくと解釈しておいてよいか。 

 

（事務局） 

さまざまな介護サービスや福祉サービスを後見人が必要とされるまでに至らない方にも

提供しているため、ご質問のとおりの内容、意味の解釈でよい。 

 

（委員） 

施策区分の経済的な自立支援にある就労支援について、就労＝賃労働ととらえるのでは

なく、ボランティアなど出来る活動からはじめ、就労可能な人は就労に向かって行くとい

う段階的な取組みはどうなのか。生活困窮者はいきなり就労に結びつかないということも



7 

 

あり、賃労働の前に活動できることをという議論もあっているが、ここでの就労支援は、

あくまで賃労働という理解となるのか。 

 

（事務局） 

おっしゃるとおり、ここでは賃労働ととらえ、その充実という形で考えている。 

 

（委員） 

生活困窮者自立支援法の議論や生活保護の自立支援プログラムの議論の中でも、賃労働

をいきなり目指すというのは難しいということがあっている。中間的就労ということで段

階を踏んでという表現を含められたらいいのかなと思う。 

 

（部会長） 

就労に向けた支援というのも必要ということであると思う。事務局は検討していただき

たい。そのほか、意見等はないか。 

 では、次の施策について、事務局の説明をお願いしたい。 

 

【互いに尊重し、協力し合う社会の実現】 

（事務局） 

 事務局説明 

 

（部会長） 

 この施策について、意見等はないか。 

 

（委員） 

 未成年の人権尊重について、子ども基本条例については記載しなくてよいか。 

 

（事務局） 

 おっしゃるとおり、子ども基本条例についてもこの中に記載していきたいと思う。 

 

（委員） 

児童虐待やＤＶなどによる避難場所ということで、シェルターは市にはあるのか。 

 

（事務局） 

児童虐待については、家庭児童相談室という相談窓口があり、相談を受けた場合は、県

につないでいくという流れができている。 
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（事務局） 

人権にも「こころと生き方の相談」という相談室があり、児童虐待やＤＶなどの相談を

受けている。相談があれば県につないでいくようにしている。 

シェルターについては市にはない。シェルターは福岡市南区にあり、小学生までが入れ

るようになっている。小学生以上は親御さんと別にする、親御さんと一緒に別の場所を借

りるといった形で対応している。 

 

（委員） 

 男女共同参画を推進している優良企業をバックアップしていくような形も必要なのでは

ないか。例えば啓発ということで、男女共同参画を推進している企業を広報等で紹介する

ような考えはあるのか。また、意思決定の場の女性の割合が低ということがあるが、講座

等に取り組むだけではなく、コミュニティなどに積極的に出向いて推進するということは

ないのか。 

 

（事務局） 

企業の紹介については、機会があれば広報等で行っていく。実際、女性だけを集めた企

業を紹介した経緯もある。 

男女共同参画の推進については、先日も各コミュニティを回り、女性の登用をお願いし

てきたところである。また、社員 30 人以上を有する企業を対象に、2 月、3 月の間で年 1

回、研修会を開催しており、その場で推進を図っている。 

 

（委員） 

 ちょっとした啓発だけではなかなか人が動かないので、女性を育成することにもいま取

り組んでいる。女性にも問題があって、意思決定の場などに出るのは男性と決めつけてい

るような状況もある。そのような考え方を変えていくということが大切なものになってい

る。 

 

（事務局） 

ご意見のとおり、昔からの固定観念が残っている。地域の役員においても、役員名簿に

はご主人の名前で登録してあり、出席されるのは奥様という実態もある。このような形を

改善していくためにコミュニティ回りを行っており、また、「まいまいカフェ」という形で

各地域を回り、女性の方の地域への参加を勧める取組みを行っている。 

講座についても、女性だけの講座ではなく、男性が料理するような講座にも取り組んで

いる。女性だけでなく男性も含めたところでの男女共同参画というものを目指している。 
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（部会長） 

先ほど、優良企業の紹介というところで啓発活動の取組みが出たが、表彰とまでは言わ

ないまでも、企業を紹介するということをもっと強めてもらいたい。 

 

（事務局） 

男女共同参画懇話会という意思決定機関があるが、この機関に農業、漁業に従事されて

いる女性の方に入っていただき、そういった方の意見等を紹介していくのも一つの手であ

ると考えている。 

企業となると、登用率の問題もあり難しいところもあるが、広報紙にある男女共同参画

のページで紹介していきたいと思っている。 

 

（委員） 

人権の尊重については、学校教育と社会教育の中でもきっちりとやっていかなければな

らないと思うが、取組方針を読んでいると、学校教育に偏った記載になっているように見

える。教育となると学校現場だけが行うものととらえられそうであるため、上手な表現に

していただきたい。 

もう 1 点は、他の部会のことかもしれないが、世代間の交流ではなく、世代間の協働を

考えていく必要があるのではないか。まちづくりはリタイアした高齢者が取組んでいくの

ではなく、若い世代と一緒になってまちづくりに取り組んでいくほうが良いまちづくりが

行えているような気がする。尐しテーマとは離れた内容かもしれないがどうか。 

 

（事務局） 

1点目については、文章をわかりやすく訂正したいと思う。 

 

（事務局） 

2点目の世代間との協働については、直接的な文言として世代間の交流という言葉自体は

書いていないが、コミュニティの施策と連携の施策の中で、地域人材の掘り起こしや世代

間の交流といった記載がある。世代間で交流しながら、また協働しながらやっていくとい

うことの意味合いを込めて記載している。 

 

（委員） 

人権は、すべての取組みの 1 番の柱だと思う。今の記載は文言が尐なく寂しいと思われ

る。男女共同参画については、企業の理解、子育ても企業が一緒にやっていくようなこと

までも啓発していただければありがたい。 
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（事務局） 

市内には大きな企業がなく、企業のためには女性の管理職の登用、育休の充実を図るこ

となどについて企業研修を行っている。これの継続については、当然やっていく方針であ

る。 

 

（委員） 

いまマタニティハラスメントという言葉があるが、そういった部分の記載を検討いただ

たい。 

 

（事務局） 

マタニティハラスメントは、福岡県の人権の７つの柱のうち「その他」に属しているも

のである。このなかには、アイヌ問題や北朝鮮問題などが含まれており、マタニティハラ

スメントだけを掲載することは難しいと考えている。 

 

（部会長） 

市民が考える人権の概念に違いがあるため、注釈のなかで、ここでいう人権の定義がど

うなのかということを記載されたらどうか。 

 

（事務局） 

人権の記載内容も含め、検討させていただきたい。 

 

（委員） 

70歳以上の方の入場料が無料ということもあり、多くの 70歳以上の方が出席された視察

研修に行ったが、参加された高齢者の方はみんな元気だった。やりがいをもっている方は

元気だということを感じ、この部会で議論した元気な高齢者の施策は大切だと思った。ま

た、高齢者の方々に対して、介護保険を使うということは、次の世代の子どもたちに負担

を背負わせるということだというお話をしたところ、納得されていた。今日、介護保険料

の見直しによる増額について議論があったが、元気な高齢者が増えるということが、介護

保険料の減額につながっていくのではないかと感じている。 

 

（部会長） 

せっかくの時間と機会のため、何かある方はどうぞ。 

 

（部会長） 

 報告であるが、先週学生を連れて大島に行き、75 歳以上の健康な高齢者からヒアリング

をするという授業を行った。島には自立して生活できる人たちが残っているので、島の高
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齢者は健康なように見えるけれども、介護度が高くなれば島では生活できなくなり、本土

に行くという形をとらざるを得ないというところがある。高齢者からすると、島で人生を

全うしたいという気持ちもあるため、なんとも難しい問題だと思いながらヒアリングさせ

ていただいた。その中で気になったのは、大島診療所が中心となって実施している調査で、

島民の食塩接種量が非常に多という問題である。このことに対する保健師による保健指導

が行われているという現状もあり、医療費の削減にもつながっていっているのではないだ

ろうか。 

 

（部会長） 

 他に何かご意見、ご報告はないか。それでは、審議事項についてはこれで終了とさせて

いただく。 


