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第３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２月４日（火） 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】中野部長 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 磯部課長 柚木課長 石松係長  

長谷川課長 古川課長 村上参事 

報  告 
１）第２回宗像市総合計画審議会部会の議事要旨について 

２）第１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回の開催日について 

 

１ 経営企画課長あいさつ 

  

２ 報告事項 

（１）第２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１回部会意見の対応方針について 

（部会長） 

意見があるという方はどうぞ。 

 

（委員） 

細かいところだが、子どもの健全育成について、キャリア教育の注釈「キャリア教育と

は一人一人の」は漢字が重なっている。後ろは平仮名にしたほうがいいのではないか。 

 

（部会長） 

地域の注釈に「地域とは学校、家庭を除くものをさし」とあるが、何から何を除いたの

かが不明である。引く相手がいないので気になる。 

 

（委員） 

家庭も地域の一つというとらえ方もあるので、学校、家庭を除くものという表記はいら
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ず、地域住民や地域コミュニティと記載すればいいのではないか。 

 

（事務局） 

 総合計画の中では、これらの施策以外に地域全般にわたる施策がたくさんある。その中

で、地域に似た言葉として、自治会やコミュニティという言葉を使っている。自治会につ

いては、一つのまとまりを形としてとらえることができ、範囲が特定される。コミュニテ

ィについても 12地域あり、範囲が特定される。地域とは、施策によってとらえる範囲がか

なり変わってくることから、子育てと教育における地域という考え方については、小中一

貫教育の指針で地域について述べているところがあり、その部分を抜粋しているというと

ころである。 

例えば観光施策では、複数のコミュニティをさして地域ととらえるため、施策によって

地域のとらえ方が変わるというところを御理解いただきたい。 

 

（委員） 

子育て環境の充実の区分である、安定した保育体制の主な取組事業のなかで、以前、子

育て支援的なカフェがあったときに幼稚園の先生たちと話した際、幼稚園は営利を追求す

る必要があるため、保護者に対し強いことが言いづらいと伺った。また、保育園では保育

士が充実しておらず、すぐ辞めてしまうという現状があるということを伺った。この安定

した保育体制は、このようなことも網羅していると考えてもよいか。 

 

（事務局） 

保育士の任用については、人的な課題ということで市としても認知しており、人的な研

修や保育所に対する補助金の交付などを行っているところである。このような取組みにつ

いては、この中で網羅しているというふうに御理解いただきたい。 

 

（委員） 

 地域の定義の問題であるが、ここでいう地域は、学校、家庭、地域の３つは同列であっ

てしかるべきではないかと思う。地域で全部包括してしまうと、それぞれの役割が不透明

になっていく。ここでは、地域という定義を設けず、学校、家庭、地域を同列という位置

づけで解釈をしながら、今後の実践のなかで取り組んでいけばいいのではないか。 

 

（事務局） 

おっしゃるように、学校、家庭、地域にはそれぞれの役割がある。地域については、学

校、家庭と同列として取組みを進めていくということで考えている。 
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（部会長） 

表現的にはどうされるのか。 

 

（事務局） 

事務局でいったん預からせていただき、今までのご意見を踏まえて修正等を検討したい。 

 

（部会長） 

子どもの健全育成の取組方針で、子供の権利を守るための支援にある子どもの家庭環境

や社会環境の保障とあるが、この表現は内部で議論されてこの言葉にしようということに

なったという認識でよいか。 

 

（事務局） 

内部で検討のうえ、この表現としている。 

 

（部会長） 

 それでは、報告事項について委員の方のご意見もないようなので、審議事項に移る。 

 

３ 審議事項 

（１）第二次宗像市総合計画 基本計画案について 

【健康づくりの推進】 

（事務局） 

 事務局説明 

 

（部会長） 

健康づくりの推進について、質問、意見がありましたらどうぞ。 

 

（委員） 

 取組方針にあるスポーツ推進委員とは、誰でもわかる名前なのか。また、スポーツ推進

委員との連携について、5、6 年前まで連携ができずに困っていると伺っていたが、このよ

うなは問題は改善され、力を発揮することができる状況にあるということで理解してよい

か。 

 

（事務局） 

スポーツ推進委員は、以前まで体育指導員という名称であった。現在はスポーツ推進委

員という名称となっている。 

スポーツ推進委員の活動については、地区で行われている健康教室で指導者として関わ
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り、いつでも、どこでもできるような軽易な運動等の指導をしていただいている。連携は

十分に図られているものと思っている。 

 

（委員） 

スポーツ推進委員はコミュニティに 1人いるが、1人では大変ではないのか。ヘルス推進

員は 1 つのコミュニティに多くいるため、連携をしていくことによりスポーツ推進委員の

負担を軽減できるのではないか。また、スポーツ推進委員を増やすことも検討した方がよ

いのではないか。 

 

（事務局） 

スポーツ推進委員については、健康づくりの側面から連携しながら取り組んでいる。御

指摘のように、各コミュニティから 1名と市の推薦を含め 20名体制で組織しており、体力

測定や玄米ニギニギ体操の指導が必要なときは、コミュニティをまたがり対応している。 

策定中のスポーツ推進計画では、スポーツ推進委員の役割を見直しながら、コミュニテ

ィの規模が大きいところに手厚く推進員を配置するような論議を行っているところである。 

 

（委員） 

都市ブランドの「運動を通した健康づくりと食育を」とあるが、この 2つは並列なのか。

そのことを都市ブランドにするのなら、施策区分を見直す必要があるのではないか。 

 

（事務局） 

記載が間違っている。いったん持ち帰り、修正させていただきたい。 

 

（委員） 

地域で取り組む健康づくりの中のこころの健康づくりにおいて、地域でのセーフティネ

ットとあるが、具体的にどういうことをするのか。 

 

（事務局） 

住民健診の中で、身体の健康診断と合わせてこころの健康診断ということでうつ病予防

スクリーニングを面談形式で行っている。 

そのなかで、ストレスを抱えている方については、地域にある個別の専門医療機関や保

健所を案内し、つなぐことで、総合的に見守り、1人で悩まないということを重要視してい

る。ここでいうセーフティネットの構築とは、専門の医療機関、行政、地区の役員、児童

民生委員を含め、地域全体で支援する形を構築することを考えている。 
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（委員） 

こころの病気になられた方は地域の方に相談するのだろうかと思うのだが。 

 

（事務局） 

相談ではなく、あくまでもこころの病気になられた方を発見するということである。相

談があれば、様々な相談機関があるという情報提供をしていただくという意味である。 

地域の方が相談を受けるということではなく、そういった方がおられた場合は行政に連

絡していただく、また、相談機関を本人に御案内してもらうなど、つなぎ役を担っていた

だければということで、主な取組事業に地域人材の育成と記載しているところである。 

 

（委員） 

健（検）診について、健（検）診を受けていることが前提になっており、乳幼児も含め

た未受診者への対応はどのような対応をとっているのか。 

 

（事務局） 

個別に再受診勧奨等の案内をしている状況である。未受診者の中には地域で消防団や商

工会などの団体に属している方もおり、各団体で健（検）診を受けた、職場で受けたとい

う方も含まれている。そういった方については、受けた旨を連絡いただかなければわから

ない状況となっている。未受診者対策をここにいれなければいけないということか。 

 

（部会長） 

特定健診の受診率は目標値があったかと思う。そうするとここに書き込む必要があるの

ではないかという気がする。 

 

（委員） 

乳幼児に対する健診については、子育て環境の充実のところで議論があったと思う。そ

の施策で触れているからここでは記載していないということでいくのか、子育て支援を積

極的にやっているということで、重複してでも入れるということか判断する必要がある。 

 

（部会長） 

ここの例示の仕方が成人に焦点化されている。子どもの頃からの健康は成人の健康に影

響してくるため、乳幼児から成人までの健康をトータルで考えているというところは出し

たほうがいいのではないかと思う。 

また、正しい食生活の「正しい」という表現について、正しいというとらえ方が年齢や

食生活で変わってくるため、変えた方がいいのではないか。例えば、健康な食生活や健康

を増進するための食生活などはどうか。 
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それと、市内の農産物、水産物を使った食育については、都市ブランドを考えると、い

ま健康において 1 番注目されている「青魚」について、何か検討できないか。宗像はとて

も新鮮な青魚がとれるということで、道の駅にあれだけ人が来ているわけではないかと思

う。宗像に行ったらおいしい魚、健康になるための魚が食べられるというところを打ち出

すことが都市ブランドになるのではないか。いまの都市ブランドの取組みは、どこの自治

体も書くスローガンである。 

 

（事務局） 

いま想定している中では、賑わいのあるまちづくりにある地域産業の活性化の施策で、

「宗像産の新鮮で安心、安全な農水産物を提供します」と記載している。市民の皆さんに

食べていただけるように提供するということを、この戦略的取組の中に入れていこうかと

考えておりますが、そのような対応でどうか。 

 

（部会長） 

よその地域でやる健康づくりに比べて、ものすごくアドバンテージがあるということを

主張することが、ここに住みたい人を呼び込むことになるわけではないか。宗像らしさを

健康づくりのなかで出せるところは出したほうがいいと思っているが、無理に出す必要は

ないと思う。 

 

（委員） 

食育については、スポーツと同じように、推進員やコーディネーターを設けて普及して

いくといいのではないか。例えば、学校では食進会の方が郷土料理を子どもに教えている。

子どもは料理を通して、料理の起源や良さを享受している。今は個々のつながりでこのよ

うな取組みを行っていると思うが、コーディネーターのような人が各コミュニティ・セン

ターにいることで、学校や老人会などをつないでいくことができ、結果として、トータル

で宗像の食育が整理されていくのではないだろうか。 

 

（委員） 

健康むなかた 21の中である一定程度、整理されているのではないか。それをもとに施策

を編成されたらいいのではないか。 

 

（事務局） 

地区の食育を担う団体である宗像市食生活改善推進会は、9支部約 226名の会員で活動さ

れている。市で事務局をやっていることもあり、そちらの名称を入れさせていただいてい

いのであれば、修正させていただければと思う。 
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（部会長） 

担う人材をよりはっきり出して、モチベーションを上げてもらうことは大事なことだと

思う。ヘルス推進員も取組みのなかに入れておいた方が、その人たちが役割を自覚すると

思う。 

 

（部会長） 

うつ病対策をどうするかというのは非常に難しく、うつ病に対する住民の理解をどうし

ていくか悩ましいところである。うつ病の方に対し、ある時期に頑張れ頑張れと言ってし

まうと大変なことになる。健（検）診のところで、こころの病気であるうつ病の早期発見

をするということが書かれているが、その後の相談体制として、専門家のセーフティネッ

トをどうつくり上げていくかというところに取り組まなければ、住民ができることには限

界があると思う。先ほど事務局の説明にあった、地域の医療機関と市の相談窓口について

は、はっきりと記載したほうがいいのではないか。 

 

【高齢者の健康づくり、生きがいづくり、場づくり】 

（事務局） 

 事務局説明 

 

（委員） 

高齢者が生きがいとして元気よく何かをしたい、意欲的にやりたいといったときに、車

での送迎など外に出るときの支援体制については記載できないのか。 

 

（事務局） 

外出の支援であるが、介護予防事業の中では支援する事業がある。高齢者が生きがいづ

くりに取り組むときの移動手段としては、コミュニティバスやふれあいバスの利用を想定

している。 

 

（部会長） 

 高齢者の閉じこもり、引きこもりが、社会性をなくし、身体機能、精神的機能を落とす

ということがある。かつての新興住宅街にひとり暮らしの高齢者が多く増えてきており、

孤立化している現状を見たときに、それへの対策というのはこの施策か。 

 

（委員） 

そういう対応につきましては、介護予防事業の中でサービスとして対応していくことに

なる。 
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（部会長） 

事業の中に入っているということを明示しなければ、読み手は理解ができないのではな

いか。行政は介護予防に何が含まれ、目的が何かということが理解できるのかもしれない

が、住民からみると、介護予防の内容というのはよくわからないと思う。可能な範囲で書

き込むことも必要ではないか。 

 

（委員） 

高齢者の方の声で、家の近くにみんなで集まれるようなところがあればいいとおっしゃ

っていた。できれば、高齢者の方が歩いて行ける距離に、モデル的につくることも必要で

はないかと思う。 

 

（委員） 

高齢者のサロンということであれば、町内ごとにいきいきふれあいサロンを行っている。 

 

（事務局） 

自治公民館等でいきいきふれあいサロンという形で、地域の福祉会が運営されている現

状がある。具体的に明記していないため、追記させていただきたい。 

 

（委員） 

「いきいきふれあいサロンの充実」という形で記載してほしい。世代間交流は福祉会の

方が中心にやっているため、どうしても高齢者福祉の視点になり、子どもとの連携が不十

分なところがある。行政から推進しているという言葉があるとないでは、取り組み方も違

ってくるのではないかと思う。 

 

（委員） 

高齢者の生きがいづくりについては、学校がもっと役に立たないといけないと思う。実

際、高齢者に学校に来ていただいており、とても助かっている。昔の遊びだけではなく、

まちづくりの視点なども教えに来ていただいている。世代間交流だけではなく、うまい文

言で学校の中に活かせる、例えば高齢者の知恵や技とか、そのような言葉で書くことがで

きれば、今後もっと進んでいくのではないかと思う。 

 

（委員） 

ここに書かれているような、団体や組織にいかに参加してもらうかという視点は大事だ

と思うが、高齢者が新たに何かをやりたい、こういう活動をしたいと思ったときに、バッ

クアップするような取組みをしているのか。しているのであれば、見える形で記載できな

いか。していないのであれば、バックアップしていくような取組みをつけ加えていただき



9 

 

たいと思うがどうか。 

 

（事務局） 

市民活動団体等に対し、広報紙やパンフレット等によって御紹介している。 

 

（部会長） 

 沖縄の離島で高齢者の生きがいを調査したことがあるが、男性高齢者が生きがいを見つ

けられないことが問題となっていた。先ほどから先進的な事例が出ているけれども、それ

をきちんと認めるとことが、参加している人の生きがいになるのではないか。記載できる

スペースや記載の仕方の関係もあるだろうが、記載できるところはできるだけ記載してほ

しい。 

また、高齢者一人ひとりが持つ特技などを生かすために、高齢者の人材マップのような

ものをつくることを検討できないだろうか。 

 

（委員） 

高齢者が手伝えることがわかる形で示されれば、いざ人材が必要な場合に効果的ではな

いか。 

 

（部会長） 

福岡教育大学の学長からの提案で、学校あるいは子どもと高齢者をつなぐ場合に、大学

生のボランティアをコーディネーターとして入れ、運営していくと良いのではないだろう

かというお話があった。大学生も何らかの形でボランティアとして参画できるように、大

学との協働という意味でも活用していくということをご検討いただければと思う。 

 

（委員） 

 南郷地区では高齢者のための大学が開催されている。地域での幼老共生を進めるうえで、

高齢者が今の子どもや家庭のことを学ぶことが必要ではないだろうか。一括りに「今の子

は」と言ってしまうことがあるが、親にとっては重たい言葉であり、批判されると引いて

しまうところがある。このようなことを学ぶことができる高齢者大学が増えればと思って

いるがどうか。 

 

（事務局） 

今後、検討させていただきたい。 

 

（部会長） 

もう一点。高齢者の健康づくり、生きがいづくり、場づくりでは、後期高齢者の対策を
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特別に立てる必要があるのではないか。国がこれから研究しなければいけないことという

ことで問題提起されているけれども、今回の計画には難しいかもしれないが、次の計画の

ときには考えておく必要がある。介護が必要な人が増えることで、財政的にも個々の住民

の負担や家族の負担が大きくなっていく。在宅だけでは済まない事態も起こるということ

を想定する必要がある。 

 

（部会長） 

特別養護老人ホームはどのくらいあるのか。待機高齢者が増える可能性もあるため、今

から準備しておいた方がいいのではないか。 

 

（事務局） 

在宅医療と介護の連携について、平成 24年度から宗像医師会病院が在宅医療連携推進拠

点事業に取り組み、通称「むーみんネット」という組織を立ち上げた。行政、医療機関、

訪問介護ステーションなどの多職種の連携協議会を立ち上げ、宗像医師会病院が運営する

在宅医療と介護の連携を全体で支援していく体制を継続してとっていくこととしている。

住み慣れた地域で生涯を送っていただくような支援体制を整え、行政も支援する体制であ

る。 

 

（部会長） 

全国の先進事例で、宗像で実施された結果が介護保険をいい方向に変えた事例がある。

いわゆる、国の政策を変えているため、そういう意味で言うと、在宅医療については宣伝

してもいいのではと思う。 

 

（事務局） 

先ほど御質問のあった特別養護老人ホームの数であるが、平成 23 年度末の施設数は 6、

定員 258人に対し入所者が 253人となっている。 

 

（委員） 

生きがいづくりの主な取組みでシルバー農園の運営支援があるが、現状でシルバー農園

がどのくらいあるのか伺いたい。 

 

（事務局） 

赤間、河東・赤間西、東郷、自由が丘・南郷、日の里の 5 か所である。区画数としては

293あり、ほぼ定員いっぱいの利用率である。市内在住の 60歳以上の方を対象にしており、

昨年アンケートをとったところ、生きがいづくりにつながっているという多くの回答いた

だき、コミュニケーション作りにもつながっていると理解している。 
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今の運営方法については、市が地主から借りており、利用者から利用料金いただき、土

地代を地権者の方に支払っている。将来的には、できるところから運用を地域に任せるよ

うな形をとっていきたいというふうに考えている。 

 

（委員） 

販売を含め、最終的に儲かる仕組みなどの支援、運営の仕方の指導はしているのか。 

 

（委員） 

シルバー農園では、販売はできないという約束をしており、あくまでも健康づくりを目

的としている。 

 

（部会長） 

 販売できない理由はあるのか。 

 

（委員） 

農地法の関係で縛りがある。 

 

（部会長） 

他にご意見はないか。事務局で何か検討してほしいということはあるか。 

 

（事務局） 

先ほどあった高齢者の生きがいづくりのボランティアの関係であるが、ボランティア登

録や人材バンクのような形をとっているＶネットというものがある。周知が尐し足りてい

ないと感じており、ご意見いただいたボランティアや人材活用、掘り起こしについては、

そういうところで対応していきたいと思っている。 

 

（委員） 

高齢者の介護予防という形で、介護保険でボランティアをするとポイントがつくといっ

たような制度を先駆的に福岡市等で行っているようだが、宗像市は導入の検討等はしてい

るのか。 

 

（事務局） 

健康福祉部で検討している状況である。 

 

 


