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岩手県社会福祉審議会議事録 
 

１ 開催日時 平成25年2月15日（金） 午後１時30分から午後３時20分まで 

 

２ 開催場所 岩手県水産会館 ５階大会議室 

 

３ 出席者 別添出席者名簿のとおり 

 

４ 会議の内容 

◯ 報告事項 

(1) 東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況について 

(2) 平成 25 年度保健福祉部当初予算のポイントについて 

(3) 次期「岩手県保健医療計画」（中間案）について 

(4) 岩手県立療育センター整備基本計画について 



- 2 - 

１ 開  会 

 

〇高橋保健福祉企画室主任主査 定刻となりましたので、ただいまから岩手県社会福祉審

議会を開会いたします。 

 本日のご出席は、委員総数20人中16人であり、過半数に達しておりますので、岩手県社

会福祉審議会条例第４条第３項の規定により会議は成立しておりますことをご報告いたし

ます。 

 なお、本日の会議は公開とされております。 

 それでは、お手元に配付しております次第に従いまして進行させていただきます。 

 

２ 保健福祉部長あいさつ 

 

〇高橋保健福祉企画室主任主査 初めに、小田島保健福祉部長から御挨拶を申し上げます。 

〇小田島保健福祉部長 委員の先生方には御多忙の中、また足元の悪い中、この岩手県社

会福祉審議会にお集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。 

 さて、東日本大震災津波から間もなく２年になろうとしております。被災地におきまし

ては、その痕跡がいまだ残っておりますけれども、被災された方々を含め全県民が一丸と

なって復旧、復興に懸命に取り組んでおり、一歩ずつ着実に復旧が進んでいると考えてご

ざいます。 

 福祉分野におきましては、社会福祉施設の復旧が震災前の約94％に達しましたほか、被

災者や児童のこころのケアの取り組み、応急仮設住宅地域における高齢者等のサポート拠

点による介護予防等の取り組み、さらには生活支援相談員による安否、見守り活動等、地

域において着実な浸透が図られたところでございます。 

 県といたしましては、引き続き震災からの復興を県政の主軸といたしまして、さきに発

表いたしました平成25年度当初予算案をいわて復興加速予算として編成をし、本格復興に

向けて社会資本の整備や生活再建などの基盤復興をさらに加速していくこととしておりま

す。 

 本日は、こうした復興に向けた県保健福祉部のこれまでの取り組み状況と来年度当初予

算の概要について報告を申し上げます。また、被災地の支援を含め、本県の保健、医療、福

祉の推進に関し、幅広い見地から委員各位のご意見をいただきたいと考えてございます。 
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 本県における医療提供体制の確保、目的といたします岩手県保健医療計画についてでご

ざいますが、新年度からの施行に向けまして現在見直しを進めているところでございま

す。その改正内容等々をさらに県立療育センターの整備基本計画についてもあわせて本日

ご報告をすることといたしてございます。 

 委員の皆様からは、忌憚のない御意見等を頂戴いたしますとともに、本県の社会福祉施

策の推進のため、一層の御理解、御協力を賜りますようお願いを申し上げて、御挨拶にか

えさせていただきます。本日はよろしくお願いをいたします。 

 

３ 委員長あいさつ 

 

〇高橋保健福祉企画室主任主査 次に、桑島委員長から御挨拶をお願いいたします。 

〇桑島委員長 御紹介をいただきました桑島でございます。本日の会議につきましては、た

だいま小田島部長からの御挨拶にもございましたとおり、今年度の復興に向けた取り組み

状況の報告、また来年度の復興推進予算が盛り込まれております平成25年度の保健福祉部

の当初予算についての報告のほかに、岩手県保健医療計画、岩手県立療育センター整備基

本計画につきまして事務局から御報告をいただく予定となっております。 

 福祉分野における震災復興に向けた取り組みは、基盤整備のほか、被災地に住む住民へ

の健康維持、増進やこころのケアなど、今後も継続的な支援が必要でございます。来年度

の事業におきましても、それらを推進する事業が盛り込まれているものと存じておるとこ

ろでございます。 

 本日は、小田島部長からもお話ございましたように、皆様からさまざまな御意見をいた

だきまして、県におきましてはそれらを県政の推進に十分役立てていただきたいと考えて

おりますので、どうぞ積極的な御意見をお願いしたいと存じます。 

 委員の皆様におかれましては、円滑な議事進行にもひとつご協力をいただきますようお

願いを申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶といたします。よろしくお願いいた

します。 

〇高橋保健福祉企画室主任主査 ありがとうございました。以後の進行につきましては、岩

手県社会福祉審議会条例第３条第１項の規定により、委員長が会議の議長となることとさ

れておりますので、桑島委員長にお願いいたします。 
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４ 議事録署名委員の指名 

 

〇桑島委員長 それでは、暫時議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いをい

たします。 

 まず最初に、本日の審議会の議事録署名委員の指名でございますが、岩手県社会福祉審

議会運営規定第５条第２項の規定によりまして、当職から指名することとなっております。 

 つきましては、田村幸八委員さんと田村秀夫委員さんを御指名をいたしたいと存じま

す。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

５ 報告事項 

 （１）東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況について 

 （２）平成25年度保健福祉部当初予算のポイントについて 

 （３）次期「岩手県保健医療計画」（中間案）について 

 （４）岩手県立療育センター整備基本計画について 

 

〇桑島委員長 それでは、早速５の報告事項に入ります。 

 最初に、（１）の東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況につきまして、事務局

より説明を願います。 

〇浅沼副部長兼保健福祉企画室長 副部長の浅沼でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。説明につきましては、恐縮ですが、座って説明をさせていただきたいと存じま

す。 

 早速でございますが、資料ナンバーの１をお開きいただきたいと思います。復興実施計

画に基づいた取り組み事項についての対応と今後の取り組み方向についてというところで

ございます。内容の主なところを概要的に説明をさせていただきたいと思います。 

 課題、対応、今後の方向という整理をしてございます。１番が地域医療の確保というこ

とで、（１）、医療提供体制の確保ということで、施設の復旧、復興に向けた取り組みを

記述してございますが、沿岸部分につきましては、１ページの下の表をごらんいただきた

いと思います。医療提供施設、沿岸の被災・復旧状況、２月１日現在ということになって

ございまして、病院、診療所、歯科診療所、薬局という種別ごとに復旧、復興状況をまと

めてございます。 
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 一番右の欄になりますが、提供施設数、仮設を除く、仮設を含むという数字でまいりま

すと、それぞれ77.9％、87.9％という復旧の状況になっているという数字でございます。 

 時間の都合もございますので、先に進ませていただきたいと存じます。恐れ入ります

が、２ページをお開きいただきたいと存じます。２ページの中では、医療の中では新たな

取り組みといたしまして、一番上になりますが、⑤、医療情報連携の推進ということで、12月

26日に岩手県医療情報連携推進協議会というものを立ち上げまして、県内の医療情報のネ

ットワークシステムづくりについて検討に着手したところでございます。 

 中ほどにございます大きな２番、地域における高齢者や障がい者等への支援というとこ

ろに参ります。まず、（１）が応急仮設住宅地域におけるサポート拠点の設置・運営支援

となってございます。高齢者等のサポート拠点、グループホーム型の仮設住宅、それぞれ

ここに記述のとおり整備をしているところでございます。 

 （２）になります。介護予防や介護・障がい福祉サービスの充実ということで、介護・

福祉サービスにつきましては、次の事業を展開ということで、ポツを３つ掲げてございま

す。さらには、数字的なものとして介護予防教室等の実施状況、１月末現在で表記載のと

おりの実績という状況になってございます。 

 右側の今後の対応方向になりますけれども、一番上にあります応急仮設住宅におきます

高齢者の生活不活発病や認知症への早期対応に向けた取り組みを継続してまいりたい。さ

らに、その次になりますが、一番最後のほうになりますが、市町村が行います地域包括ケ

ア体制整備に資する拠点等を整備する方向で取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。 

 恐れ入ります。３ページをお開きいただきたいと存じます。②といたしまして、障がい

者福祉サービスということになります。ポツの１つ目にありますとおり、圏域に障がい福

祉復興支援センターを９カ所設置いたしておりますし、統括いたしますいわて障がい福祉

復興支援センターを盛岡に開設しているところでございます。それらの活動実績、12月末

現在でございますが、事業所訪問支援、延べ1,304事業所とここに記述の活動の実績状況と

いうことになってございます。これにつきましては、今後も継続した支援を続けていきた

いと考えているところでございます。 

 ③が被災地発達障がい児支援ということでございます。３行目になりますが、発達障が

い沿岸センターを釜石に開設いたしました。これらの活動実績につきましては、表記述の

とおりでございますが、個別支援等で276件等々の活動実績となってございます。 
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 これらにつきましては、右側にございますが、療育センターや相談支援事業所等の関係

機関と連携を図りながら、さらに支援を実施していきたいと考えているところでございま

す。 

 ４ページをお開きいただきたいと存じます。ちょっと急ぐようで申しわけございませ

ん。（３）でございますが、社会福祉施設等の復旧、運営支援ということで、①、高齢者

福祉施設、②、障がい者（児）福祉施設、③、保育所・児童館等の施設復旧等でございま

すが、沿岸部分ということにつきましては一番下の表にございますとおり、社会福祉施

設、沿岸の被災・復旧状況、２月１日現在となってございます。 

 種別の欄は記述のとおりでございますが、１ページの表と同様でございますが、一番右

端になりますが、提供施設数というところをごらんいただきたいと思いますが、仮設を除

く、仮設を含むで合計の欄になりますが、それぞれ93.4％、103.6％という状況になってご

ざいます。仮設を含む数字が100を超えてございますが、これは一番上の段になりますが、高

齢者福祉施設の右から２つ目になりますが、新設という部分がございまして、25という数

字が入ってございます。新設の高齢者福祉施設が相当数ございますことから、100を超える

数字となっているところでございます。 

 それから、５ページに進ませていただきたいと存じます。被災者の健康維持・増進とい

う部分でございます。①といたしまして、被災地の健康支援事業運営協議会という取り組

みがございますが、この２つ目の段落になりますでしょうか。24年度第２回会議を開催い

たしまして、被災市町村住民の特定健診データ、こういった調査活動を行ってございまし

て、分析結果などを報告し、今後の支援対策に生かしていくという流れになってございま

す。 

 ②といたしまして、健康支援の推進に係る具体的な取り組みということで、ア、イ、ウ

とそれぞれございます。アは定期的な全戸訪問による健康状態の把握ということで、保健

師、栄養士等の派遣、さらにはイといたしまして健康相談事業の展開、実績の数字を掲げ

させていただいてございます。それらの取り組みを引き続き継続していきたいと考えてい

るところでございます。 

 恐れ入ります、６ページをお開きいただきたいと存じます。被災者のこころのケアの推

進と、これは大人のほうになりますが、既に岩手県こころのケアセンターを２月15日、岩

手医大内に設置し、さらに地域こころのケアセンターを３月28日に沿岸部４合同庁舎内に

設置したところでございます。活動実績は表記載のとおりでございます。 
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 そのほか沿岸の７市町村に、②でございますが、震災こころの相談室というものを設置

し、取り組んでいるところでございます。これら取り組みにつきましても、来年度以降も

継続した取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 ５番が要保護児童等への支援でございます。①が被災孤児の養育環境の確保及び生活支

援ということで、被災孤児が94人となってございますし、②、里親認定及び支援というこ

とで、ここに記述のとおり県の里親会に委託いたしまして、毎月１回の里親サロンを開催

するなどの取り組みを行っているところでございます。 

 さらには、被災遺児の実態把握ということで、この箱の中の一番下になりますが、10月

から生活状況でありますとか、さまざまな実態把握を目的といたします訪問調査を実施い

たしまして、それらの結果を分析し、今後の取り組みに反映させていくということを考え

ているところでございます。 

 恐れ入ります、７ページをお開きいただきたいと存じます。子どものこころのケアの部

分でございます。段落の２つ目、またとございますが、沿岸３地区に子どものこころのケ

アセンターを設置いたしまして、相談支援事業と相談事業等を実施してございます。活動

実績は、表記載のとおりでございます。 

 ５番は、いわての学び希望基金の取り組みでございます。 

 子どものこころのケアセンターにつきましては、今後の対応方向にございますが、子ど

ものこころのケアを中長期にわたって担う全県的な拠点施設を設置するということで、子

どもケアセンターを岩手医大の中に設置する方向で準備を進めているところでございます。 

 ６ 番 が 被 災 者 の 日 常 生 活 や 災 害 時 要 援 護 者 を 支 え る 取 り 組 み の 推 進 と い う こ と

で、（１）、応急仮設住宅等における支え合い体制の確立でございますが、安否・見守り

活動の推進ということで、表記述のとおり生活支援相談員201名を配置いたしまして、安

否、見守り活動を推進しているところでございます。 

 この箱書きの下のほうの段落になりますが、中ほどに岩手県福祉コミュニティサポート

センターの設置という取り組みを行ってございまして、これらのセンター組織を通じまし

て訪問、助言等の支援活動を展開しているところでございます。これらにつきましては、引

き続き取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 ８ページをお開きいただきたいと思います。高齢者によります社会活動等の促進という

ことで、表記述のとおり世代間交流ふれあいフェスタ等の取り組みを展開しているところ

でございます。 
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 （２）が災害ボランティア活動の促進でございます。個人ボランティアの確保、受け入

れという部分でございますが、ポツの１つ目の４行目になりますでしょうか。12月末まで

に県内ボランティアセンターにおいて延べ44万2,000人以上のボランティアの受け入れ調

整を行ってきているところでございます。 

 さらに、次のポツの５行目になりますが、全ての沿岸市町村社協が通常の復興ボランテ

ィアセンターとなったという状況になってきているところでございます。 

 ②といたしましては、ボランティア団体等との情報共有ということになります。ポツの

２つ目には、県社協主催によります沿岸部災害復興ボランティアセンター連絡会議などの

会議を開催しているところでございます。 

 さらには、ポツの一番下にありますが、福祉コミュニティ復興支援事業というものもご

ざいまして、これらを通じました支援、これも引き続き取り組んでまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 最後になりますが、（３）、災害時における福祉（介護）の広域的な支援体制の構築と

いうことで、ここはいわゆる福祉版ＤＭＡＴと称する部分になりますが、ポツにあります

とおり、福祉（介護）の専門家で構成いたします支援チームの派遣につきまして、本部組

織のあり方というのを検討しているところでございます。 

 右のほうに移っていただきまして、25年度のチーム創設に向けまして、派遣スキームの

構築等について検討し、年度内、３月22日開催予定の会議で成果を取りまとめる予定とし

ており、その成果を踏まえまして、来年度のチーム創設につなげていきたいと考えている

ところでございます。 

 大分はしょった説明で申しわけありませんが、以上でございます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 ただいまこの資料１に基づきまして、説明ございましたが、御質問、御意見ございまし

たら、御発言をいただきたいと思います。何でも結構でございますので、どうぞ。 

 はい、どうぞ。 

〇郷右近委員 何点か質問させていただきたいと思います。ちょっと確認の部分も含めて

質問させていただきたいと思います。 

 まず１点の確認で、流れの逆にはなるのですけれども、子どものこころのケア、７ペー

ジの部分なのですけれども、沿岸３地区に子どものこころのケアセンターを設置しという

部分について、これは岩手医大に設置してあるところから派遣といったような形に私聞い
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たのですけれども、それがゆえに恐らく週１回程度というような形になるのかと思うので

すが、そもそもこれは宮古、気仙、釜石にセンターを設置して、常勤ではないですけれど

も、そのような形の対応をとるといったことを検討なされなかったのか、またその辺につ

いてどうなのかという所感を聞きたいと思います。 

 またもう一点、これはかなりさかのぼるのですが、４ページになるのですけれども、児

童館、放課後クラブの部分であります。この復旧状況につきましては97.2％、100％という

ことで、パーセントとしてはまず復旧は大体めどがついているかのようにはなっているの

ですけれども、これはそもそも児童館なり放課後クラブについては入れないお子さんがい

るというか、潜在的ニーズがまだまだあるというふうに私自身感じているところなのです

けれども、そうした地域の希望があるものを全部吸い上げられるような体制をもってして

のパーセントというか、そうした認識の部分はどのようになっているのかお伺いしたいと

思います。 

〇桑島委員長 それでは、事務局のほうから説明を。 

〇菅野児童家庭課総括課長 児童家庭課の菅野でございます。それでは、まず１点目の子

どものこころのケアの関係でございますが、現在は宮古、釜石、気仙、大船渡でございま

すが、県が子どものこころのケアセンターを設置をいたしまして、県内外の医師の方にご

協力をいただきまして週１回程度相談支援に当たっていただいているところでございます。 

 来年度につきましては、そういったお医者さんの確保ですとか、あるいは中長期的にこ

うした支援を継続していくといった観点などから、やはり大きな課題がございまして、そ

ういうお医者さんの確保ですとか、あるいは育成、さらには日常的に子供さんとかかわっ

ている支援者の方々の対応ですとか、あるいはスキルアップとか、そういった面も考慮い

たしまして、運営につきましては医大さんに委託をする方向で計画をしております。医大

さんが拠点を整備をいたしまして、その拠点からそれぞれの沿岸地区のケアセンターに派

遣をしていただくということで予定をしております。 

 それから、２点目の児童館、それから放課後児童クラブの整備の関係でございますが、被

災をいたしまして１カ所流された関係で、まだ移転用地等が確保されないという児童館が

ございますけれども、それ以外の児童館、それから放課後児童クラブにつきましては、仮

設などにおきまして再開をしてございます。新しいニーズ等に対応するということで、来

年度につきましても市町村の要望等を踏まえて箇所数については拡大する方向で予算要求

を行っているところでございます。 
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〇桑島委員長 どうぞ。 

〇郷右近委員 わかったような、わからないようなあれですけれども、確かにそもそもが

これは被災地のみならずの医師不足というところから、そこの根本の部分だとは思うので

すけれども、そうした意味では岩手医大さんのほうに委託というか、お願いするものはも

のとしても、やはり県としてもきちんとそこにかかわっていって、ましてや本来であれば

やはり常駐できちんとそうした対応ができるような、そうした形の施設というのが本来あ

るべきだと思いますので、そうした点につきましても今後御検討いただければというふう

に思いますし、また児童館、放課後クラブについても同じです。なかなかこれは被災地の

みならず、県下全域におきまして、どうしてもやはり国の制度もさまざまなこれまでの流

れもありますが、定員をどれだけふやせるかといったような部分もあるというのは十分存

じ上げております。ただ、そうした中にあって、やはりこのようなご時世の中でございま

すので、預けたいと思う親御さん、そしてもちろんきちんとその地域で暮らしていく、育

てていかなければならない子供たちのことを思えば、ぜひともそうした望む方々みんなが

入れるような、そうしたような体制をとっていただきたいと思います。要望で終わります。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。小川先生、何かございますか、関連。 

 では、お願いします。 

〇小川委員 今の関連ということでないのですけれども、ちょっと質問させていただきた

いのは４ページの社会福祉施設の被災、復旧状況の中で大変びっくりしたのは、高齢者福

祉施設が新設25ということで、仮設を除いても含めても震災前の100％を超えているという

ことで、これは大変結構なことなのですが、高齢者の福祉施設の充足といいますか、利用

者とのバランスの中で充足という観点からいうとどうなのかということです。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇鈴木長寿社会課総括課長 ４ページの表のところは、あくまで23年３月11日比というこ

とでございまして、115％ということなのですが、実は毎年３月31日に特別養護老人ホーム

の入所待機者調査をしてございます。24年３月31日現在で6,000人を上回る待機者がおりま

して、うち在宅、そのうち緊急に入所を必要とする高齢者が1,164人でございます。これに

対して今年度４月以降に整備した分等々含めても、まだ200人程度足りないという状況にな

っておりまして、沿岸被災地でもあくまでも22年３月11日ベースと比べれば、こういうふ

うな整備状況にはなっておりますが、沿岸地域においてもまだ入所待機者が存在している

という状況にあります。 
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〇桑島委員長 よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

〇高橋委員 岩福連の高橋といいます。７ページの⑤、いわての学び希望基金であります

が、括弧して未就学児童給付事業というふうな表記になっているわけですが、私の頭の中

では学び希望基金というのは未就学児童だけではなくて、高校に進む場合とかいろんな方

を対象にしていたのかなというふうな認識をしていたのでありますけれども、どの程度基

金がどうなっているのかというようなことも含めて、いわゆる学びたくとも高校へ上がれ

ない人たちも対象にしているものであってほしいなというふうに思っているところです。 

〇桑島委員長 どうぞ。 

〇菅野児童家庭課総括課長 学びの希望基金の関係でございますが、大変申しわけござい

ません。委員ご指摘のとおり、希望基金そのものは未就学児童、それから就学児童かかわ

りなく給付をしております。当部所管は未就学児を対象にしておりますが、就学児童等に

つきましては教育委員会のほうで給付を行っているものでございます。 

〇高橋委員 わかりました。 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。 

 はい、どうぞ。 

〇小田島保健福祉部長 ちょっと整理を、この対象を例えば未就学児童のほかに教育委員

会所管の分だとか、合わせて整理すればよかったのですけれども、当部所管の分でこの資

料を作成いたしましたので、このような表現になったということでご理解いただきたいと

思います。大変恐縮でございます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。そのほか。 

 はい、どうぞ、岩動委員。 

〇岩動委員 ４ページの今新設が25ということでありましたけれども、これは高齢者の

方々に役に立っていることもさりながら、地元の雇用スタッフとして、地元の雇用につな

がるとかというような視点では、やはり被災地では職がないとか、高齢者だけでなくて、そ

ういうふうに25の施設がふえれば雇用が発生して地元の人たちに非常に役に立つというよ

うな視点で考えれば、少しそういう考えもよろしいのではないかと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

〇鈴木長寿社会課総括課長 お答えいたします。 

 25の新しい施設が県沿岸地域にできたわけですけれども、実は被災した関係で、県内陸
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部あるいは他県に流出した方も多くて、とりわけ介護従事者、県全体でもそうなのです

が、確保が大変な状況になっております。沿岸の釜石、宮古、大船渡のハローワークも、昨

年８月のデータになってしまいますけれども、有効求人倍率が大体1.8から２近くというこ

とで、言ってしまえば雇用のミスマッチ、従来から介護職は余り賃金が高くない。水産加

工なんかもそうなのですが、そこに復興需要で建設関係の需要が来たこと等もあって、沿

岸地域を中心に介護従事者の確保が大変な状況になっております。この後副部長が説明す

ることと関連しますけれども、したがいまして25年度予算の中で介護人材の養成、確保に

力を入れる事業を予算要求しているところでございます。 

〇桑島委員長 そのほかございませんでしょうか。 

 （「なし」の声） 

 

〇桑島委員長 それでは、ないようでございますので、次（２）の平成25年度保健福祉部

当初予算のポイントについて事務局より説明をお願いいたします。 

〇浅沼副部長兼保健福祉企画室長 引き続きまして、私のほうからご説明をさせていただ

きたいと存じます。 

 資料ナンバー２の、２ページをお開きいただきたいと存じます。平成25年度当初予算の

ポイントという表題になってございます。保健福祉部の25年度当初予算額は1,329億800万

円余ということで、前年度当初予算額と比較いたしまして21億6,900万円余の減額となって

ございます。なお、震災対応分の予算額は131億1,100万円余となっているところでござい

ます。 

 この表の記述の見方になりますが、凡例でございますが、二重丸が新規事業、丸が一部

新規事業、星形が希望郷創造推進費となってございますが、この希望郷推進費につきまし

ては、県の復興計画に掲げております三陸創造プロジェクトでありますとか、いわて県民

計画の岩手の未来を切り開く６つの構想というようなものがございますが、これらの具体

的な推進に向けまして、関係部局が連携した部局横断的に取り組む新規ソフト事業を対象

とする経費として位置づけているものでございます。それらをご理解の上、ごらんをいた

だきたいと存じます。 

 以下、新規事業及び一部新規事業などを中心に概要を説明をさせていただきたいと存じ

ます。 

 まず、復興計画関係の震災対応分の予算でございますが、１つ目が「被災者の生活の安
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定と住環境の再建等への支援」でございます。これの中では、被災者の生活の安定を図る

ため、被災者に係ります国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度、障がい福祉サー

ビス等の一部負担金及び利用料の免除に対して支援をしてまいるという予算でございます。 

 ２つ目が「災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制の整備」でございます。引

き続き被災者の心身の健康を守るため、被災した医療提供施設及び高齢者、障がい者福祉

施設、保育所等の機能回復を図り、新たに、資料３ページに参りますが、資料の３ページ

をお開きいただきたいと存じますが、一番上の四角でございます。「質の高い医療が受け

られる体制の整備」ということで、１つ目になりますが、被災地医療への長期的、継続的

支援の法制度化に向けました議論を活性化させるため、情報発信に取り組む。さらに、２

つ目になりますが、被災した県立の高田、大槌、山田病院の移転新築及び施設整備を支援

してまいるとしているところでございます。 

 また、子育て家庭への支援等の事業などに続きまして、一番下の四角になりますが、「高

齢者が住み慣れた地域で生活できる環境の構築」という部分になりますが、１つ目になり

ます。被災した介護老人保健施設と診療所の一体的な複合型施設としての整備を支援する

ほか、３つ目になりますが、被災地の介護人材の確保を図るため、介護事業所の労働環境

の改善や介護の仕事の魅力の発信等を進める。この部分は先ほどご質問のあった部分に該

当する事業になりますが、これらを進めるとともに、４つ目になりますが、施設で働きな

がら介護の資格を取得できるよう支援し、介護職員の育成及び定着を促進してまいりたい

と考えているところでございます。 

 ４ページをお開きいただきたいと存じます。ポイントの３つ目になりますが、「健康の

維持・増進、こころのケアの推進や要保護児童等への支援」でございます。引き続ききめ

細やかな保健活動と心のケア活動の推進、保護を必要とする子供たちの養育を支援し、新

たにということで、１つ目の四角、「生活習慣病予防等の推進」におきまして、被災者の

健康維持増進を図るため、保健活動や栄養、食生活支援マニュアル等を作成し、市町村の

保健活動を支援してまいりたいと考えております。 

 また、２つ目の四角になりますが、「子どもの健全育成の支援」といたしまして、子供

の心のケアを中長期にわたって担う全県的な拠点を新たに設置するとともに、３つ目にな

りますが、「こころのケア活動の推進」といたしまして、引き続き県こころのケアセンタ

ー等の運営に取り組んでまいることとしております。 

 ４つ目が「地域コミュニティの再生・活性化」であります。全ての人が安心して地域で
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生活できるよう、住民相互に支え合うなど地域コミュニティを確立するための体制づくり

を支援し、新たに１つ目の四角でございますが、「生活支援の仕組みづくり」におきまし

て、ポツの２つ目になります。災害公営住宅等で高齢者や障がい者等が安心して暮らすこ

とができるよう、必要な見守り、支援体制の整備をしてまいります。 

 また、２つ目の四角、「障がい者が必要な支援を受けながら安心した生活ができる環境

の構築」におきまして、１つ目になりますが、震災により生産活動等に影響を受けた障が

い福祉サービス事業者に対しまして、被災失業者の雇用により人的支援を行ってまいるも

のでございます。 

 ５ページをお開きいただきたいと存じます。５ページからは、いわて県民計画関係の震

災対応分以外の予算でございます。１つ目が「地域の保健医療体制の確立」でございます。引

き続き地域医療の確保を図るための取り組みや感染症対策、生活習慣病予防を推進し、新

たにという部分になりますが、２つ目の四角になります。「質の高い医療が受けられる体

制の整備」において、ポツの４つ目になりますが、自然災害や大規模事故発生時における

医療従事者、救急関係者及び行政職員の連携を強化するため、災害医療、救急救助に携わ

る人材の育成に取り組んでまいることとしております。 

 恐れ入ります、６ページをお開きいただきたいと存じます。２つ目になりますが、Ⅱで

ございますが、「家庭や子育てに夢をもち安心して子どもを生み育てられる環境の整備」

でございます。引き続き家庭の子育ての大切さについての意識啓発や情報提供を初め、安

全、安心な出産環境の整備、保育サービスや地域における子育て支援活動の充実、保護、療

育を要する児童、ひとり親家庭などへの支援をしてまいります。また、療育センターの整

備にも取り組む予定としてございます。 

 資料の７ページに参りまして、「子どもの健全育成の支援」という部分でございます。先

ほど療育センターを申し上げましたが、こちらの部分でございました。大変失礼をいたし

ました。児童虐待の防止対策にも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 ３つ目、Ⅲでございますが、「福祉コミュニティの確立」であります。引き続き地域で

支援を必要とする高齢者や障がい者など、一人一人のニーズに応じた医療、介護、福祉サ

ービス提供の仕組みづくり、地域の実情に合わせた県民参画による自殺対策などを推進す

ることとしておりまして、取り組みといたしましては、四角、「生活支援の仕組みづくり」

というところで、１つ目になりますが、社会福祉関係の行政職員、さらには担い手でござ

います社会福祉事業に従事する者の資質向上を図るための社会福祉研修を実施するととも
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に、福祉人材の確保、育成のあり方についての調査研究にも取り組むこととしてございま

す。 

 さらに、２つ目でございますが、子供から高齢者まで誰もが地域で安心して生活できる

よう、地域福祉活動コーディネーターの育成など、住民参加による生活支援の仕組みづく

りを推進するとともに、平成25年度が現行計画の最終年度となってございます県の地域福

祉支援計画の次期計画の策定に取り組むこととしてございます。 

 ８ページをお開き願いたいと存じます。２つ目の四角でございます。「障がい者が必要

な支援を受けながら安心した生活ができる環境の構築」でございます。１つ目のポツにな

りますが、障がい者が希望する地域で自立した生活を継続するのに必要な経済的基盤確立

の支援のため、障がい者就労支援事業所の工賃向上に向けた共同受注、共同購入の取り組

みを推進するとともに、精神障がい者の退院、退所の促進や地域定着の取り組みを支援し

てまいります。 

 また、次の四角でございます。「安全・安心のセーフティネットづくり」でございます。１

つ目になりますが、災害に備えた安全で安心な生活を確保するため、災害派遣福祉チーム

の早期設置に向けた取り組みを進めるとともに、市町村の要援護者避難支援対策の取り組

みを支援してまいることとしてございます。 

 ９ページ以降は、これまでご説明いたしました８ページまでの事業を一覧表に整理した

ものでございます。後ほどごらんをいただきたいと存じます。 

 恐れ入ります、ページ飛びまして14ページをお開きいただきたいと存じます。14ページ

になります。平成25年度から新たに国体・障がい者スポーツ大会局を設置いたしますが、こ

れはそちらのほうへ当部から移管いたします事業となりますが、第16回の全国障害者スポ

ーツ大会の開催準備でございます。障がい者に対する理解を深め、障がい者の社会参加の

一層の推進を図るため、障がい者のスポーツの祭典であります全国障害者スポーツ大会の

平成28年開催に向けて必要な準備を進める内容の予算でございます。 

 最後になりますが、大変恐れ入ります、資料ナンバー２の１ページにお戻りいただきた

いと存じます。Ａ３判横長の資料でございます。ポンチ絵で、図で表示してございます資

料がございます。当部所管に係ります震災復旧、復興の関連事業、25年度当初予算と書い

てございます。一番上のところをごらんいただければおわかりのとおり、緊急、短期的な

取り組みから徐々に中長期的な取り組みということで、右側に時間の経過とともにそれぞ

れに該当する事業をここに配置させていただいて整理した表でございます。 
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 なお、ここに色分けをしてございますが、白抜き、これが継続的な事業でございます。薄

い赤が平成25年度の新規事業ということになります。薄いグリーンの部分でございます

が、これは平成24年度の途中、いわゆる補正予算を組んで年度途中に開始した事業を25年

度も継続する、そのような事業でございます。右上のほうに小さな字で大変恐縮でござい

ますが、「新規」、「Ｈ24.○補」とかいろいろ書いてございますが、趣旨はそういうこと

でございます。薄い赤が新規、薄い緑が年度途中から開始した事業というような内容でご

ざいます。これらの内容につきましては、先ほどご説明した内容と重複いたしますので、説

明のほうは省略をさせていただきたいと存じます。 

 私のほうからの説明は以上でございます。 

〇桑島委員長 それでは、ただいま当初予算のポイントにつきまして説明ございました

が、ご質問、ご意見等がございましたらご発言をいただきたいと。 

 はい、どうぞ。 

〇高橋委員 ７ページ目ですが、福祉コミュニティの確立、この最初のところに福祉人材

の確保、育成、大変重要な課題であろうというふうに思ってございます。といいますのは、大

変福祉施設における人材の様子を見ますと、臨時採用が多いのです。なぜ臨時採用になっ

ているかといいますと、私が言うことではないのですけれども、やはり経営が厳しいとい

うふうな状況、これは保育所でも、それから児童養護施設でもいずれ経営が厳しいから正

規採用できないというふうな状況になっている。 

 この辺の課題については、県独自でどうのこうのということにはなかなか難しいことで

ありましょうから、より一層国に働きかけていく必要があるのではないかというふうに思

います。やっぱり勤めていて、本気になってということになると、臨時ではどうしても来

年の保障がない中で厳しい勤務を強いられているということになろうかと思いますの

で、その点が１つ目です。 

 ２つ目ですが、次のページの８ページですが、中ごろであります。精神障がい者地域移

行支援特別対策事業費というのが昨年比減っているようでありますけれども、いずれ地域

定着の取り組みというふうなことになりますと、岩手の場合はかなりここも厳しいところ

かなというふうに思われます。 

 といいますのは、いろんなデータが出ている中で、例えば精神科救急の状況を見ても入

院を余り必要としない人も精神科救急のほうにどんどん来ているというふうな状況もあ

る。それは何を意味しているのかなと思ったときに、やっぱりどこに自分が助けを求めた
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らいいのか、それが手っ取り早いと言ったらいいのか、一番求めやすいのは病院、やっぱ

り地域の中にまだまだ求めやすい場がないというふうなこと、家族の中に助けを求める状

況になっていないということだろうと思うのです。 

 したがって、地域定着の取り組みといったときには、単にグループホームをつくると

か、デイケアを拡充するとか、そういう形だけではなくて、家族支援、地域支援、教育活

動、その辺のところを考えていかなければならないのではないのかなというふうに考えて

おります。 

 ３点目であります。３点目は14ページですが、第16回障害者スポーツ大会、ある会合で

も話ししましたが、障がい者ということになりますと３障がいがスポーツ大会に参加する

ということなわけですが、もう既に12回過ぎているわけですが、依然として精神のほうは

一度としてこの大会に参加できておりません。 

 なぜかといいますと、その種目がないからであります。あるのはバレーボールだけで

す、精神の場合。バレーボール団体。ところが、これはブロックで優勝しないと国体に参

加できないのです。ですから、参加できていないのです。ところが、精神のほうでは、県

のほうの大会ではボウリングをやっているというふうないろんな形での種目も各市によっ

ては、やっているというふうなことを考えますときに、やっぱり３障がいがより一層社会

参加できるようにこの準備を進めていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇桑島委員長 では、３点についてどうぞ。 

〇浅沼副部長兼保健福祉企画室長 まず１点目につきまして、私のほうからお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 福祉人材の確保、育成等々の研究事業でございますが、これまでもいろんなところでい

ろんなお声はお聞きしてきておりましたが、それら全体的に本来の目指すべき姿は今の状

況下におきましてどこに持っていくべきという部分の体系的な整備をきちっと研究をして

まいりたいという意味での事業でございます。もとより県だけでそういうようなものがつ

くれることもなく、いろんな学識経験の方でありますとか、現場の方でありますとか、い

ろんなお声を踏まえた中でそういったようなものを整備してまいりたい。 

 さらに、そういった国への働きかけというお話もございました。これらにつきまして

は、既に介護人材、介護の関係を中心に国に働きかけは行ってきてございますが、その研

究の成果なども踏まえつつ、またいろんな声を踏まえつつ、さらに国への働きかけを継続
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して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

〇千田障がい保健福祉課総括課長 それでは、次のご質問でございます精神障がい者の地

域生活の支援ということでございます。福祉の施設等の整備だけでは足りないということ

で、まさしくそのとおりであろうかと思います。地域ぐるみで精神障がい者の生活を支え

るように、まずは相談支援体制をきちんと構築しまして、それから地域全体で支えてあげ

るような体制づくりをしていきたいと考えております。貴重な意見をありがとうございま

す。 

 それから、障害者スポーツ大会の関係でございますが、委員のお話のとおり精神障がい

者の競技が少ないということ、まさにそのとおりでございまして、まずは正式種目につき

まして大会までに国のほうにも要望いたしまして検討をしていただくようにしております。 

 さらには、オープン競技といったような形でのいろんな幅広い競技の実施ということも

検討していきながら、いずれ幅広い方々が参加できるような大会を目指してまいりたいと

思っております。ありがとうございます。 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。 

〇関口委員 はい。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。そのほか。 

 はい、どうぞ。関口委員さん。 

〇関口委員 先ほどの施設整備等のことについてちょっとお伺いいたします。 

〇桑島委員長 どうぞ、お座りになって。 

〇関口委員 はい。では、座らせてもらいます。ここのところで、本年度の予算で、新た

なまちづくりに連動して災害に強く、質の高い保健、医療、福祉提供体制を整備しますと

いう前に、福祉施設等の改築なのですが、実は現在建設業界のほうはかなり強気でござい

まして、先般も私社会福祉法人経営者協議会のほうでございますけれども、盛岡市内の保

育園の方のほうから、これを改築したいと言ったところ、入札してようやく決まった金額

が坪当たり単価で約90万を超えるのだそうです。それで、その他いろんな法人で老人福祉

施設等の新設あるいは改築の話を聞きますと、坪単価100万ぐらい。それで、今の補助体制

とかは以前のままの考え方でやっているわけでございますし、それ以上に不足する部分に

ついては福祉医療機構がこれを融資するということになっておりますけれども、福祉医療

機構の基準単価の決め方というのは、多分坪当たり単価大体60万から70万ぐらいというふ

うなあたりでございます。ここに保育園ですら坪当たり30万、それから高齢者福祉施設等
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になりますと約40万ぐらいの差が出てまいります。 

 そうすると、その40万の部分につきましては、民間の金融機関から借りるなりなんなり

していかなくてはいけないのですが、これ現実にことしあたりこの計画を進めるといっ

て、計画進むのでしょうか。いろんな問題については、ほとんど入札不調が続いていると

いうふうに新聞報道等で聞いておりまして、私どももちょっと一部個室化工事をいたしま

したところ、一番最初に指名競争入札やりましたら10社指名して一つも来ないというふう

な状況でございます。その後何回かやって、一般競争入札なんてほとんど、ちょっと現実

的ではないようなことをやったのですが、それでもようやく２社ぐらいが来るような現実

でございます。そうすると、予算化したところで、現実にこれは実施できないのではない

かという心配がありますが、いかがなものでしょうか。 

〇桑島委員長 これは福祉だけの問題ではないと思いますけれども。 

〇鈴木長寿社会課総括課長 それでは、長寿社会課の総括課長でございますが、高齢者施

設についてちょっと現状をお話しさせていただきます。 

 地域密着型特養と申しまして、定員29人以下の特養の整備につきましては坪何ぼという

ことではなくて、１床当たり幾らという基準額です。それによりますと、21年度から１床

当たり400万、広域型ということで30人を超えるところは１床当たり350万ということで、こ

れは実は22年度までだったのですが、22年度末、23年の大震災がありまして、被災３県に

つきましては特例的にこの単価を継続してございます。先ごろ、これも本当は24年度まで

だったのですが、これの裏支えとなっております基金が25年度も継続することになりまし

たので、というふうに高齢者施設につきましては割と補助基準が、もちろん委員お話しに

なったように全額それでオーケーということにはなりませんが、被災３県におきましては

まだ特例が続いておりますので、この補助が厳しくて建設を断念したというふうな状況に

はない状況ですが、ただ被災地におきましては復興工事、例えば湾口防波堤でありますと

かさまざまな公共施設の整備のほうで、かなり設計屋さんから建設業者さん、あるいはそ

れに携わる建設関係の従業員が引っ張りだこで、なかなか設計書を書いてもらいたくても

進まないとか、普通であれば３カ月でやれるのがそういう人材確保が難しくて半年もかか

っているというふうな状況にはあるということは聞いております。 

〇桑島委員長 関口さん、いかがですか。 

〇関口委員 私、補助のほうはあまり、補助だけのことではなくて、医療機構でも融資を

されて、医療機構は随分優遇しているようです。しかし、ただ坪単価で計算した形のよう
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なので、何かやはり高い金額で持っていくとかなり向こうから指導があるようなのです。そ

れで、気の強い法人は別に何ていうことないのでしょうけれども、いいのかなと思ったり

するような法人も、やっぱりちっちゃい保育園とか何かだと、そういうこともあるような

ので、医療機構のほうではそれについて何らかの検討をするというようなことはあり得な

いのでしょうか、ちょっと教えていただければと思います。 

〇桑島委員長 どうぞ。 

〇岡村地域福祉課総括課長 地域福祉課の岡村でございますが、いろいろお世話になって

おります。福祉医療機構の融資の制度については、制度融資で従前政府のほうで資金を出

して低利で融資する仕組みで、従前は国庫補助と法人の持ち出し分、裏財源に当たる部

分、あるいは基準額を超えて整備するような部分の資金、低利で融資する仕組みとして発

足しております。 

 現状ですと、被災３県には特に巡回して経営相談を初め施設の整備についての相談を丁

寧にやっていただいているので、ちょっと応対が厳しいとかもしそういうことがあれば、お

話しいただければ、それは県のほうからも申し入れいたしますし、比較的丁寧にはやって

いただいていると思うのですが、機構のほうでお話しする場合は多分基準というのもあり

ますけれども、例えば全国あるいは東北での建設事業の状況なんかも見ながら整備単価に

ついてはどうかと。事業として金額の妥当性はどうか、あるいはほかの資金の確保の状況

は無理がないかというような視点で、ある程度余計なお世話的なところまで指導するとい

う立場でそういうお話をする場合もあろうかと思います。ただ、被災地域なので、そこは

かなり丁寧に対応していただいているので、ご心配のところはぜひ個別のお話あれば、県

のほうにもお伝えいただければ機構のほうにも申し入れとか、あるいは個別の融資につい

ても十分事情説明はするようにしたいと思います。 

 それからあとは、金利が最近は市中銀行が安いという動向があって、福祉医療機構のほ

うは制度融資なので、結構手続がきちんとしていて面倒くさいと言われて、地元の金融機

関なんかを利用される場合、その場合は担保提供の承認とかそういうのは機構よりは少し

審査が厳しくなる部分もあると思いますが、そういうような利用のされ方があるようで

す。関口委員はお詳しいので、いずれ問題あれば県のほうからもいろんな働きかけしたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

〇関口委員 どうもありがとうございました結構そういう問い合わせがありましたもので

すから、本日ちょっとお聞きしました。ありがとうございます。 
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〇桑島委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

〇小笠原（裕）委員 小笠原と申します。ちょっと的外れな意見になるのかもしれません

けれども、昔と申しますか、仕事柄結構あちこち転勤して歩いて、転勤していったところ

でよく聞いた言葉に、県立病院が移転して商店街がだめになったというふうな話を随分各

地で耳にいたしました。今般被災した病院、新しくお建てになるということなのですけれ

ども、ぜひ地域なりなんなりで十分話し合って、場所がお決まりになっているかどうかわ

かりませんけれども、地域と十分話し合って、被災地というのはご承知のとおり少子高齢

化が甚だしいところで、今までのような大きなスペースで車を利用して移動するというふ

うな、そういう発想はもう捨てるべきなのではなかろうかというふうに思うわけで、より

コンパクトな地域づくりと申しますか、いろんな施設がある程度集中して、その近くに住

宅があって商店街があってというふうなコンパクトなまちづくりという視点が非常に大切

になってくるのではないかというふうに思うわけです。 

 そこで病院をつくるに当たっても、地元とその辺のあたりを十分協議して、これからの

少子高齢化時代の一つのモデルになるような地域づくりというものを念頭に置いて、ぜひ

計画を進めていってほしいなというふうに思っています。 

 以上です。 

〇桑島委員長 どうぞ。 

〇浅沼副部長兼保健福祉企画室長 県立病院の移転先の問題につきましては、地域の住民

の方々との意見交換も行ってまいりましたけれども、まずまちづくりという部分では市町

村のほうでは強く県立病院というのは中心的な、中核的な施設ということを意識して、ま

ちづくりの計画を立案、検討して進めているということは、これは事実でございます。小

笠原委員からのお話の内容はごもっともでございますし、市町村のほうでもその点を強く

意識している。 

 あとは、ただ住民のほうからは安全性という部分でのお声も結構多かったかなと。やは

り被災した病院ということもあり、大きな津波が来た際に移転先の地は安全なのかという

部分につきまして非常に関心が高かったかなと。そこら辺の調整といいますか、折り合い

をどうつけるかという部分で地元の市町村が最後の詰めを行っている段階かなと。ただ、小

笠原委員からお話があった部分、市町村のほうでも強く意識して、移転候補地、最終決定

に向けて今最終調整というふうに承知してございます。 
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〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇郷右近委員 １点だけお伺いしたいと思います。 

 先ほどの復興計画その他の部分についての、その部分からつながっている部分なのです

けれども、先ほど前段のときに質問があった被災地のそれぞれの施設、その部分につきま

してのマンパワー等の確保その他について、先ほどご説明あったわけですけれども、この

中で３ページの被災地の介護人材の確保を図るため、介護事業所の労働環境の改善や介護

の仕事の魅力の発信等を推進ということで先ほどご説明ありました。 

 ただ、これは2,400万の予算がついている中で、その中で一体どのようなことをやろうと

しているのか。これは、またさらには介護人材の不足というか、それにつきましては被災

地はもちろんのこと、内陸も含めまして本当に切実な問題になっていますね。根本的に働

いている方々の環境をどのようにしていくかといったところにこそ本当に力を向けなけれ

ばいけないというふうに私考えているわけなのですけれども、2,400万という予算では何と

なくポスターつくって、そしてチラシまいてといったような、それぐらいで終わってしま

うのかなと、事業所に対してそうやって指導したというようなもので終わってしまうので

はないかというような危惧を感じるものであります。具体的に本当に実になるような事業

にしていただきたいわけなのですが、まずもって内容を教えていただきたいと思います。 

〇桑島委員長 どうぞ。 

〇鈴木長寿社会課総括課長 ご質問ありがとうございます。委員ご指摘のように2,400万を

無駄金にしないように、内容を工夫していこうと思っております。ご承知のように介護事

業、ヘルパー事業所でありますとかデイサービス、特養併設であれば別なのですけれど

も、比較的事業規模が小さい事業所が多うございます。 

 介護職がやめる理由として、仕事の割には賃金が安いというのが一番なのですけれど

も、キャリアアップに夢が持てないというようなこともございます。賃金で言えば、全国

平均の数字ですけれども、介護職が約15万に対して全産業がそれを七、八万上回る状況と

いうことでございまして、小規模な事業者はそもそもちゃんと経営できているのか、介護

職員に夢だけではなくて、ちゃんとキャリアアップを示せるような経営をできるのかとい

うことで、小規模に限りませんが、事業者を集めて、中央で株式会社などで介護事業で成

功をおさめている講師を呼びまして、全５回のセミナーをやりますし、セミナーの後はそ

の事業者の自主的なコミュニティ、自主的とはいいながら県が仕掛けるのですけれども、継

続的な勉強会をしていただくと。あるいは介護というと３Ｋの代表のようになっておりま



- 23 - 

すが、介護職員のほうに聞きますと介護の仕事そのものには大変生きがいを持っていると

いう事実もありますので、こうした介護の魅力についてＢＳフジテレビをかなり安価な値

段で番組を買い取ったりとか、県内民放３社を使って県内、県外に情報発信しまして、狙

いの一つとしては中央の若い人たちは被災地支援をしたいと考えている人たちも多いです

ので、その支援の一つとして、岩手で介護の仕事をしてみませんかというふうな情報発信

などもしてまいりたいと思っております。 

 それから、介護人材の養成校からうまくマッチングしていないというところがあります

ので、その機を狙ってマッチング支援をしようと思っておりますし、あとは最近の若い人

は情報を例えばホームページでありますとか、スマートフォンなどでとるという状況にあ

りますが、一方で事業規模が小さいこともありまして、介護事業所のほうでうまくそうい

う情報発信ができていないと、ホームページのつくり方、動画を活用した魅力発信の仕

方、あるいはメルマガを使って若い人たちに必要な情報を定期的に出すというような形

で、今までとはちょっと違った工夫で仕掛けをしたいと思っておりますが、これはあくま

でもきっかけづくりでありまして、希望的には26年度以降はそういうことをきっかけとし

て事業者みずからが経営の質を高めていくような、そういうものの導入になるようなもの

につきまして2,400万のお金を使っていきたいと考えております。 

〇桑島委員長 郷右近委員。 

〇郷右近委員 ありがとうございます。今総括課長おっしゃられたように、本当に介護の

勉強をしたいと、学部であったり、もしくはそうした専門学校に入られた方々というの

は、もともとは本当にそうした意味でのやりがいであったり充実感を求めて、そしてもち

ろんそれを感じてそうした方向に向かっていった方々ですので、ぜひともそういう方々

が、やはり賃金だったり、勤務体制であったり、そうした中でどうしても職を離れていく

という、そうした方々というのはもう内陸、沿岸問わずいらっしゃると思いますので、今

回本当にいい機会ですので、これは沿岸なら沿岸でもまずは結構ですので、そうした中で

こういうやり方がいいのかどうか、例えばそうした指導をいろいろやるとともに、それの

中で何か賃金に反映するような、そうしたものに対して県のほうで例えば何か手当てでき

る、そうしたようなことでいいのかどうかはともかくとして、本当にそうしたことでやり

がいを感じて、目指している方々が本当に働けるような環境、そしてそれが仕事になって

いくような環境をぜひつくっていただきたいと思います。要望で終わります。 

〇桑島委員長 では、そのほか。 
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 はい、どうぞ。 

〇小川委員 社会福祉審議会で審議をする議論としてはちょっと逸脱をしてしまっている

のかもしれませんが、先ほど小笠原委員さんがご指摘をいただいたことに関連するのです

けれども、災害からもう丸２年たつのに、なぜ復興が本格的にならないのかということな

のです。 

 医療再生の最終段階を考えたときに、どういう病院が必要で、そしてどういう教育機関

が必要かということを地域においてそのことを考えたときに、医療があるからまちができ

るわけではないのです、私の考えとしては、やっぱり医療があるからまちができるわけで

はなくて、まちがあって、そしてそこに働ける環境があって、そして働く場所があって、そ

して生活が成り立つから人が集まって、そこにどういう方々が集っているのかによって、ど

ういう医療供給体制が必要となる、どういう供給体制が必要なのだということが決まって

いくのだと思うのです。 

 そうすると、何で被災地においてまちの再生というか、新しいまちづくりが進んでいっ

ていないという最大の原因はどこにあるのですか。ですから、この審議会としては議論を

ちょっと逸脱するのかもしれませんが。 

〇小田島保健福祉部長 今の御質問に対して直接的には私どものほうでお答えできるとい

うのは恐らく限界があると思いますけれども、いずれあれだけの被災でありますので、被

災のところからまちをどういうふうに復興していくのかということについては、いろんな

方々のいろんな意見を聞きながら議論をし、そして例えば高台移転なり、まちの再生なり

をつくり上げている、今まさに過程にあるというふうに理解しています。 

 ご承知のとおり三陸沿岸は平地が非常に少ないところですので、そこから例えば移転を

する場合についても、移転先の権利調整もございます。それから、震災の区域についての

設定をした上でのかさ上げをして再生をする、そういういろんな形についての議論が具体

的なレベルで議論をしつつ、そこの中に医療の機能だとか商店街の機能だとか、そういう

ことを位置づけながらつくっていくというのは、一朝一夕でデザインするのとは違う、生

活がかかわってくることでございますので、そういう議論を重ねながら今進めているとい

うふうに私ども理解しております。 

 可能な地域については、スピード感を持って復旧は進められております。それは例えば

今回お示しをしたものであっても、診療所ですとか、あるいは高齢者施設ですとか、これ

は仮設以外でも可能な部分についてはもう既にかなり進められておりまして、９割だとか
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100％近くまで整備が進んでいるわけでありますけれども、そうでない議論が必要なものに

ついてはやはりどういうふうな設計をしていくのかということで時間がかかっているとい

うふうにご理解をいただければよろしいかと思います。 

〇小川委員 例えば津波で倒壊をしたような場所に県立病院を再建をするということ

は、これはあり得ない話だと私は基本的に思います。そうしますと、三陸沿岸はリアス式

ですから、当然高台であいている敷地はもう既にいろんなものに使われてしまっている

と。そうすると、やっぱり山を削って谷を埋めて、高台をつくって、平地をつくって移転

をするしかないのだろうと思うのですが、そこで私の認識では、国は地方自治体、各市町

村が独自のお金でできる話ではありませんから、国が結局最終的に復興予算として幾らつ

けてくれるかによって、そのプランができないわけです。 

 私は、何でこれ２年もたってもさっぱりプランすら出てこない、なかなかまちの再生プ

ランも出てこないというのの原因の一つは、国があなたのまちには１兆円規模で最終的に

はあれをするから、その規模でプランを立てなさいというものがないと、最終的に１兆円

規模のプランを立てたところが、結局最終的には仮に、3,000億円しか地元には予算がこな

かったのであれば、せっかくつくったプランそのものが何もできないわけです。というこ

とは、要するにプランをつくる前に、あなたのまちの再生には大体3,000億ですよ、あるい

は5,000億ですよというようなガイドラインを国が示していないから、地方自治体である各

市町村は将来計画としてのプランすらつくり得ていないと、２年たってもつくり得ていな

いと。どこまで山を削って谷を埋めて、それに物すごくお金かかるわけですが、それをど

の程度の範囲でやるかということによって全然これ違うわけです。 

 ですから、私は何で２年もたってそういうプランすらできていないかというのの原因の

一つは、国がそういうガイドラインといいますか、ある程度の予算規模をこのぐらいでや

りなさい、このぐらいはつけてあげますよということをガイドラインとして出していない

からではないかと思うのです。その辺はいかがでしょうか。 

〇小田島保健福祉部長 これは非常に難しいお話だと思いますが、今の考え方とすれば、復

興交付金のような形で、どれぐらい整備をどういうふうな形でやろうかというものについ

て国が交付金を出しながら進めていくという方法を今とっておりますので、小川委員さん

がおっしゃることは非常に傾聴に値するお話だと思いますが、今の形での進め方の議論は

そういう形の中でやりとりをしながら必要な予算について第何次、第何次というふうにつ

けながら進んでいるということが実態でございます。ご意見については、復興局等にも話
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を伝えながら、より効率的な形で進むことができるような、そういうことについて我々も

提案していきたいというふうに考えております。 

 なお、県立病院について申し上げますと、来年度の当初予算について予算措置を既にし

ておりますが、これは医療の再生基金、これを活用いたしまして、全体としては75億ぐら

いの予算を確保しながら整備をするということで措置をしているところでございます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。貴重なご意見、ご質問をたくさんいただきまし

て、予定されております時間も大分押してまいりましたので、説明も簡潔にお願いをいた

したいと思います。 

 それでは、２番の当初予算のポイントについては以上で終了することにいたしたいと思

います。 

 

 次に、３の次期「岩手県保健医療計画」（中間案）につきまして事務局より説明をお願

いいたします。 

〇小原保健福祉企画室医療再生特命課長 保健福祉企画室の小原と申します。資料３の次

期「岩手県保健医療計画」（中間案）概要版のほうをお開きいただきたいと思います。恐

縮ですが、座って説明させていただきます。 

 まず、現行の保健医療計画の期間につきましては、平成20年度から24年度までとなって

いることから、現在計画の見直し作業を行っているところでございます。その中間案につ

きまして、医療審議会医療計画部会のほうで審議しているところでございますけれども、中

間案につきまして先月の28日までパブリックコメントということで、県民の皆様や市町村

ですとか関係団体に対してご意見をお伺いしていたところでございます。その中間案につ

きまして、ご報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、１、計画に関する基本的事項にございますように、この計画の性格といたしまし

ては、各都道府県が医療提供体制の確保を図るために策定する医療法に基づく医療計画で

あるとともに、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく都道府県の医療費適正化計画と

いう２つの性格を持っているものでございまして、次期の計画期間は平成25年度から29年

度の５カ年となっているものでございます。 

 続きまして、３の保健医療圏（医療圏）及び基準病床数でございます。アの２次保健医

療圏につきましては、入院を中心とする一般の医療の需要に対応するほか、広域的、専門

的な保健サービスを効果的、効率的に提供するための圏域でございますけれども、これま
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での経緯ですとか患者さんの動向、例えば流出患者の多くが盛岡保健医療圏に集中してお

りまして、隣接している２次医療圏による圏域の再編等では、医療の需給状況の改善は直

ちに見込まれないなどのことから、従来の設定といたしまして、こちらに書いてあります

とおりの９圏域とする方向で進めているところでございます。 

 （２）の基準病床数でございますけれども、基準病床数は地域に必要な病床数とも言い

かえられまして、２次医療圏ごとの病床数の整備目標でありますとともに、それを超えて

病床が増加することを抑制するための基準となる病床を医療法に基づいて算定するという

ようなためのものでございます。 

 前回の平成19年度に変更した際と同様に、国の算定式にのっとって算定するわけですけ

れども、算定いたしますと療養病床と一般病床合わせて県全体で約3,000床減る見込みとい

う試算になっているところでございまして、これは国において算定に用いる病床利用率等

の数字等が改定されたことですとか、本県における人口の減少、もしくは介護施設の入所

定員数の増加等がこの減少の要因となっているものと考えられるところでございます。 

 これまで本県におきまして基準病床数を超えて病床を有する地域、いわゆる病床過剰地

域につきましては、盛岡、岩手中部、釜石、久慈、二戸の５圏域でございましたけれども、こ

の試算によりますと全ての圏域が該当するという過剰病床地域になってしまうということ

になってしまいますので、こうしたことからさまざまな要件、患者の受療動向ですとか、病

床、病棟の今後の整備予定、もしくは被災地における今後の見込みなど２次保健医療圏ご

とに具体的に検証を加えながら新しい基準病床数を算定しまして、ほかの病床の種別とあ

わせまして医療審議会に今後諮りたいと検討しているところでございます。 

 基準病床数制度の仕組みといたしましては、病床過剰地域においては新たな病床の増加

を原則できないということになりますけれども、その病床過剰地域を理由に現在当該地域

にある医療機関に病床削減の義務が課されるというものではございませんで、いずれにし

ましても今般の見直しが各圏域の取り組みに重大な影響を及ぼすことがないように検討を

進める必要があるということで作業を進めているところでございます。 

 ４の保健医療提供体制の構築についてでございます。患者の立場に立った安全、安心で

質の高い医療が受けられる体制の構築を目指しまして、急性期から回復期を経て自宅に戻

るまで患者が一貫した治療方針のもとに切れ目ない医療を受けることができるように医療

提供体制を確保していくことを基本としておりますけれども、国の指針に従いまして疾

病、事業ごとや在宅医療に係る医療提供体制の構築に向けた施策の方向性や取り組みを取
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りまとめているところでございます。 

 次期計画の策定に当たりましては、（２）のアのところにも書いておりますけれども、従

来がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病等々を計画に記載しているところでございますけ

れども、それらに加えまして今回精神疾患と認知症、丸の２つ目にございますように在宅

医療についての連携体制などを新たに盛り込んでいるところでございます。 

 時間も限られておりますので、新たに盛り込まれたところを中心に説明させていただき

ますが、おめくりいただきまして２ページ目の中ほど、下のところに精神疾患の医療体

制、新設と書いてございますが、精神疾患の医療体制では精神科医療機関ネットワークに

よる連携体制の整備、地域生活支援体制の強化、こちらにちょっと記載しておりません

が、震災を踏まえましたこころのケアの取り組み等を、また認知症の医療体制におきまし

ては認知症疾患医療センターを中核といたしましたかかりつけ医等に対する支援体制の充

実、家族の身体的、精神的負担の軽減支援の取り組みなどを、おめくりいただきまして３

ページ目の箱枠の一番最後になりますけれども、在宅医療の体制につきましては入院医療

機関における退院支援体制の整備ですとか、地域における多職種の協働の取り組み促進や

リーダーの育成などをそれぞれ盛り込むこととしているところでございます。 

 さらに、このような疾病、事業ごとの医療提供体制におきまして、患者の予後の改善等

を図る上で重要視されている医科と歯科医療機関の連携、取り組みの推進につきまして

は、エといたしまして箱枠の下でございますけれども、医療連携における歯科医療の充実

として新たに項目立てているところでございます。 

 次の（３）から４ページの上段の（５）の保健・医療・介護（福祉）の総合的な取り組

みの推進につきましては、現行計画の進捗等を踏まえながら具体的な取り組み内容の見直

しなどを図りながら、こちらに書いてあるような内容を盛り込んでいこうとしているとこ

ろでございまして、４ページでございますけれども、特に（５）の保健・医療・介護（福

祉）の総合的な取り組みの推進では、箱で囲っているところでございますが、地域包括ケ

アを推進するための地域包括支援センターの機能の充実、強化ですとか、これらの取り組

みと連動した地域リハビリテーション体制の整備などを盛り込むこととしているところで

ございます。 

 また、新たな項目といたしましては、５といたしまして医療連携体制構築のための県民

の参画におきまして、県民総参加型の地域医療体制づくりの推進と被災地における適切な

受診や生活習慣病の予防に関する啓発活動の促進等に関する取り組みなど、６といたしま
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して東日本大震災津波からの復興に向けた取り組みにおきましては、被災地の医療提供体

制の再建、医療の情報化、被災地における地域包括ケアの取り組み支援ですとか、こころ

のケアの推進等に関する取り組みを盛り込むこととしているところでございます。 

 ７の計画の推進と評価、こちらも新設でございますけれども、いわゆるＰＤＣＡという

ことで、計画、実行、評価、改善サイクルを取り入れながら医療審議会におきまして毎年

度計画の進捗状況について評価、検証を実施すると。また、各保健医療圏におきましても

保健所の運営協議会ですとか圏域における医療連携会議等の場におきまして地域で情報を

共有しながら評価、検証を行うこと、また数値目標等をのせるということで、それぞれの

目標設定の考え方を具体的に盛り込むこととしているところでございます。 

 現在県民の皆様方や市町村関係団体からもいただいたご意見を踏まえまして、最終案を

調整中でございます。今後最終案を医療審議会にお諮りの上、審議会から答申をいただい

た上で３月末に計画を策定する予定となっているところでございます。 

 駆け足で説明させていただきましたが、説明は以上になります。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。それでは、医療計画の中間案でございますが、た

だいまの説明にご質問、ご意見等ございましたらご発言をお願いいたします。よろしゅう

ございますか。 

 （「なし」の声） 

 

〇桑島委員長 では、特にないようでございますので、次の４番の岩手県立療育センター

整備基本計画について、では事務局のほうから説明をお願いします。 

〇千田障がい保健福祉課総括課長 障がい保健福祉課の千田でございます。それでは、報

告させていただきます。 

 昨年12月18日に療育センター整備委員会を開催いたしまして、それを経まして具体的な

整備内容を盛り込みました整備基本計画が決まりましたので、ご報告するものでございま

す。恐れ入ります、座って説明をさせていただきます。 

 この関係で、お手元に資料４としまして２種類の資料を配付させていただいておりま

す。１つ目は、大きいＡ３判のもので、カラーのものでございます。もう一つがＡ４判縦

のものでございまして、その後ろのほうに岩手県立療育センター整備基本計画として添付

されているかと思います。こちらのほうが計画本体でございまして、29ページに及ぶもの

でございます。 
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 まず、県立療育センターについて申し上げますと、この施設は今盛岡市内、手代森にご

ざいまして、障がい児のための病院でもあると同時に福祉施設として入所、通所の機能も

備えておりますし、さらには大人の障がい者が入所してリハビリ訓練を受けるなどの機能

も備えた総合福祉施設でございます。ただ、築後36年経過しておりまして、老朽化が進ん

でいるというものでございます。 

 今回この基本計画には、療育センターの現状ですとか改築整備の必要性といった内容も

詳しく盛られておるのですが、本日は時間に限りもございますことから、大きいカラーの

Ａ３判の資料のほうで改築整備の内容に絞って報告をさせていただきます。時間が押して

いるようでございますので、さらにこの内容もかいつまんで説明いたしますので、御了承

いただきたいと思います。 

 まず、このカラーの資料の左上の１、整備機能の基本的な考え方でございますが、これ

は改築整備でどういうことを目指すかということです。これにつきましては、（１）の障

がい児支援部門では、①の岩手医科大学附属病院との連携による高度小児科医療提供体制

を構築することのほか、ここにありますように４つの項目に整理させていただいておりま

す。 

 それから、（２）の障がい者支援部門では、①の肢体不自由者の機能訓練や職業訓練の

ほか、ここにございますように３項目に整理しているところでございます。 

 次のほうに進ませていただきます。２の主な機能、これが先ほどの基本的な考えを踏ま

えた具体的な整備内容というところでございますので、こちらのほうが重要ということで

お話しさせていただきます。 

 （１）の障がい児支援部門の①、入所部門では、まず肢体不自由児対応病床の定員を現

定員の60人から30人に縮小します。その一方で重症心身障がい児対応病床20人分、それか

ら一般病床10人分を新設しまして、全体としましては現行と同じ60床といたします。 

 ②の診療部門では、耳鼻咽喉科と眼科とリハビリテーション科を新設しまして、現在の

６診療科から９診療科に拡充いたします。 

 ③の在宅支援部門では、医療型児童発達支援センターの定員を15人から20人に、それか

ら児童発達支援事業の定員を９人から15人に拡充いたします。障がい児・者短期入所、日

中一時支援につきましては定員５人で変更ございません。 

 ④の相談支援部門では、支援体制を強化いたしまして、在宅の重症心身障がい児・者へ

の支援を継続いたします。 
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 （２）の障がい者支援部門につきましては、現行定員は維持いたしますけれども、支援

体制を強化するという形で提供するサービスの質の向上を図ることとしております。 

 次に、資料の上のほうに戻りまして、中ほどの３の施設規模でございますが、表にまと

めましたのが部門別に想定する必要面積でございます。全体で１万1,800平米程度と見込ん

でおります。 

 また、表の右のほうは建物の非常に大まかな配置のイメージ図でございます。これは後

ほどまた確認いただきたいと思います。 

 次に、下の４、施設整備地でございますが、右下のほうに角のとれた四角い枠のところ

がございますが、そこに記載ありますように、整備地選定の考え方としては、高度な小児

医療の提供体制の構築に適する場所、また医師等の診療応援を容易に受けられやすい場所

ということで、具体的な整備地としましては岩手医科大学附属病院の移転敷地内に療育セ

ンターと今現在県立の療育センターの隣にあります盛岡となん支援学校、これを一体的に

整備しようとするものでございます。それで所在地住所は、矢巾町大字藤沢第１、第２地

割ということになります。矢巾町の位置、そして岩手医大移転整備地の位置、そしてその

中での療育センターの整備予定地を図示してございます。 

 最後に、下の５、整備スケジュールでございますが、今後速やかに基本設計、実施設計

に着手しまして、平成28年度の竣工を目指すこととしております。 

 療育センターの整備につきましては、これは県内の療育関係者にとって長年の念願でご

ざいました。その実現に向けて一歩前に進むことができたなというふうに考えております。 

 報告は以上でございます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの療育センターの計画につ

きましてご質問等ございましたら。 

 はい、どうぞ。鎌田委員。 

〇鎌田委員 鎌田ですけれども、今課長さんおっしゃったように、本当に療育センターの

新設ということで、重心の人たちの待ちに待ったセンターだなと思いまして、私もちょっ

とこれ見たときにすごくいいなと思ったのですけれども、場所的にも医科大学の附属病院

の敷地内にということで、矢巾ですけれども、すごくいい場所にできて皆さんも通いやす

くなったのではないかなと、今の場所よりはずっとよくなったなと思いました。 

 ただ、定員なのですけれども、障がい児のほうは大体少し多くなったなという感じしま

すけれども、障がい者、在宅の重心の人たちというのは本当に在宅で大変で、今回こうい
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う療育センターができるからいいなということで、中部地区からも結構来たいというので

すけれども、なかなか定員が少なくて、とてもいいところにできるのだけれども、何か行

けないという、とにかく今現在でも何かすごく待っていなければなかなか受けられないと

いうようなことがありますので、せっかく新しくなるので、もう少し定員をふやして、ま

だ28年度までですので、これから検討していただいて、もう少し定員をふやしていただき

たいなと思います。 

〇桑島委員長 はい。 

〇千田障がい保健福祉課総括課長 今鎌田委員おっしゃっているのは、今の資料で２の主

な機能の（１）の①、入所部門の特に２つ目のポツ、重症心身障がい児対応病床定員20の

ところがこれで十分だろうかというお話なのかと思います。 

 それで、まずこの20人の考え方ですけれども、この整備基本計画、かなり前の構想段階

から県内の重症心身障がい児、あるいは超重症児と呼ばれる方々の実態を調査しまして、こ

ういう療育センターを整備された暁には入所を希望するでしょうかということを調査しま

したところ、具体的に24名ほど、今すぐでなくても将来的には希望したいというような方

を含め24名ほどあったということで、それではとりあえず20人を確保できれば、今すぐに

でなくても将来的な事業にも一応は対応できるのではないかと、これは整備委員会のほう

でそのように考えたものでございます。ただ、委員会のほうの議論でも、20人というのは

そうはいっても、また既に在宅の方なんかのこの先を考えれば、いろいろもっと必要にも

なるのではないかといったような声もございました。 

 それで、とりあえずこの整備計画は20のままといたしますけれども、実際にこの後の重

症心身障がい児の方々の入所のニーズにどのように対応していくか。さらに、療育センタ

ーだけではなくて、県内にほかの重症心身障がい児施設、あるいは国立病院等々であるわ

けですので、そちらの状況とうまくネットワークを組んで入所調整等も図りながら、これ

からのニーズに対応していく委員会を立ち上げて検討していこうということになってござ

います。そういう意味で、平成28年度ごろをめどとする療育センターの竣工までに、そう

いった重症心身障がい児・者のさらに今後のニーズにどう対応するか検討する予定として

ございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

〇鎌田委員 済みません、時間の過ぎているところ。ショートステイで利用する人たちも

何か足りないと言っていますので、その辺も多くしていただくようによろしくお願いしま

す。 
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〇千田障がい保健福祉課総括課長 では、ご意見としてこちらは受けとめてよろしいでし

ょうか。ありがとうございました。 

〇桑島委員長 そのほかございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 （「なし」の声） 

〇桑島委員長 それでは、特にないようでございますので、以上をもって県立療育センタ

ーの整備基本計画については終わりたいと思います。 

 

６ その他 

 

〇桑島委員長 次に、６のその他でございますが、事務局のほうから何かありませんか。 

 はい、どうぞ。 

〇高橋保健福祉企画室主任主査 関係される方にはご案内しておりましたけれども、この

後この会場におきまして民生委員審査専門分科会を行いますし、盛岡地区の合同庁舎の５

階の保健福祉環境部の研修室におきまして児童福祉専門分科会を開催したいというふうに

考えております。それぞれの分科会の委員の皆様には、引き続きお願いいたします。盛岡

地区の合同庁舎の会場には、担当者がご案内いたしますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

〇桑島委員長 質問等ございますか。ただいま今後の予定の話がございましたが、この際

委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 （「なし」の声） 

〇桑島委員長 それでは、何もないようでございますので、以上をもちまして本日の会議

は終了させていただきたいと存じます。ご協力まことにありがとうございます。 

 

７ 閉  会 

 

〇高橋保健福祉企画室主任主査 それでは、これをもちまして岩手県社会福祉審議会を閉

会させていただきます。ありがとうございました。 


