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佐賀市総合計画審議会第１回保健福祉分科会 会議録 

日時 平成 26 年 8 月 5 日（火） 17 時 55 分～19時 26 分 

場所 アイスクエアビル５階 大会議室 

出席者（委員） 石井智俊、上村春甫、木場千春、白木紀好、溝西由宇子、宮崎順子、山下 

秀一（分科会長） 

※敬称略、50音順 

出席者（事務局） 佐賀市（田中保健福祉部長、成富福祉総務課長、豊田生活福祉課長、福田

保険年金課長、一番ヶ瀬健康づくり課長、牧瀬障がい福祉課長、真子高齢

福祉課長、大城企画政策課長、西企画係長、横田行政評価係長、小野原主

査） 

パシフィックコンサルタンツ（竹谷） 

会議の公開又は 

非公開の別 

公開 

傍聴者 無 

担当部署 佐賀市 企画調整部 行政管理課 

行政評価係 担当：小野原 

℡：０９５２－４０－７０２９ 

E-mail：gyoseikanri@city.saga.lg.jp 

１．開会 

 

２．議事 

・佐賀市総合計画 第３章（案）について 

 

（１）「第３章全体」について 

 

宮崎委員 

少子高齢化が社会の大きな問題となっていることを踏まえ、今後の福祉の未来環境を整えてい

くために「協働」におけるパブリックインボルブメントを行い、行政との連携を図れるよう様々

な面で橋渡しができる機関として、”ファシリテーター”の育成の場に力を入れるべきではない

か。 

行政職員は、どうしても２～３年で異動となる。市民にとって一番の難関は、担当者の異動に

より次の担当者への引継ぎがうまくいかない事である。そのような事を考えると、いろんな問題

等に関する官民を取り持つコーディネーターが必要ではないか。特に、福祉に関しては、よりよ

いサービスを提供するためには、コーディネーターを継続して育成していく場を設ける事が重要

ではないかと考える。計画案の修正ではなく、提案として聞いて頂きたい。 

 

山下会長 

コーディネーターは、固定した方達にお願いするということなのか。 
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宮崎委員 

社会福祉協議会が担うのか、新たに雇用を生むために、特別な機会を設けるのかというところ

までの考えには至っていない。 

 

事務局（福祉総務課長） 

市民参画、住民参画、パブリックインボルブメントが効果的なものであるということは、認識

している。また、効果的なコミュニケーションや多様な考えをまとめていく事、施策の実行に向

けた役割を担うためにもファシリテーターが有意義なものであるという認識もある。 

ただ、総合計画に関しては、大枠な方向性を示す記載となっており、「3-1 互いに支え合う地

域福祉の充実」の課題（Ｐ59）「自助・共助・公助による課題解決の仕組みづくりや地域福祉の

担い手となる人材の確保が求められています。」という中には、コーディネーターやファシリテ

ーターも含まれたものということで考えている。 

このような課題を踏まえ、「3-1-1 地域による福祉活動の推進」の概要に、地域福祉の担い手

を拡大すると記載しており、その中にもそのような意味合いを含めている。 

もう１つ、事務局で議論した中に、ファシリテーターというのは、個人を育てるのも１つの方

策であるが、住民皆さんがそのような能力を磨いていくことも１つの方向性として考えていくこ

とが必要であると認識している。具体的にどのようにするのかという個別の事項に関しては、今

後検討していくものと考えている。 

 

宮崎委員 

地域コミュニティが自立した活動を進めていくためには、地域コミュニティの方々が福祉部門

を担えたら、人材育成にも繋がるのではないだろうか。 

 

事務局（保健福祉部長） 

福祉に限らず行政の多様な分野で、調整役となるコーディネーターは必要であると考えてお

り、新しい事業を進めていく時には、そのような事を含めて検討していこうというのは、全体的

にあるかと思う。福祉部門のみで「ファシリテーターの育成」と記載するのはどうかと考えてい

る。 

 

山下会長 

具体的に、誰がと決めて記載するよりも、担い手という表現でいろんな方面から行っていこう

ということなのだろう。 

 

（２）「3-1 互いに支え合う地域福祉の充実」について 

 

溝西委員 

平成 25 年度の施策評価表の成果指標の基となっている、市民意向調査の具体的な調査方法や

配布数、回収率等について教えて欲しい。 
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事務局（行政評価係長） 

市民意向調査は、毎年、市内に居住する 20 歳以上の男女 5,000 人を対象としており、調査方

法は、郵送による配布、郵送による回収としている。平成 25 年度の施策評価表に利用した数値

の実績は、有効回収数 1,402 サンプルであり、回収率は 28％となっている。 

 

溝西委員 

市民意向調査の結果が、成果指標（Ｐ59）の基準値（2013）として記載されているのだろうが、

「日常的に福祉活動を行っていると思う市民の割合」は、26.9％となっており、施策評価表（平

成 24年度）記載の 24.7％と異なるが、どのように見ればよいのか。 

 

事務局（行政評価係長） 

現在、総合計画に記載している基準値（2013）は、今年度実施した市民意向調査結果を採用し

ている。 

 

溝西委員 

それは、24 年度の施策評価表の実績値と同じものと考えてよいのか。 

 

事務局（行政評価係長） 

同じ設問であるため、同様と考えていただいてよい。毎年、同じ設問で市民意向調査を行って

おり、結果の数値により、総合計画の進捗管理を行っていこうと考えている。 

Ｐ59 の成果指標と目標値は、市民意向調査結果を基準として、総合計画の目標である 2024 年

度までにここまでの数値にもっていきたいという目標値である。 

 

山下会長 

市民意向調査の結果、毎年 1.7％程度増加しているということなのか。 

 

事務局（行政評価係長） 

そうではない。市民意向調査は、毎年実施している。結果の数値が減少している施策もあり、

結果は施策毎にまちまちである。 

 

--------- 

 

溝西委員 

総合計画は、ネットで一般市民にも公表されるが、記載内容が大まかな表現であり、市民にと

っては、具体的な内容が見えてこない印象がある。具体的な内容を記載することは出来ないもの

なのか、具体的な内容が見えてくると、市民も提言しやすいのではないか。 

 

事務局（企画政策課長） 

総合計画は、基本構想と基本計画で組み立てられており、具体的な事業を記載するのではなく、

施策毎の大まかな方向性をうたうというつくりである。 
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具体的な事業については、各年度議会で承認され、進めていくが、それぞれの事業は、総合計

画の基本計画に沿った形で推進をしていく事になる。 

また、事業については、毎年評価を行う必要があり、その事業が総合計画の基本構想や基本計

画に適合しているのかを評価し、次の年度にはどのような事業を展開していくのかを施策評価と

いう形で行って評価し、事業を展開している。 

しかし、ご指摘のように総合計画にも具体的な事業が記載されないと市民には分かりにくいと

いう部分もある。 

総合計画の中には、施策毎に「関連する計画」として具体的な事業を掲載した計画を記載して

いる。この具体的な計画においても、委員会やパブリックコメント等により皆さんの意見を聞い

ているため、市民の皆さんについては、この関連する計画で、具体的な事業について、確認して

頂きたい。 

 

溝西委員 

関心のある方は、ネットでこの関連する計画を確認してパブリックコメント等を提出するとい

うことで了解した。 

 

--------- 

 

溝西委員 

「3-1-1 地域における福祉活動の推進」の概要に記載されている、「初期整備」や「運営基盤

を支援」とは具体的にどのような内容をイメージすればよいのか。 

 

事務局（福祉総務課長） 

現在、初期整備として取り組んでいる事例としては、校区社協として校区毎に地域福祉の担い

手となる方の支援ができる体制づくりを始めているところである。具体的には、校区毎に地域懇

談会を開催することで、人材の確保や住民への啓蒙等の活動を行っている。そのような活動や校

区社協の財源的な意味合い等も含め、運営基盤という表現をしており、今後、そのような事に取

り組んでいきたいと考えている。 

 

--------- 

 

溝西委員 

施策がどの程度の財源で取り組まれているのかを、平成 25 年度の施策評価表から平成 24 年度

の施策コストを確認してみたところ、福祉関連の事業費が約 484 億 3,495 万円であった。市報に

掲載された平成 25 年度の一般会計（見込み）では、342 億 3,017 万円となっていたが、福祉関

連の事業費が減少していると見てよいのか。 

 

事務局（行政評価係長） 

非常に分かり難いところであるが、市役所の予算や決算には、一般会計以外に特別会計がある。

溝西委員が施策評価表で合計された約 480 億円の中には、国民健康保険特別会計や後期高齢者医
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療特別会計などの決算額も入っているため、その分の差が一番の要因であると考えられる。 

 

山下会長 

基本的には、事業予算は大きく変わってないということなのか。 

 

事務局（行政評価係長） 

扶助費等は、年々増加傾向にはあるが、事業予算自体は大きく変わってはいない。 

 

（３）「3-2 住み慣れた地域で安心して暮らす高齢者福祉の充実」について 

 

事務局（高齢福祉課長） 

中本市議会議員より、高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けるためには、在宅医

療と介護の連携が欠かせず、今後、医師会レベルでの連携の仕組みづくりが課題となってくるた

め、取組方針に「在宅医療と介護の連携」を追記し、「高齢者が生きがいをもって、住み慣れた

地域で安心して暮らし続けられるようにするため、在宅医療と介護の連携をすすめ、高齢者の生

活支援を推進するとともに～」と修正してはどうかとの修正案が提案されている。 

現在、取組方針には「高齢者の生活支援を推進する」と「地域で支える体制を整えます」と記

載しており、この部分が、国が推進している「地域包括システム」というものに該当する内容で

あり、中本議員が言われている「在宅医療と介護の連携」については、この一文に包括されるも

のと解釈している。 

追記するとすれば、在宅医療と限定せず、「医療と介護の連携」という表現で取組方針に記載

するか、在宅医療として「3-2-1 在宅生活・地域生活への支援」の概要に記載するのか検討の余

地はあると考えている。 

 

山下会長 

めざす姿（成果目標）は、介護になる前を対象としているのか。 

 

事務局（高齢福祉課長） 

成果指標は、要介護（要支援も含む）認定を受けている人の割合を指標として算出しており、

高齢者が増加すれば、介護認定を受ける人が増えることも前提としてはいるが、介護認定を受け

ている人の割合を減らす、伸び率を減らしていくことを目標にしている。 

基準年（2013）で 19.7％、目標値（2019）20.9％、目標値（2024）22.0％と設定しているが、

介護予防を行わなければ、この伸び率がもっと大きくなる事が想定されるため、介護予防を実施

する事により、この伸び率を抑えていくことを目標としている。 

 

溝西委員 

在宅医療と限定せず、医療という表現での記載を検討するという事であるが、ここでは在宅医

療に特化した文言にした方が次に進みやすいのではないか。在宅医療を拡充することが、施設に

入らない大きなポイントになるのではないかと感じる。 
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事務局（保健福祉部長） 

全体的に見ると、医療という大きな枠組みで取り組みたいと考えている。但し、基本事業の

3-2-1 には、在宅生活・地域生活とあるので、在宅医療とするのであれば、こちらで追記するこ

とは検討できるのではないかと考えている。 

 

溝西委員 

在宅医療という文言は、「3-2-1 在宅生活・地域生活への支援」に限定して追記するというこ

とでよいのか、それとも、中本議員の提案にあるように修正されるのか。 

 

事務局（保健福祉部長） 

国が今年度の法改正の中で「地域包括ケアシステム」を大きく取り上げてきており、最終的に

はそのような社会を目指しますという国の方針があるため、中本議員のご意見はそのような部分

を盛り込んだほうがよいのではないかという事と捉えている。 

しかし、実際に「地域包括ケアシステム」をどのように進めるのかということが、佐賀市の中

でまだ確立されていない。全国的にも、まだ確立されていないものであるが、現在記載している、

地域で支援する体制や地域を支える体制などには、全てに医療と介護が含まれていると事務局は

考えており、至る所の表現には含ませてはいる。しかし、今回「地域包括ケアシステム」という

文言は、まだ記載しきれないため、今後の個別事業の中で記載していきたい。 

今回「在宅医療」を追記するとすれば、「3-2-1 在宅生活・地域生活への支援」での記載を検

討すべきであり、取組方針に追記するのであれば「医療」という表現の方が、より全体を網羅で

きるのではないかと考えている。 

追記すべきか否かということについても事務局で検討させて頂きたい。委員の皆さんから、是

非入れるべきというご意見であれば、追記できるような工夫をしてみたいと考える。 

 

溝西委員 

是非、入れていただきたい。更にいえば、3-1 の施策にも「在宅部分を強化する」という文言

を記載して頂けると、皆の方向性が決まるような気がする。 

 

上村委員 

今、医療と介護というのは、非常に注目されているが、その垣根を取り払うというのが一番難

しい問題であり、医師会もプロジェクト会議をつくり検討を進めている。 

近年、介護が重度化していることや患者の重症例も多くなってきており、どうしても医療のバ

ックアップが必要と考えている。しかし、介護と医療は、合い通じる所があるものの、なかなか

垣根が取れないという現状があり、非常に頭の痛い問題である。その垣根を出来るだけ取り払お

うと医師会も努力はしている。 

現在、佐賀市の中核部分に 5～7 箇所の後方支援病院をつくることと、各中学校区に 15 箇所あ

る居宅支援センターの「おたっしゃ本舗」とのネットワークづくりが一番重要と考えている。ま

た、一番皆さんが注目している「訪問介護ステーション」も重要と考え検討を進めており、検討

の進み具合も今後の会で紹介していきたい。 

また、救急の 2 次病院等の活用も考えるなど、多方面で協力していかないといけない部分もあ
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り、佐賀市は非常に協力的であるためタッグを組んで検討を進めているため、他の地区よりも一

歩先にはきていると思っている。 

 

山下会長 

在宅介護に関する記載の有無や表現等に関しては、事務局で検討して頂くということでお願い

する。 

 

--------- 

 

溝西委員 

P62 の 3-2-4 の概要に記載している「生きがいづくりや社会参加を支援します」とは、具体的

にはどのような事例があるのか。 

 

事務局（高齢福祉課長） 

「3-2-4 生きがいづくり・社会参加の促進」は、現役を引退された高齢者の方に、地域に出て

行ってもらおうというイメージである。生きがいづくりとしては、現役の頃に挑戦できなかった

趣味や資格を取ることなども考えられる。社会参加としては、自治会や老人クラブ等の地域の組

織に加入して活躍して頂くことや、趣味や資格を活かして、シルバー人材センター等に登録して

元気に働いていただく事などを想定している。 

 

溝西委員 

だいたい、そのような事は想定できるのだが、総合計画では、この程度の記載表現にとどめる

ということなのだろうと理解した。 

 

白木委員 

高齢者の生きがいづくりや社会参加という意味でいうと、事務局が説明されたように現職時代

のいろんな資格や能力を活用する社会参加と地域で福祉を手伝うという社会参加があると思う。

社会参加にも２通りあり、自分が積極的に能力を使うのか、地域の一員として活動していくのか、

それが生きがいづくりなのか社会参加なのか、どちらなのかという、非常にあいまいな状態にな

っているような気がする。 

今まで仕事で時間がなかった方が、引退された事で時間が充分にある。地域の高齢化率が高く

なり、高齢者が増えたということは、浮いている時間をいっぱい持っている方がいるということ

であり、それを少し使う方法を考えてもよいのではないか。総合計画の中では、大枠でそのよう

なものを活用してはという表現でもよいと思う。具体的には、次の実施計画や福祉基本計画等で

記載すればよいのではないか。 

高齢化が進んだから悪いということではない社会にしてくれればいいなと思う。 

 

溝西委員 

「時間を活かしましょう」という文言があると分かりやすいのかもしれない。 
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宮崎委員 

先日、テレビで見たが、ある市では、社会福祉協議会が先頭に立ち「お父さんお帰りなさい」

という会を設け、定年退職を迎えた市民に連絡をし、マッチング制度など地域に引っ張り出す取

組を紹介していた。今日、話す内容ではないが、時間があっても、地域に出てくるきっかけが必

要であり、そこに案を練られた方がよいのではないか。 

 

溝西委員 

福祉協議会のメンバーなどに、市民が提案してもいいかもしれない。 

 

山下会長 

具体的な計画を検討していく中で参考にして欲しい。 

 

（４）「3-3 共生社会をめざす障がい者福祉の充実」について 

 

溝西委員 

成果指標と目標値の数値が非常に少ない感じがするが、この数値が全国にどのような位置づけ

にあるのかが把握できているのであれば教えて欲しい。 

 

事務局（障がい福祉課長） 

成果指標と目標値の数値に関する、全国的な数値は把握していない。 

1 つ参考になる数値としては、「福祉的就労」と「一般的就労」があり、一般的就労とは、企

業に勤めて健常者と同様に働く事であるが、それに関して佐賀県は、全国第３位である。市町村

単位の数値は公表されていないが、佐賀市は県の数値よりも若干高い数値となっている。 

一方、福祉的就労は、事業所の中に支援を行う方がおり、雇用ではなく、支援を受けながら生

きがいを求めて仕事に就くということであり、受け入れ先としてＡ型事業所とＢ型事業所があ

る。 

成果指標に記載している「福祉的就労支援を受ける人数」というのは、Ａ型事業所とＢ型事業

所に行っている方の割合である。 

障がい者の受け入れ事業所は、必ずしも市内の事業所に市内の居住者しかいけないものではな

いため、必ずしも施設数イコール充足度というわけではないが、佐賀市の場合は、県内でも施設

が集積しているため、充足度については、県内でも高い方である。 

Ａ型事業所とＢ型事業所では、Ｂ型事業所の方が更に困難な方の事業所となるが、そちらは既

に充足しており、Ａ型事業所をもう少し増やしたいと考えている。また、Ｂ型事業所にしても、

その方の特性にあった選択の幅が広がればよいのではないかと考え、成果指標としている。 

「グループホームにて自立した生活をしている人数」についても、全国的な数値はないが、病

院等の施設で過ごされた方が、地域で健常な方と普通に生活ができるようにというのが国の施策

であり、佐賀市でもその努力をしているところである。 

家族と一緒に生活していた場合、支援する家族が高齢になった場合や亡くなった場合どうする

のかというのが、家族にとっても一番の懸案事項であり、少しづつではあるが、グループホーム

の施設数も増えてきているため、施策としては大事な目標と考えている。 
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溝西委員 

了解した。 

 

--------- 

 

山下会長 

「3-3-1 地域生活への支援」に対応した成果指標が「グループホームにて自立した生活をして

いる人数」、「3-3-3 就労への支援」に対応した成果指標が「福祉的就労支援を受ける人数」とす

ると、「3-3-2 社会参加への支援」の成果指標と目標値というのは、どのように考えればよいの

か。 

 

事務局（障がい福祉課長） 

数値としてきちんと図れるものを成果指標と目標値として掲げている。確かに、社会参加への

支援はいろんな形で行っているが、日中外出するためのヘルパーへの依頼やコミュニケーション

を円滑にするために手話通訳士を同行させる事業も社会参加への支援となるが、この数値がこう

上がればより効果が図れるという程よい目標値がないため、今回成果指標と目標値を設定してい

ない。 

 

山下会長 

基本事業として挙げた以上、評価する必要があると思うが、どのように評価するのかという単

純な疑問だが、事務局でどうするのか検討して欲しい。 

 

--------- 

 

事務局（障がい福祉課長） 

本日欠席の片渕委員より「佐賀市としてもメインとなる施策に、ひとつくらい固有名詞を入れ

て具体的に示した方がいいのではないか」ということで、「3-3-3 就労への支援」の概要に「障

がい者優先調達推進法等により」と追記した修正案が提案されている。 

昨年 4 月から、「障がい者優先調達推進法」が施行されたことにより、佐賀市では、販路拡大

事業と協同受注事業の 2 つの事業を実施し、「障がい者優先調達推進法」がより有効に働くよう

な支援を行っている。 

但し、総合計画では、具体的な計画を記述するものではないと考えているが、提案された意味

合いを汲み取り「障がい者優先調達推進法」ではなく、「障がい者優先調達を推進していく」と

表現を変えて記載したいと考えている。 

 

--------- 

 

白木委員 

成果指標と目標値で、「福祉的就労支援を受ける人数」について、事業所はある程度充足して
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いるがもう少し伸ばしたいとの説明であったが、2019 年と 2024 年の目標値が同じ数値というこ

とは、これで充分と考えてよいのか。 

 

事務局（障がい福祉課長） 

まだ、伸び率が必要と考えているのは、知的・身体・精神の３障がいがある中で、精神障害の

伸び率が高い状態である。人口は減少しているが、障がい者の数は全体として毎年 2％程度増加

している。更にその中でも、精神障がい者は毎年人口に対する割合が 7％程増加している。また、

福祉的就労の事業所においても、精神障がい者に対する受け入れがまだ難しい部分もあり、市で

は現在「発達障がい」という事業の中で、事業所の受け入れ体制を拡大するための研修会等を行

っているが、この伸びしろは精神障がい者の受け入れの充足を含めて伸びさせたいという目標値

としている。 

人数については、どこまで障がい者の割合が増えるかという問題もあるが、ある程度のところ

で「福祉的就労支援を受ける人数」というのは充足するのではないかと考えている。 

 

白木委員 

福祉的就労ではなく、一般的就労を伸ばしていくと考えてよいのか。福祉的就労にならざるを

得ない人にも、そのような場を提供するということであれば、目標値として 2024 年の数値をも

う少し伸ばしてもよいのではないか。これが限界で、これ以上はいないということであれば、目

標を達成したという事でよいとは思うが。 

 

事務局（障がい福祉課長） 

見込みの数値は上がっていった方がよいのだろうが、どうしても福祉的就労が出来ない方がい

らっしゃることを勘案するとこの辺りの数値である程度打ち止めでないかと予測させていただ

いた。 

 

白木委員 

了解した。 

 

--------- 

 

溝西委員 

「3-3-1 地域生活への支援」の概要に、「相談できる体制を整備します」とあるが、今までも

あったはずだが、少し具体的に教えて欲しい。 

 

事務局（障がい福祉課長） 

今までの障がい者の相談相手というのは、同じような障がいを持っている方や家族が主であっ

たため、なかなか情報が入ってこなかったり、どうしてよいか困っているという事が多かった。 

これまで、佐賀市では「総合相談窓口」を設置しており、精神・身体・知的のどのような障が

いをお持ちの方も相談できる窓口として、ほほえみ館の中で月・木の週２回開設していた。その

他の相談については、それぞれの事業所や市役所の本庁や支所の各窓口でも相談を受け付けてい
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た。 

しかし、本年度の 4 月から、長光園の北側に新たに場所を設け、月～金曜日の毎日相談窓口を

設けている。常設の窓口となったことで、電話の回数も以前より増えていると聞いている。 

 

溝西委員 

相談体制も、この 4月から格段に進んだと理解した。 

「3-3-1 地域生活への支援」の地域とは、どの位の範囲を想定しているのか。 

 

事務局（障がい福祉課長） 

地域生活の支援とは、病院や施設の中にこもらないで、自分の生まれ育った地域で生活するた

めのいろいろな支援という意味である。小さな範囲の地域という意味ではない。 

 

白木委員 

健常者が普通に日常生活を送る範囲で、障がい者の方も同じように日常生活が送れればという

事で考えてよいのではないか。 

 

（５）「3-4 健康づくりの推進と保健・医療の連携」について 

 

溝西委員 

背景（Ｐ65）に「生活の質を確保できるような」は、「生活の質を良好に確保できるような」

と修正した方がよいのではないか。 

 

事務局（健康づくり課長） 

生活の質という文言には、良好な生活の質という意味合いを含めて記載しているが、ご指摘の

ように生活の質とした時に、それが良いのか悪いのかが分かり難いということであれば、記載表

現を再検討させていただきたい。 

 

溝西委員 

良好を追加するか否を含め、記載表現は事務局に任せる。 

 

--------- 

 

白木委員 

佐賀市は、生活習慣病の健診率が低く、なかなか伸びないとよくニュースで取り上げられてい

るが、そのような対策は明記しなくてもよいのだろうか。 

特に、在宅で社会保険でない方の健診率が非常に低いとよく取り上げられているが。 

 

事務局（保健福祉部長） 

個別事業の中では、目標に掲げている。 

特定健診は、保険者に義務づけられているため、佐賀市が責任を持って行わなければならない
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のは、国民健康保険の被保険者となる。協会けんぽや国民健康保険組合の被用者保険については、

市では把握しきれないものであるが、被扶養者（扶養されている方）の受診が被用者保険でも伸

びていないこともあり、現在、協会けんぽなどとも連携し、被扶養者は、佐賀市の健診を受診し

てもらおうとしている。 

そのような中で、健康づくり課と保険年金課が連携し、特定健診の受診率向上に取り組んでい

る。 

このような意味から、生活習慣病の予防というのを「3-4 健康づくりの推進と保健・医療の連

携」で大きく打ち出しており、特定健診の受診率を伸ばしていく事などに取り組んでいくのは、

個別事業ということで考えている。 

そのため、成果指標と目標値に「特定健診」は記載していない。また、特定健診の受診率と同

じく大事なのは保健指導となるため、個別事業の中では、保健指導の率も上げていくというよう

な目標も掲げており、毎年、事業評価も行っているが、なかなか目標までいかない状況である。

平成 25 年度は、平成 20年度の初年度を超えて最も高い率にはなってきてはいる。 

また、医師会の協力でいろんな取組を行っているため、今後は少し加速的に伸びて欲しいと思

っている。ローソンや協会けんぽと協定を結んだことにより、健康づくりについて連携して進め

て行きたいとも考えており、個別事業では受診率や保健指導率等の向上に向けて充分な取組を進

めている。 

 

上村委員 

確かに佐賀市は、県下で一番受診率が低いが、いろんな施策を考えて行っている。現在、市医

師会と佐賀市が相談しながら少しづつは受診率が向上してきている状況ではある。 

医師会でも、ＰＴＡの会合に出席し、父兄に特定健診を呼びかけるなどの取組や対策協議会に

よる様々なシステム的な事にも取り組んでおり、今後も引き続き受診率向上には努力していきた

い。 

 

事務局（保健福祉部長） 

体制は、充分とれてはいる。受診しない方に受診する方と同じような勧誘をしても効果がない

ため、今年は、国の補助事業を利用し、その方にあった勧誘方法等についても検討を進めている。 

 総合計画の中では、健康な人を増やすというところをうたっていこうと考えている。 

 

--------- 

 

宮崎委員 

「3-4-6 中山間地域の医療の充実」（Ｐ67）とあるが、合併後の他の地域に対しては、医療の

充実についてどのような方針を持っているのか。 

 

事務局（保険年金課長） 

中山間地域の医療の充実としては、現状では、三瀬診療所と富士大和温泉病院がある。特に、

三瀬診療所については、歯科等も充実させながら運営をしている状況である。 
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宮崎委員 

山間部の方は、市内の地域の方に比べ高齢者も多いのではないかと考えると、出向いていくよ

うな医療体制も必要ではないかと感じるが、その点はどのように考えているのか。 

 

事務局（保健福祉部長） 

地域包括ケアシステムのなかで、訪問介護や訪問医療等は含まれてくるため、そのような中で

検討しないといけない課題ではあると考える。 

但し、今回記載しているのは、中山間地域にある三瀬診療所と富士大和温泉病院を現状で安定

し、充実した体制をとっていきたいというところで、まずは、地域医療の確保を行っていくとい

うことで記載している。医療機関になると、市ではなく県の役割等になってくるため、少し弱い

部分ではあるが、国保診療所として両診療所を持っているため、ここについては、引き続き安定

した運営をしていくということで記載している。 

 

上村委員 

医師会でも、合併後の、日曜在宅医というのも南北地域で考えてやっている。 

合併後、北部と南部が離れていることから、距離的な問題もあり、現在は、外科の医療機関と

内科の医療機関の２～３件で行っているが、その辺りは、各地域の医療機関とタイアップしなが

ら進めている。 

 

白木委員 

通院の交通手段の確保は、社会福祉協議会が、三瀬と富士町で巡回バスの運営委託を受けてい

る。三瀬は２コース２台が運行しており、町内であれば無料で利用できる。富士町は、高齢者を

対象に週３回古湯まで行くバスを運行している。10 月からは 1 コース増やし、４コースとし、

もう少し充実させ買物や通院に利用しやすくする予定である。 

 

山下会長 

「3-4 健康づくりの推進と保健・医療の連携」でのみ、中山間地域に関する記載があるが、他

の項目にしても同じではないか。なぜ、ここでだけ記載されているのか。ここで中山間地域につ

いて記載すると、他の福祉の部分でも記載しないといけないのではないか。ここで特に記載すべ

き必要があるのか。 

 

事務局（保健福祉部長） 

第１次総合計画を作成する時に、ここを挙げていただきたいという非常に強い要望があった。 

山間部にお住まいの方は、挙げていただかないと安心できないというご意見であったように記

憶している。合併して約 10 年になるが、まだいろいろと地域の実情があり、第１次総合計画作

成時の要望に配慮し、今回も記載している。 

他の福祉の部分でも記載しないといけないのではないかというご指摘は最もであるが、福祉の

拠点に関しては、各地域に充分充実しているが、医療機関となるとこの２施設となるため、医療

機関に関してのみの記載としている。 
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山下会長 

了解した。 

 

（６）「3-5 自立を支える生活福祉の充実」について 

 

白木委員 

現状の生活保護の受給率は、どのような状態なのか。 

 

事務局（生活福祉課長） 

6 月現在で、生活保護世帯は 2,266 世帯、被保護人員は 2,817 名であり、人口を保護者で割っ

た保護率は、約 1.2％であり、全国と比較すると低い数値であるが、県内では上位となっている。 

リーマンショック後は、リストラ等により保護者が増加した経緯はあるが、この数年は、落ち

着いてきた。特に、最近は雇用情勢が改善されてきた。現在、問題となっているのは高齢の単身

者や高齢の夫婦など、年金が充分でない、あるいは、年金をかけていなかった、子ども達からの

支援も充分に受けられないという事で生活保護を受けるという方が増えてきているのがここ１

～２年の特徴である。 

 

木場委員 

成果指標と目標値（Ｐ68）に記載している「生活保護受給者の自立支援対象者」とは、先程の

被保護人員 2,817 名のうち、どの位いるのか。 

 

事務局（生活福祉課長） 

ケースワーカーが、被保護人員のうち、稼動年齢（15～64 歳）の中である程度自立が見込め

そうな方をピックアップした結果、平成 25 年度は 147 名であった。この 147 名にケースワーカ

ーが就労支援を行い 95名が何らかの形で収入が得られたということで、基準値（2013）を 65％

としている。 

 

木場委員 

「生活困窮者等の自立支援対象者」とは、母数をどのように設定しているのか。 

 

事務局（生活福祉課長） 

昨年の 10月から新しい法律ができ、生活保護に陥る前の生活困窮者を対象に、10 名の自立支

援を行い、そのうち 7名の方が何らかの形で改善ができたということで、基準値（2013）を 70％

としている。 

 

木場委員 

生活保護申請に来られた方で、受給できなかった方を要支援として何らかの支援を行ったとい

うことなのか。 

 

事務局（生活福祉課長） 
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今回の 10名は、委託しているＮＰＯ法人に相談に来られた方である。 

 

木場委員 

けっこう絞られた中での目標値であるが、将来的には母数がもっと増えていく中での 75％と

いうことなのか。 

 

事務局（生活福祉課長） 

平成 27 年度から、法が施行されることもあり、ＰＲも行うことで、生活保護に陥る前の困窮

者の方に数多く知ってもらい、自立に向けて支援していきたいと考えている。母数の 10 名は今

後増やして行きたいと考えている。 

 

木場委員 

「3-5-1 適性扶助の推進」（Ｐ69）や概要の「生活保護の適正実施」など適正という表現が多

いが、不正受給防止のために、あえて適正と表現しているのか。 

 

事務局（生活福祉課長） 

一番大きな目的は、本人の能力を充分に活用して自立・助長に向けて支援していくというのが

適正扶助である。適正な保護費の支給という観点から考えると、不正受給防止ということもこの

中には含まれると考えている。 

 

宮崎委員 

市が受け入れてからの査定というと表現が悪いかもしれないが、そこが適正なのかどうかとい

うところが一番人権的にも厳しいところであり、報道でも取り上げられており、難しいところだ

ろうとは感じる。 

 

事務局（生活福祉課長） 

佐賀市の基本的な考えは、保護が必要な方は、しっかりと保護するということであり、しっか

りと間口は広げるが、同時に出口も広げ、一日でもその方たちが社会的、経済的に自立していく

ような支援をしていく必要があると考えている。 

 

山下会長 

今後、高齢者が増えていく中で、現実問題として、成果指標と目標値に「生活保護受給者の自

立支援対象者のうち、収入増が図られた人の割合」を上げていくということは可能なのか。 

 

事務局（生活福祉課長） 

65 歳以上の高齢者に関しては、就労指導は行っていない。「生活保護受給者の自立支援対象者

のうち、収入増が図られた人の割合」の母数は、ある程度短期的に支援をしていけば経済的にも

自立できそうな方をピックアップし、ハローワーク等と連携して支援していくことで、目標値

76％は頑張れば何とか達成できるのではないかと考えている。 
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白木委員 

総合計画として、公表された時に、生活保護者全体が分母と誤解されやすいため、表現を分か

りやすく再考した方がよいのではないか。 

 

事務局（生活福祉課長） 

第１次総合計画では、生活保護に特化した形での成果指標であったが、今回は、自立支援法に

より成果指標を２つの段階としたため、このような表現となっている。 

事務局で記載表現等について検討する。 

 

事務局（企画政策課長） 

他の分科会でも、成果指標と目標値に関しては、根拠が分からないと見にくいという意見があ

る。第１次総合計画ではグラフを掲載しているため、そのような形で修正することは検討してい

る。 

自立支援に関しても、目標値の内容や目標値をどう定めたかが分かるような形で表現を検討し

たいと考えている。 

 

 

３．閉会 

 

 

○次回について 

 平成２６年８月２６日（火）１８時～２０時 

 

 


