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１ 開催日時  平成 24 年２月 10 日（金） 午後１時 30 分から３時 30 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 

(１) いわて県民計画第２期アクションプラン（政策編）について（報告） 

(２) 平成24年度保健福祉部施策の重点化のポイントについて（報告） 

(３) 「いわていきいきプラン2014（仮称）（岩手県高齢者福祉計画・岩手県介護保

険事業支援計画）」素案の概要について（報告） 

(４) 第３期障がい福祉計画の策定について（報告） 

(５) 児童虐待事例の検証報告について（報告） 

(６) 平成23年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（報告）
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１ 開  会 

 

〇保健福祉企画室阿部主任主査 只今から、岩手県社会福祉審議会を開会いたします。本

日の御出席は、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御報告いたしま

す。なお、本日の会議は公開とされております。 

進行に入る前に、前回の社会福祉審議会以降に、新たに御就任いただきました委員を御

紹介いたします。岩手県議会議員の「郷右近 浩（ごうこん ひろし）」委員でございま

す。 

○郷右近委員 よろしくお願いします。 

〇保健福祉企画室阿部主任主査 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 

 

〇保健福祉企画室阿部主任主査  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 県の保健福祉部長の小田島でございます。今日はお忙しところ委

員の皆様方には御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。昨年３月11日

に発生した東日本大震災津波から復旧、復興に向けて現在保健福祉部では被災者の方の日

常生活の支援、心のケア活動、それから要保護児童への支援、さらには社会福祉施設の復

旧等に取り組んでいるところでございます。できるだけ早く被災者の方々の生活が被災前

の状況に戻りますように引き続き努めてまいりたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 さて、御案内のとおり県ではこれからの希望あふれる岩手を実現していくためにいわて

県民計画を策定し、その推進を図っているところでございます。今月６日には平成23年度

からの第２期アクションプランを策定したところでございます。このいわて県民計画の第

２期アクションプランの保健福祉の分野の項目は、第１期と同様でありまして、地域の保

健医療体制の確立、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、福祉コミュニティの確立、この３つの項目が柱となってございますが、計画の策定に
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当たりましては第１期計画に基づく取組の状況について、その成果と課題、あるいは東日

本大震災津波からの復興、復旧の取組を踏まえて策定をしたものでございます。共に生き

るいわての実現に向けて取組を進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、いわて県民計画の第２期アクションプランのほか、高齢者

施策や障がい者施策に係る計画の策定などについて御報告をさせていただきますととも

に、来年度における保健福祉施策の重点化のポイントにつきましてもあわせて説明をさせ

ていただきます。 

 いずれ本県社会福祉施策の推進において重要な事項でございますので、委員の皆様方に

おかれましては忌憚のない御意見をいただきたいと考えております。本日はよろしくお願

いいたします。 

 

３ 委員長あいさつ 

 

〇保健福祉企画室阿部主任主査 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。本日はどうぞよろしくお願い

を申し上げます。 

 本日の会議では、いわて県民計画第２期のアクションプランや高齢者施策、障がい者施

策に係る計画、また東日本大震災に係る取組状況など６項目につきまして事務局から御報

告をいただく予定になっております。人口の減少、少子高齢化社会が進行し、社会福祉を

取り巻く環境は大変厳しく、また重要になっております。本日は皆様方から忌憚のないさ

まざまな御意見をいただきまして、県においてはそれらを本県社会福祉の推進に十分に役

立てていただきたいと考えておりますので、積極的な御意見をいただきたいとお願いを申

し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、円滑な議事進行に御協力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挨拶といたします。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

〇保健福祉企画室阿部主任主査 ありがとうございました。ここで、まことに申しわけご

ざいませんが、部長は所用によりまして一時中座いたしますので、御了承お願いいたしま

す。 
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４ 専門分科会等所属委員の指名 

 

〇保健福祉企画室阿部主任主査 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項の規定によりまして、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。 

〇桑島委員長 それでは、次第に従いまして順次会議を進めてまいりたいと存じます。 

 先ほど事務局より御紹介いただきました郷右近委員の専門分科会の所属でございます

が、岩手県社会福祉審議会条例等の規定によりまして、当職から指名することとなってお

りますので、民生委員審査福祉専門分科会といたしたいと存じますが、いかがでございま

しょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇桑島委員長 ありがとうございました。それでは、郷右近委員にはどうぞよろしくお願

いを申し上げます。 

 

５ 議事録署名委員の指名 

 

〇桑島委員長 次に、本日の審議会の議事録署名委員の指名でありますが、岩手県社会福

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

きましては、佐藤委員と関口委員を指名いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

６ 報告事項 

 （１）いわて県民計画第２期アクションプラン（政策編）について 

 （２）平成24年度保健福祉部施策の重点化のポイントについて 

 （３）「いわていきいきプラン2014（仮称）（岩手県高齢者福祉計画・岩手県介護保険 

     事業支援計画）」素案の概要について 

 （４）第３期障がい福祉計画の策定について 

 （５）児童虐待事例の検証報告について 

 （６）平成23年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 
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〇桑島委員長 次に、報告事項に入ります。 

 最初に、いわて県民計画第２期アクションプラン（政策編）についてでございます。事

務局から説明を願います。 

〇根子副部長兼保健福祉企画室長 保健福祉部の副部長の根子と申します。よろしくお願

いします。報告事項の１、いわて県民計画第２期アクションプラン（政策編）について御

説明いたします。恐縮でございますが、座って説明いたします。 

 いわて県民計画でございますけれども、平成21年の12月に策定しました県の総合計画で

10年後の未来を示した長期ビジョン、それからその実現のための具体的な取組を示すアク

ションプランから構成されております。今般２期目のアクションプランが完成しましたの

で、委員の皆様に主に福祉分野に関するプランの内容を御報告いたしたいと思います。 

 資料のナンバー１―１、いわて県民計画概要版をごらんいただきたいと思います。資料

の表のページの中段ほどに長期ビジョンがございます。いっしょに育む「希望郷いわて」

を基本目標に掲げ、実現していきたい岩手の未来として、仕事の分野ではいきいきと働い

ています。暮らし分野では、安心して暮らしています。学び・こころ分野では、楽しく学

んでいますという３つの目指す姿を掲げております。 

 この長期ビジョンの下のほうにありますアクションプランの政策編では、長期ビジョン

に掲げた姿を実現するために、具体的な取組として岩手の未来の実現に向けた７つの政策

を掲げておりまして、そのうち保健福祉部に関係する政策は、医療・子育て・福祉、共に

生きるいわての実現というふうになっております。 

 この資料をお開きいただきまして、いわて県民計画第２期アクションプランの概要とい

うのが開いてＡ３判になっていると思いますが、その中でまず１の第２期アクションプラ

ンの策定の趣旨でございますけれども、第２期アクションプランは第１期アクションプラ

ンの取組の成果を検証し、ここで明らかになりました課題、本県を取り巻く社会、経済情

勢の変化などに的確に対応するために策定したものでございます。 

 それから、この第２期アクションプランは東日本大震災津波からの復旧、復興を進める

とともに、その先にある希望郷いわての実現に向けて新しい公共など多様な主体との協働

と参画による推進を図りながら、復興の取組を地域の振興へとつなげていこうというもの

でございます。 

 次に、２の実施期間でございますけれども、いわて県民計画は平成21年度から30年度ま
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での10年間の計画となっております。先ほどの長期ビジョンで掲げた目指す姿というのが

30年後における本県の姿を想定しているというものでございます。 

 そして、そのアクションプランにつきましては、知事のマニフェストサイクルと合わせ

まして、平成21年度から最初は２年、それから４年、４年ということで、今回の第２期ア

クションプランについては平成23年度から26年度までの４年間を計画期間としております。 

 なお、昨年８月には岩手県東日本大震災津波復興計画を策定しておりますが、これとの

関係でございますけれども、復興計画は震災を踏まえまして復興に関して優先的に取り組

む施策を盛り込んでいる計画でございますが、いわて県民計画はそういった復興の施策も

含めた県行政の全般にわたる政策などを体系的に定めるというものという整理となってお

ります。復興計画では、平成23年度から25年度までを第１期、いわゆる基盤復興期間、そ

れから26年度から28年度を第２期、本格復興期間と定めておるところでございますけれど

も、今回の第２期アクションプランにおける復興の関連施策につきましては、その復興計

画における短期的あるいは中期的な取組とも整合性を図りながら推進するということで位

置づけているものでございます。 

 次に、資料の裏面をちょっとお開き願いますけれども、裏面には第２期アクションプラ

ン政策編の概要ということで記載されておりますけれども、これについては先ほど７つの

政策、それから42の政策項目から構成されておりまして、このうち当部、保健福祉部に関

係する政策といたしましては、このうちのⅢの医療・子育て・福祉を構成するものでござ

いまして、その政策項目は大きく３つ、ナンバー14の地域の保健医療体制の確立、それか

らナンバー15の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、そ

れからナンバー16の福祉コミュニティの確立ということになっております。 

 具体の内容につきましては、次の資料の１―２という冊子のほうをごらんいただきたい

と思います。資料の１―２、Ⅲ、医療・子育て・福祉、「共に生きるいわて」の実現をご

らんいただきたいと思います。この資料でございますけれども、Ⅲの分野を構成する３つ

の政策項目、先ほど申し上げました３つの政策項目に関する資料ということになります。 

 資料の５ページをお開きいただきたいと思います。資料の５ページ、政策項目の14、地

域の保健医療体制の確立でございますけれども、この項目につきましては医師の養成、確

保対策の推進、ドクターヘリの運航など救急医療体制の整備、感染症対策、生活習慣病予

防の推進などに取り組むこととしております。本項目の内容につきまして、医療分野の話

が主であることから申し訳ありませんが、この分はちょっと割愛させていただきたいとい
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うふうに思っております。 

 資料の13ページをお開き願います。資料の13ページ、本審議会に関係いたします政策項

目として、子育て環境の整備に関する政策項目15、それから福祉コミュニティに関する政

策項目16もございますが、まず15の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けれども、まず１のみんなで目指す姿として、「男女が希望

する数の子どもをもち、子育てに喜びを感じながら安心して子どもを生み育て、次代を担

う子どもたちが健やかに育っています」ということで、この表現につきましては第１期の

アクションプランから変更はございません。 

 目指す姿を表す指標につきましては、今回新たに②の放課後児童クラブの設置数、それ

から③のいわて子育て応援の店協賛店舗数を追加しておりますが、①の合計特殊出生率に

ついては継続しようということになっております。恐れ入りますけれども、目標値の考え

方についての説明は割愛させていただきたいと思います。 

 それから、資料の14ページ、ちょっとごらんいただきたいと思います。14ページ、２の

目指す姿を実現するための取組でございますけれども、この前段に記載しております本県

の児童福祉分野を取り巻く現状を踏まえまして、県として目指す姿を実現するための基本

方向、それから主な取組内容を示しております。 

 主な取組内容につきましては、①の若者が家庭や子育てに夢を持てる環境の整備とし

て、社会全体で子育てを支援する機運の醸成、男女がともに家事や育児に取り組む環境づ

くりなどに取り組んでまいります。 

 それから、②の安全・安心な出産環境など親と子の健康づくりの充実といたしまして、周

産期医療体制の整備、妊娠、出産、育児などについての健康教育、妊婦健診の受診促進な

どに取り組んでまいります。 

 ③の子育て家庭への支援といたしましては、保育サービスの充実や地域の子育て支援活

動の充実などに取り組んでまいります。 

 資料15ページにまいりまして、④番の子どもの健全育成の支援でございますが、放課後

児童クラブの設置促進、児童虐待防止策の強化、県立療育センターの整備による地域療育

ネットワークの構築、機能充実などに取り組んでまいります。 

 ３の取組に当たっての協働と役割分担についてでございますけれども、このアクション

プランでは県民を初め多様な主体が一体となり目指す姿の実現に向けた取組を推進すると

いうこととしておりまして、この取組に当たりましてはそれぞれの主体の役割について示
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しております。恐縮ですが、各主体の役割分担に対する説明は割愛させていただきたいと

思います。 

 それから、資料16ページをごらんいただきたいと思いますけれども、16ページには４と

して県の具体的な推進方策（工程表）ということで提示させていただいています。主な取

組内容であります具体的な推進方策に係る指標、それから平成23年度から26年度までの４

年間を中心とした取組の工程表として示したものでございます。取組内容の詳細につきま

しては、次の24年度の施策の重点化のポイントで若干説明したいと思いますので、説明は

割愛させていただきます。 

 続きまして、資料の19ページをお開き願いたいと思います。資料の19ページにつきまし

ては、政策項目16、福祉コミュニティの確立でございます。１のみんなで目指す姿でござ

いますけれども、「県民誰もが、身近な地域社会で、年齢や性別、心身の障がいの有無に

関わらず、お互いの個性や尊厳を認め合い、必要な福祉サービス等を利用しながら、住民

相互の支え合いや見守りなどにより、安心して生活できる福祉コミュニティづくりが進め

られています」ということで、この表現につきましても１期のアクションプランから変更

はございません。 

 目指す姿を表す指標につきましては、今回新たに①の地域福祉計画を策定し、施策に取

り組んでいる市町村数、それから②の元気な高齢者の割合を追加しております。また、⑤

の自殺者数については、自殺対策がうつ病対策という医療の観点の取組のみならず、地域

の中で自殺リスクの高い方をサポートする体制づくりなど、福祉の観点からの取組に転換

したということに伴いまして、政策項目の16、この項目のほうに位置づけを変更しており

ます。このほかの指標については、測定方法あるいは計算方法等修正はしておりますけれ

ども、第１期のプランと同様の指標となっております。目標値の考え方については、説明

は割愛させていただきます。 

 資料21ページをお開き願います。主な取組内容としては、まず①、生活支援の仕組みづ

くりとして、福祉人材の確保、ボランティア活動の促進など新たな支え合いの仕組みづく

り、ひとにやさしいまちづくりの普及啓発などに取り組んでまいります。 

 ②として、高齢者が住み慣れた地域で生活できる環境の構築でございますが、医療、介

護、福祉等のサービスが効果的に提供される地域包括ケアの推進、地域密着サービス拠点

の整備促進などによる介護サービスの充実などに取り組んでまいります。 

 ③、障がい者が必要なサービスを利用しながら安心して生活ができる環境の構築でござ
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いますが、障がいについての理解促進、障がい者に対する不利益な取り扱いの解消、グル

ープホームや福祉的就労の場などの整備促進、障がい者の地域移行の支援体制の強化など

に取り組んでまいります。 

 ④の安全・安心のセーフティネットづくりでございますが、生活保護制度などのセーフ

ティネットの適正な運営、福祉避難所の設置支援、高齢者や障がい者への虐待防止、権利

擁護制度の利用促進などに取り組んでまいります。 

 資料の22ページでございますけれども、22ページには⑤として自殺対策の推進というこ

とで、自殺対策を担う人材の育成、ハイリスク者への支援体制づくり養成など、総合的な

自殺対策に取り組んでまいります。 

 ⑥のこころのケア活動の推進でございますが、岩手県こころのケアセンターや地域のこ

ころのケアセンターを設置し、被災者へのきめ細かな心のケアに取り組んでまいります。取

組内容の詳細につきましては、24年度の施策の重点化のポイントの中でもう少し説明した

いと思いますので、この場ではちょっと割愛させていただきます。 

 以上で県民計画の第２期アクションプラン政策編についての説明を終わります。よろし

くお願いいたします。 

〇桑島委員長 それでは、ただいまの事務局からの説明に対しまして御質問、御意見など

ございましたら御発言を願いたいと存じます。 

 はい、どうぞ。 

〇高橋委員 岩手県精神保健福祉連合会、高橋でございます。いつもお世話になっており

ます。ありがとうございます。 

 21ページでありますが、③の障がい者が必要なサービスを利用しながら云々となってい

ますけれども、一番下のポツに、また地域移行後の在宅精神障がい者等に対し医師、臨床

心理士等々の訪問活動について明記されております。やはりアウトリーチ事業というふう

なことでの取組であろうというふうに理解してございますが、大変いい方向で計画をつく

られているなというふうに思ったところでございます。 

 23年度においては震災とのかかわりで、なかなかこの事業が推進できないという状況の

中にあったと伺っておりますが、ぜひ24年度は次の報告の中で出てくるであろうと思いま

すが、この取組が推進されますことを御期待申し上げたいというふうに思います。 

 ただ、１つ残念なことは、障害者基本法が昨年の８月に改正になりました。ご存じのと

おりでございますが、その中で障がい者本人及び家族に対する支援について非常に大事な
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ことであると。本人のサポートだけではなくて、家族に対するサポートも大事というふう

なことがうたわれているわけでありますが、家族相談員についてより一層御検討をいただ

きたい。家族による家族のための家族相談員制度、これはご存じのとおり身体と知的障が

いを持つ方々の家族相談員は国で制度化してございます。ところが、精神のほうはまだ制

度化されておりません。まさに精神のほうは20年も10年もおくれているというふうに言わ

れている制度でありますけれども、どうぞ県においてこの家族相談員制度についての御検

討を一層進めていただきたいというふうに思ってございます。 

 以上です。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうどうぞ。 

〇朽木障がい保健福祉課総括課長 ありがとうございます。障がい保健福祉課、朽木でご

ざいます。御意見伺いまして、まずアウトリーチ事業について次期アクションプランのほ

うにも明記をさせていただきましたが、委員のほうからお話があったように、今年度本来

は事業スタートするということで、そのつもりで23年度の当初予算にも予算要求をし計上

させていただいたところだったのですが、何せ震災の対応ということで県内の精神保健福

祉に従事している方々が心のケア等に沿岸部の支援等に重点化していったということ

で、この事業を今年度はできなかったわけですけれども、来年度はぜひやりたいというこ

とで、24年度当初予算にも計上させていただいたところでございます。しっかり事業を進

めていきたいと思ってございます。 

 もう一つ、精神障がい者の家族相談員の制度についてでございますけれども、委員のほ

うからお話があったように身体障がい者相談員、それから知的障がい者相談員につきまし

ては、国の制度としてそれぞれの法律でもって規定をされている制度でございます。これ

に対して精神障がい者の家族の相談員制度については、精神保健福祉法では明記をされて

いないと、まだ制度化されていないということでございまして、私ども県のほうでも国へ

の要望として精神障がい者の家族相談員制度を他の障がいと同様に制度化するようにとい

う要望は続けております。引き続き国のほうに要望を続けながら、県内で県独自でそれに

類似した形でできるような方向性について家族会の皆さんともう少し協議を続けながら可

能性について探ってまいりたいと思っておりますので、よろしく御協力をお願いいたしま

す。 

〇桑島委員長 高橋委員、よろしゅうございますか。 
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 それでは、ほかに何かございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ、小笠原委員。 

〇小笠原委員 ２分で終わりますので、注意されますので、２分で終わりたいと思いま

す。今の資料の１―２の一番最後のページにゲートキーパー、自殺する方を減少するとい

う県の方針、これについて今説明がありましたのですが、ちょっとゲートキーパーという

言葉が自殺予防対策であるというのは初めて知ったのですけれども、今県で実施している

自殺予防対策として傾聴ボランティアの活動があり、それらのグループが県内各地で活躍

しているようですが、これとのかかわりはどうなのかお聞かせいただきたいなと、こう思

っていました。 

 ３年前、個人的になりますが、私も傾聴ボランティア養成講座を４日間受講しまして、何

か世の中の役に立ちたいなという思いで参加したのですが、内容が自らの意見は言っては

いけない。相談者の話に耳を傾けうなずく、同調する、話を聞くだけという受動的な内容

でございまして、私は参加を取りやめましたが、自殺を考えているほどの人の悩みの深

さ、重さはそれぞれ個人差があるとは思いますが、話を聞くだけですよと宣言している場

所に果たして相談に来るだろうかというふうなことを思って、自殺を思いとどまるだろう

かというふうなことを疑問を持って、ちょっとそれ以上参加するのはやめたわけですが、今

回私もゲートキーパー養成講座、これ地元の新聞ですけれども、養成講座のお知らせとい

うことで参加してみました。参加者が40人、60人の応募があって40人に絞ったそうです。参

加者の方々の内容は、私みたいな高齢者が圧倒的に多かった。自殺の相談を受けるという

よりは、何か相談したいというような方のほうが多かったような感じで、その講座を聞き

ましたけれども、ゲートキーパーなるものが自殺の予防ということでやっているようです

けれども、自殺のジの字も出なかったということで、果たして、傾聴ボランティアと同じ

ような結果に終わりやしないか、もう少し中身を吟味し、参加する方が中身を全部理解し

て参加するような方法を最初から示してはどうかなと。レベルの低い話で恐縮ですが、そ

う思ってちょっと質問させていただきました。 

〇桑島委員長 聞き取れましたですか。 

〇朽木障がい保健福祉課総括課長 大体わかりました。 

〇桑島委員長 ああ、そうですか。それでは。 

〇朽木障がい保健福祉課総括課長 障がい保健福祉課の朽木でございます。まず、傾聴ボ

ランティアにつきましては、これまでの県の自殺対策の取組の中で各地域でいわば自殺を
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考えている人の悩みを聞くというような主目的ではなくて、地域の方々が孤独感を感じて

いたり、あるいは話し相手を求めていたり、そういった方々にそういう場を設けていくと

いう、そういうもう少し広い感じで声を聞く聞き手のどういう姿勢で、どういうことを大

事にしながら聞き手としてかかわっていったらいいかということを傾聴ボランティア養成

講座などでは保健所を中心に研修をして、それでその研修を受けた人たちが中心になって

久慈を初めとしてサロン活動をやっていくといったような、そういう取組をこれまでずっ

と続けてきたわけです。 

 震災後は特に野田村などでこころの相談室を拠点を置きながら、すぐそばに傾聴サロ

ン、こころの相談サロンみたいなものをそれまで養成された傾聴ボランティアさんの手で

運営をして、地域の人たち、あるいは仮設住宅にいる人たちなどの相談相手になっている

といったような活動をこれまで傾聴ボランティアの方々はやってきております。 

 今回ゲートキーパーというちょっと横文字でどういうものなのだということを疑問に感

じる方もいらっしゃると思いますけれども、資料の26ページ、医療・子育て・福祉の１―

２の一番最後のページに言葉の紹介として書いております。悩んでいる人に気づき、声を

かけ、話を聞いて必要な支援につなげ見守る人のことということでゲートキーパーという

ものを位置づけておりまして、これは例えば職場ですとか、あるいは警察官ですとか、今

度派出所というか、そこに勤めていらっしゃる警察官の方々なんかにもゲートキーパー養

成研修をすることにしておりますけれども、さまざまな職種あるいは地域、そういったと

ころで気づいたり、話しかけたり、あるいはちょっと心配だなというときには保健師さん

につないだり、そういう役目を持って活動していく人を全県的に養成をしていきたいと、作

っていきたいということでこのゲートキーパー養成研修というものを自殺対策の一つの取

組として今回位置づけたということであります。よろしいでしょうか。 

〇桑島委員長 小笠原さん、よろしゅうございますか。 

〇小笠原委員 はい。 

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、岩動委員。 

〇岩動委員 ゲートキーパーというと普通は門番ですよね。ですから、横文字で言えばい

いというものではないような気がするのですけれども、今ＧＫＢ47とかというのがかなり

何か批評を浴びていますけれども、こういうのはもうちょっとわかりやすい言葉で、要す

るにいろんな人のことに気づいて、それに対する対策を振り分けていくという人が門番
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で、この人は例えば県庁で言えばどこに行くとかということを案内したり、あるいは気づ

いたりするという人のことなのですね、恐らく。ですから、もうちょっとわかりやすい言

葉で言ったほうが私は県民の理解が得られるのではないかなと思います。 

 以上です。 

〇根子副部長兼保健福祉企画室長 横文字が多過ぎるといろんなところからこういう計画

物になると出ますが、国のほうもこういう言い方しているということもございますけれど

も、何かもうちょっとわかりやすいものがあるのかないのかも含めてちょっといろいろ研

究させていただきます。 

〇桑島委員長 ほかにございませんですか。 

 （「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、次に進ませていただきます。 

 次は、平成24年度保健福祉部施策の重点化のポイントについてでございます。事務局か

ら説明を願います。 

〇根子副部長兼保健福祉企画室長 では、引き続き私のほうから資料のナンバー２の平成

24年度保健福祉部施策の重点化のポイントについて説明いたします。 

 保健福祉部の平成24年度の予算編成に当たりましては、今般の東日本大震災津波からの

復旧、復興、これを最優先課題として位置づけまして、さらに先ほど説明しましたいわて

県民計画の７つの政策の一つであります医療・子育て・福祉、共に生きるいわての実現に

向けまして、３つの項目、先ほどちょっと申し上げましたけれども、地域の保健医療体制

の確立、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、福祉コミ

ュニティの確立の３つをポイントとして重点的に取り組んでいくこととしているものでご

ざいます。 

 保健福祉部の平成24年度の当初予算額、この資料にありますように1,350億7,800万円余

ということで、前年度当初予算と比較しまして55億8,100万円余の増額となっておりま

す。このうち震災対応としての予算額が139億9,300万円余ということで、２月の県議会定

例会に提案しているものでございます。 

 予算増額の主な理由でございますけれども、今般の東日本大震災津波からの復旧、復興

のための事業実施に要する経費を計上したということで増額されているというものでござ

います。 

 ポイントの１つ目でございますけれども、地域の保健医療体制の確立でございますけれ
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ども、四角の１つ目、医療を担うひとづくりにおきましては、震災対応として被災地の医

療機関、社会福祉施設等で不足している看護職員を確保するための取組を支援すること。 

 それから、通常の対応としては医師の偏在の解消などに向けて奨学金などによる医師の

計画的な養成、それから確保の推進とともに勤務医の離職防止を図るための勤務環境改

善、処遇改善などの取組を支援するほか、地域医療に従事する医師の確保、定着を図るた

め、県地域医療支援センターを設置し、地域医療に従事する医師の支援などに取り組んで

まいります。 

 ２つ目の四角、質の高い医療が受けられる体制の整備でございますけれども、震災対応

として仮設診療所等により被災地の医療体制を確保するとともに、被災した診療所等の機

能回復、医療施設の移転、新築などの取組を支援してまいります。 

 また、通常の対応としましては、平成24年度早期にドクターヘリの本格運航を開始する

とともに、周産期電子カルテ導入など医療情報連携の拡充による周産期医療体制の整備の

推進、それから小児救急医療遠隔支援システムによる小児救急医療体制の充実、地域保健

医療体制の拡充のための保健医療計画の見直しなどに取り組んでいきます。 

 資料の２ページをごらんいただきたいと思いますけれども、最初の四角、感染症対策の

推進でございますが、子宮頸がんワクチン等の予防接種を促進するための引き続き接種費

用の全額公費負担、そして市町村の事業実施に要する経費の助成などに取り組んでまいり

ます。 

 ２つ目、生活習慣病予防等の推進でございますけれども、震災対応として被災者を対象

とした健康相談、保健指導、口腔ケア等を実施するとともに、被災者の健康の維持、増進

を図るため市町村の保健活動、あるいは住民の自主的な健康づくり活動などの取組を支援

してまいります。 

 ポイントの２つ目の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

備でございますが、１つ目の四角、若者が家庭や子育てに夢を持てる環境の整備でござい

ますけれども、仕事と子育ての両立を図るため、企業の子育てにやさしい職場環境づくり

の取組を支援してまいります。 

 ２つ目の四角、安全・安心な出産環境など親と子の健康づくりの充実でございますが、妊

婦の健康管理の充実を図るため、引き続き市町村の妊婦健康診査事業の実施に要する経費

の助成などに取り組んでまいります。 

 ３つ目の四角、子育て家庭への支援でございますけれども、震災対応として被災保育所



- 14 - 

 

等の速やかな復旧を推進するとともに、保育所の認定こども園化、地域子育て支援拠点と

の複合化整備、保育所における病児、病後児保育、延長保育等の実施などの多機能化のた

めの取組を支援してまいります。 

 また、通常の対応としては、保育サービスの質の向上のための研修の実施など子育てに

やさしい環境づくりの推進、それから子育て応援の店の協賛店舗の拡大など社会全体で子

育てを支援する取組などを進めてまいります。 

 ４つ目の四角の子どもの健全育成の支援でございますけれども、ここはその次の３ペー

ジがありますので、両方を見ながらちょっとお話ししますけれども、３ページの上のほう

に震災対応として保護者を失うなど要保護児童の把握や被災した児童の心のケアを実施す

るとともに、被災した発達障がい児のニーズ把握及び長期的な利用支援のための沿岸地域

に専門職員を配置するほか、被災した保育所及び児童厚生施設等の災害復旧の取組を支援

してまいります。 

 ちょっと資料の２ページのほうに戻って、一番下でございますけれども、通常の対応と

して、新たに身体障害者手帳の交付対象となっていない軽度、中等度難聴児に対しまし

て、補聴器購入に係る費用を助成することにより、乳幼児期から学齢期における言葉の獲

得やコミュニケーション能力の向上を支援するほか、再び資料の３ページにまいりまし

て、上から４つ目の事業でございますけれども、障がい児のニーズに対応した質の高い療

育が受けられるよう、県内の障がい児療育の拠点となる県立療育センターの整備などに取

り組んでまいります。 

 ポイントの３つ目の福祉コミュニティの確立でございますけれども、１つ目の四角、生

活支援の仕組みづくりにおきましては、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してまいります。 

 ２つ目の四角の高齢者が住み慣れた地域で生活できる環境の構築でございますけれど

も、震災対応としては仮設住宅等で要介護高齢者及び障がい者等の支援を要する者が安心

して日常生活を送ることができるよう、必要な介護サービス等の提供体制の整備の支援、そ

れから被災した介護サービス事業所の人員、人材不足の解消のための人材の確保、養成を

実施するほか、被災した老人福祉施設等の災害復旧の取組などを支援してまいります。 

 それから、通常の対応としては、新たに介護保険料の大幅な上昇を緩和するため、介護

保険財政安定化基金の一部を取り崩して市町村への交付等を実施するほか、認知症疾患医

療センターにおける専門的な医療機能の充実、あるいは本人、家族への相談支援などに取
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り組んでまいります。 

 ３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で

ございますが、震災対応として障がい福祉サービス事業所が安定した福祉サービスを提供

できるようにするため、障がい福祉復興支援センターの設置による事業所等へのアドバイ

ザー派遣などの業務支援の実施、被災した障害者支援施設等の人員、人材不足の解消のた

めの人材の確保、養成を実施するほか、被災した障害者支援施設等の災害復旧の取組など

を支援してまいります。 

 通常の対応といたしましては、障がい者が希望する地域で安全、安心に暮らせるよう精

神科救急情報センターの相談窓口での24時間365日対応や障がい者虐待防止、権利擁護研修

などを実施するほか、医療的なケア、たん吸引とか経管栄養などが必要な高齢者や障がい

者が入所する施設の介護職員等を対象とした研修などに取り組んでまいります。 

 資料４ページでございますけれども、１つ目の安全・安心のセーフティネットづくりで

ございますが、震災対応として被災世帯の生活の復興のため、県社会福祉協議会が行う被

災した低所得世帯への生活福祉資金の貸し付け、それから各種相談員の配置に要する経費

を補助するほか、被災した生活困難者が安定した生活を営めるよう県社会福祉事業団が行

う自立支援に要する経費の補助などに取り組んでまいります。 

 ２つ目の四角、自殺対策の推進でございますが、自殺対策の充実を図るため、自殺対策

アクションプランに基づきまして支援体制の整備、人材養成、普及啓発などを総合的に推

進してまいります。 

 ３つ目の四角、最後でございますけれども、こころのケア活動の推進ということで、震

災対応として被災者の精神的負担を軽減するため、県こころのケアセンター等を設置しま

して、長期にわたり継続した専門的ケアを実施してまいります。 

 以上で平成24年度保健福祉部施策の重点化のポイントについての説明を終わります。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま事務局から説明がありました事項につきまして、御質問、御意見が

ございましたら御発言を願います。 

 はい、どうぞ、郷右近委員。 

〇郷右近委員 私ども県会議員はまた別に予算審査という形で別個機会があるわけですけ

れども、この際でございますので、ちょっと１点だけ質問させていただければと思います。 

 といいますのは、これは３ページの福祉コミュニティの確立というところでございま
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す。その大きいポチ２つの小さいポチ３つ目ということで、介護保険料の大幅な上昇を緩

和するためといったような形での県の安定化対策の特例事業費が盛り込まれておりますけ

れども、この件につきましては私奥州市のほうに住んでおりまして、やはり近隣の金ケ崎

であったり、また一関であったりと、さまざまな地域において今回これまでの23年度まで

の介護の施設の計画がどんどん実施されるに当たり、どうしても介護保険料に反映されて

しまうといったようなところが出てきていると思います。これは果たして幾らぐらいが適

正と県のほうで見ているのか。といいますのも、今現在もちろん県のほうでかなりのばら

つき、それぞれの市町村において金額のばらつきがある中で、今回上げなければいけない

というところが当初はある程度低目にそれぞれの市町村で抑えていたと。それの部分が上

がったところで、急激な上昇の緩和というような意味合いに私はこの文面とれたのですけ

れども、そこだけに手当てをするというのは余りにもちょっと不公平感があるのかなと。だ

とするならば、県として岩手県内の介護保険料、大体どのぐらいの水準であればというよ

うな目安というのがあるのであれば、その点についての考え方を教えていただきたいなと

いうふうに思います。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇岡村長寿社会課総括課長 長寿社会課でございます。ただいまのお尋ねですが、市町村

の介護保険料の設定につきましては、今それぞれの保険者のほうで住民説明会なんかもや

っておりますけれども、今回の県の当初の予算とかそういうものを見込んで最終的な調整

がこれから行われることになります。 

 昨年末段階の市町村、保険者のほうで検討しているのは、全国平均見ますと5,000円弱く

らい、4,900円くらいが１人月額の標準月額というのがそれくらいでございます。現状はど

うかと申しますと、１人平均標準月額というのが3,990円です。ですから、おおむね1,000円

弱くらい上がるというのが昨年末くらいの見通しでございました。ただ、その段階での試

算は介護報酬がおおむね２％程度上昇すると、改定がプラス２％ということですが、これ

は今回全国平均で1.2％、県内ですと大体0.7％くらいのプラス改定の影響があるのではな

いかということが見込まれております。それは計算しなくても、その分少し精査すると下

がるという要素が現在ございます。 

 それから、県の予算で先ほどの数字では28億ほど基金を取り崩して介護保険財政の安定

の中で保険料上昇の緩和に使うというのは、これは市町村が拠出して積み立てた分が９億

5,000万円くらいありまして、それに県分もさらに同額、３分の１積みまして、合わせて19億
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くらいを市町村のほうに保険者に交付するという形ですが、これは高いところだけに戻す

というのではなくて、保険者のほうの拠出割合に応じて公平に割り戻すという形を予定し

ておりますので、どれくらい軽減されるかと申しますと大体150円ちょっとくらいが月額１

人平均当たりということです。ただし、市町村によって高齢者の数の伸びぐあいとかそう

いうことが若干違いますけれども、150円前後、130円から160円とかというくらいは３年間

の間にわたって軽減される効果があると思います。それらを勘案しますと、大体県内の来

年度以降の保険料の月額は標準額で言いますと１人当たり5,000円近かったのが4,700円か

ら4,800円くらいかなと思いますが、それは今再計算している途上でございますので、はっ

きりしたところは申し上げかねますが、大体200円近くは全体としては下がるのではないか

なというふうに見込んでございます。 

〇根子副部長兼保健福祉企画室長 県でどれぐらいだというのは、県としてどれぐらいだ

ということは。 

〇岡村長寿社会課総括課長 県のほうで適正な金額というのをお示しするというのは、こ

れは市町村ごとにどれくらいサービスを使うか、介護給付がどれくらいかというのは

国、県、市町村の公費で半分、それから保険料で40歳以上から64歳までの２号被保険者の

方で29％、３割くらい、それから１号被保険者、65歳以上の方で残りの２割、21％くらい

を負担するという形ですので、給付費が少なければ保険料は低いわけですけれども、ただ

現在岩手県のほうは全国のほうと比べますとまだ給付の水準は少し低目ですので、保険料

のほうも若干全国平均よりは下回っているというふうな状況でございます。4,500円がいい

とか5,000円を超えればよろしくないとか、そういうことはちょっとないのではないか

と、地域の実情に応じた保険料の額だというふうに考えております。 

〇郷右近委員 どうもありがとうございました。といいますのも、やはりどうしても手厚

い形をとっていく地域、そうしたところにおいては当然はね返ってくるというような、ま

さにこの制度自体が云々というところまでいってしまうと、これはこれでまた別の場面に

なってまいりますけれども、ただ現状の制度という形で考えても、きちんとやっている、な

るべく手厚いそうしたような形をとりたいという市町村がどうしてもはね返ってくる

と。この中にやはりどうしても岩手県としての考え方として、どのぐらいの水準までは持

っていきたいと、全体像ですね。そうしたようなものというのがやっぱり反映されない

と、なかなか市町村としては難しい。余りにもばらつきが出てしまったり、保険料を高く

したくないがゆえに設備をなかなかしていかないというような部分だったりとか、いろん
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なものが出てくると思いますので、そうした面まで含めた形で今後とも御指導のほどよろ

しくお願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

〇桑島委員長 どうもありがとうございました。 

 ほかに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、次に進みたいと思います。 

 では、次は（３）、「いわていきいきプラン2014（仮称）（岩手県高齢者福祉計画・岩

手県介護保険事業支援計画）」素案の概要についてでございます。事務局から説明を願い

ます。 

〇岡村長寿社会課総括課長 長寿社会課総括課長の岡村でございます。それでは、お手元

のほうに資料ナンバー３のＡ３横長の２枚つづりのものがございますが、こちらに基づい

て概略御説明いたします。恐縮ですが、座って説明させていただきます。 

 まず、このいわていきいきプランですけれども、１つは老人福祉法に基づく高齢者福祉

計画というのを県のほうでは平成５年度に策定しております。その時点では老人保健法に

基づく老人保健福祉計画と高齢者のほうの福祉の計画と一体的につくるというのがそもそ

ものスタートでございます。 

 平成12年度に介護保険法が施行されまして、制度が導入されまして、介護保険の、県の

ほうは市町村の事業計画を支援する計画、それと福祉の計画を一体的につくるというのが

今のいきいきプランのもとになってございます。現在平成12年度からで申しますと３年刻

みの計画が現在４期目なのですが、来年度以降24年度から26年度にかけての５期目の計画

を現在策定している状況でございます。 

 この計画のほうは生きがいと健康づくり、高齢者の８割以上の方は基本的に元気な高齢

者の方です。そういった方たちも含めまして、地域でお互いが支え合いながら身近なとこ

ろで自宅も含めて安心して生活できるような、介護が必要になってもそういう環境を提供

するということを目指しているものでございます。 

 まず、ページの左側のほうに高齢化の進展と高齢者等の現状というところをちょっとご

らんいただきたいのですが、ちょっと小さくて見にくくて恐縮です。高齢化の進展のとこ

ろ、まず第１号被保険者、65歳以上の方が平成22年度は、ここの35万8,000人というのは棒

グラフがございますけれども、上のほうの棒の左側、平成22年度の35万8,000人というのが
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65歳以上の方です。それから、少し黒っぽい網かけになった部分の45万9,000人というのが

40から64歳の２号被保険者の数でございます。これが３年間の間に高齢化が進むという中

で、１号被保険者は26年度は37万4,000人まで１万6,000人ほど増加するというような状況

でございます。 

 それから、中段、要介護高齢者、これは要介護認定を受けた高齢者の方、１号被保険者

で認定を受けた方の状況ですけれども、平成22年度では６万2,000人ほど、65歳以上の高齢

者全体の中で17.2％の方が要支援、要介護の認定を受けております。これが平成26年度に

は実数で8,000人ほど増えまして６万9,000人の方、高齢者の中で18.5％の方が要介護認

定、要支援の認定を受けて介護のサービス給付を受けるという、そういう状況になります。 

 一番下のほうですが、介護給付費のこれまでの推移というのは、これは制度発足時の平

成12年度が、これは440億ほどでございます。ここは下のグラフで言いますと、上のほうが

施設入所の関係の経費でございます。320億ほど。それから、下のほうが在宅サービスの給

付120億ほどというのが平成12年、介護保険制度が導入された時点の数字でございます。そ

れが昨年度、平成22年度では県全体で930億ほどに、総額で言いますと2.1倍ほど増嵩して

ございます。これは、上のほうの施設の入所関係で見ますと22年度は380億ほどで、全体が

２倍をちょっと超えるくらいなのが1.2倍ほど、それから下のほうの在宅関係の給付は

410億ほどで3.4倍ぐらいと、そういったような状況になってございます。これは本人の１

割負担を除いた額ですので、費用総額で言いますと22年度では1,000億を超えるくらいにな

っているだろうと推計されます。また、23年度は震災等の影響で若干対象者が全県で減っ

たという状況がございますので、おおむね22年度と同額程度と見込まれているところでご

ざいます。 

 この計画ですけれども、計画策定の趣旨につきましては、県全体の福祉、介護の高齢者

に関する基本的な方針、これが施策の方向を明確にしているものでございます。あわせて

市町村が実施する介護保険事業の支援を行う、そういった内容になっているものです。先

ほど申し上げましたように３年ごとに計画を見直して策定しておりますけれども、今回２

の計画の性格・推進という上の右側のほうにちょっと書いておりますけれども、全体とし

てはこれまでの方針と大きく変わるというところはないわけですが、昨年３月の大震災津

波の復旧、復興というのを今回のプランの中では３年間の中でも重点的に取り組むという

ことを入れてございます。計画の進捗状況等を点検しながら、具体的な状況に合わせて見

直しをしながら進めるということとしております。 
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 中段、３の推進の基本方針でございますけれども、高齢者が地域で安心して生活できる

環境、地域包括ケアシステムというような言葉を使っておりますけれども、これは高齢者

が仮に介護が必要になっても、医療であるとか介護のサービスであるとか、これは予防も

含めて住宅、住まいの仕方、あるいは買い物であるとか、ごみ出しであるとか、冬期であ

れば雪かきとか、そういったいろいろな生活支援、それから認知症の進んだ方ばかりでは

ありませんけれども、高齢者に対する権利侵害等を防止するという、そういったような取

組を一体的に地域で提供していく必要があるという、そういう考え方に基づくものでござ

います。基本的に元気な方にはできるだけ社会の活動に参加していただいて、より元気

に、病気とか加齢で状態が悪くなった方にはできるだけ状態が悪化しないような、そうい

う取組を地域全体で取り組む、そういう活動を進めるということで考えております。 

 下のほうに策定スケジュールがございますけれども、今回は震災津波等の影響で全国的

に準備も含めまして計画の策定が遅れております。本県でも当初の予定よりも２カ月くら

いは遅れながら進んでいるところですけれども、おかげさまで沿岸部の被災市町村も含め

まして、大体昨年末くらいにはある程度のところまで足並みがそろってきておりまして、現

在は大体同じような状況で検討が進められております。１月の18日から２月の17日まで県

のほうで素案を取りまとめまして、これは概要ですので、もう一つそれぞれの施策を詳し

く説明したものをホームページなんかに載せておりますが、１カ月間パブリックコメント

を行うということで、県内９カ所で説明会を行っております。今週の月曜日の釜石会場を

最後に９カ所回ってきたところでございます。３月には最終案を整理いたしまして、計画

策定して来年度から取り組むということでございます。 

 それで、２枚目のほうをちょっと簡単に御説明させていただきます。これは、重点施策

ということで７つ掲げてございますけれども、昨年の６月に介護保険法の一部改正があっ

たり、そういうことを踏まえて、内容的に大きく異なるということはないのですが、法改

正の内容なんかを反映させながら、少し項目を追加したり外してあるものがございます。 

 １つは、介護療養病床の制度廃止が、実は今年の３月末までで制度が廃止されるという

ことでございましたけれども、６年間、平成30年の３月まで廃止が猶予されております。そ

ういうことで、前回はそういう廃止に伴う円滑な展開ということがあったのですが、それ

は重点施策からは外してございます。 

 それから、介護福祉士の資格の関係の法改正がございまして、たん吸引とか一定の医療

行為が介護職員もできるというような取扱いが入っております。そういう関係で下から２
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つ目の良質な介護サービスの確保と質の向上というところで介護職員の医療的ケアが適切

に進むような研修の体制とか、事業者の取組について県のほうで対応していくということ

を入れ込んでございます。 

 それから、一番下の７項目めですが、震災、被災の関係で被災したサービスの復旧、復

興、それから被災地の高齢者への支援ということを重点的に取り組むということでござい

ます。 

 上の５つは、これまでと項目的には同じでございます。１番は、先ほど申し上げました

元気な高齢者の方の老人クラブ活動であるとか、地域でのスポーツ文化活動を通じたよう

な、そういった点について支援しながら高齢者自身が役割を持って地域の活動あるいは要

介護の方への見守りとか、そういったことにも取り組んでいただければなということを考

えております。 

 ２つ目の高齢者が安心して暮らせる地域づくりといった取組の中でも、小さいポツの１

つ目でございますように高齢者だけではなくて地域住民あるいはＮＰＯ、ボランティア活

動も含めまして公的なサービス提供の仕組みだけではない支え合いの取組が必要だという

ふうに考えているところでございます。 

 それから、住宅関係でサービス的高齢者の賃貸住宅の仕組みが法改正が行われてちょっ

と変わってございます。これら適切な介護サービスを使いながら、市町村立の公営住宅も

含めまして民間の賃貸住宅とかも御自宅と同じような暮らしが維持できるような、そうい

う取組も進める必要があるというふうに考えてございます。 

 それから、市町村の地域包括支援センターを中核といたしまして、地域の高齢者のニー

ズの把握でありますとかサービス提供の状況を踏まえた医療から介護、その他のサービス

を適切に提供されるような、そういう体制づくり、システム構築を目指すというものでご

ざいます。認知症になってもきちんとした相談ができるような、そういう市町村段階での

相談から全県での専門的な相談体制ができるような、そういう支援体制を構築するという

ことで考えてございます。また、認知症の方とか、そういう権利擁護の仕組み、日常生活

への支援というものもあわせて丁寧に対応するという、そういうふうな考え方でございま

す。 

 それから、丸の３つ目ですが、介護予防でありますとか地域リハビリテーションの取

組、これはできれば今８割くらいお元気な方が、そういう割合が年々年齢の高い高齢者、後

期高齢者でも80、90の方の割合が多くなってきているわけですけれども、そういう年齢が
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高くなっても元気なままでお暮らしいただけるような、そういうよう介護予防の取組であ

るとか、あるいは状態が悪くなってもリハビリテーションをきちんと提供できる中で生活

機能の低下が進まないような、そういう取組を重点的に進める必要があるというふうに考

えてございます。 

 それから、認知症の方への取組ですが、現在も岩手医大で専門的な支援できる医療セン

ターの設置でありますとか、それから家族の会とかで実施しております相談支援の仕組

み、そういったものを充実したいというふうに考えております。それから、岩手では認知

症のサポーター養成等もかなり全国なんかでも積極的に取り組んでいる地域ですので、そ

ういった方たちの活動が地域でも展開できるような、そういうことにも取り組む必要があ

るというふうに考えております。 

 それから、介護を要する高齢者への支援等でございますが、右のほうをちょっと見てい

ただきたいのですが、第５期で26年度までのサービス提供の目標量の設定について、これ

は市町村ごとに設定したものの積み上げでございますけれども、現在市町村と調整中です

が、これまでの取りまとめですと入所施設や居住系のサービスで申しますと、特別養護老

人ホーム、これは30人以上、それから地域密着型という小規模の29人と合わせまして、平

成22年度では合わせて6,500人くらいだった入所定員が26年度には8,155人くらいまで、こ

れはそれくらい施設が必ず増えるとかそういうことではなくて、それくらいの見込みで介

護給付を見込んで必要な施設整備もそれぞれの地域で取り組むというようなことになりま

すけれども、大体22年度に比較しまして定員で1,600人くらい、25％くらいの増を見込んで

いるという、そういう計画になってございます。 

 それから、２つ目のほうのくくりで言いますと、在宅、居宅系のサービスですが、こち

らはヘルパーさん、訪問介護とか、通所のデイサービス、リハビリテーションを含めまし

て、あるいはショートスティ等、それぞれの類型のサービスごとに14％から44％くらいま

での伸びが見込まれているところでございます。 

 それから、18年度から導入されております小規模多機能型のサービスですが、これらに

つきましては６割くらいの増を見込んでいるというふうな状況でございます。それで、現

在最終的なサービス量の目標設定等については市町村で再整理しているところでございま

すので、３月にこれが大きく変わるというふうには考えておりませんけれども、若干数字

が動くところのそういった助成が見込まれているところでございます。 

 時間がない中で恐縮ですが、雑駁ですが、説明のほうは以上とさせていただきます。 
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〇桑島委員長 ありがとうございました。それでは、ただいま事務局から説明がございま

したが、皆さんのほうから何か御質問、御意見とかございましたら御発言を願います。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、次に進ませていただきます。 

 次は、第３期障がい福祉計画の策定についてでございます。事務局から説明をお願いし

ます。 

〇朽木障がい保健福祉課総括課長 障がい保健福祉課の朽木でございます。座って説明さ

せていただきます。 

 資料はナンバー４でございます。第３期障がい福祉計画の策定についてという資料をご

らんいただきたいと思います。障がい福祉計画につきましては、資料に記載のとおり障害

者自立支援法の規定に基づいて障がい福祉サービスや相談支援の必要な量の見込みなどを

策定する計画でございます。この計画は３年ごとに策定することとされておりまして、第

２期計画の計画期間は本年度で終了ということになりまして、年度内に第３期計画をつく

って26年度までのサービス目標量などを定めるということになってございます。 

 １でございますが、国の基本指針で障がい福祉計画に定める事項が示されてございま

す。１の基本的理念、そういったところから26年度における数値目標等々10項目にわたっ

て国のほうで計画に定める事項が示されているところでございます。 

 この中で⑤なのですが、ずっと読んでいきますと、「及び計画的な祈願整備」と書かれ

ておりますけれども、誤字でございます。誤りでございます。「基盤」と直していただき

たいと思います。基盤整備でございます。申しわけございません。お祈りになってござい

ました、申しわけございません。 

 ２番目でございますが、これまでの取組と今後の予定でございます。下の表に書いてあ

るとおり、市町村のほうではこれまでニーズ等の調査等を行いまして、11月に中間報告を

いただいたところでございます。県のほうで市町村の中間報告をいただいて積み上げをい

たしまして、それを各市町村のほうにフィードバックをしてございまして、現在その数値

について調整中でございます。 

 この障がい福祉計画のサービスの目標量及び見込み量といったものにつきましては、ほ

とんど市町村障がい福祉計画の積み上げでもって算定することとされておりますので、こ

の数値がきちんとしたものになるように現在綿密なやりとりをさせていただいているとこ



- 24 - 

 

ろでございます。今後３月には市町村計画が策定され、９つある圏域内で市町村の計画の

積み上げがなされ、圏域計画が策定されます。その後県の計画として策定するということ

になってございます。非常に残りタイトでございますけれども、頑張ってやっているとこ

ろでございます。 

 次のページ、Ａ３でございますが、まだ市町村の数値がきちんと確定をしておりません

ので、素案段階ということではお示しすることができません。骨子案ということでお示し

をしたいというふうに思っております。計画の根拠でございますが、左側上でございます

けれども、障害者自立支援法の89条に規定されております。これが根拠になって定める計

画でございます。 

 もう一つ、障害者基本法に基づく障害者計画というものがあります。これにつきまして

は、本県の障がい者施策の基本的方向あるいは具体的な政策等について定めておりまし

て、これは平成23年、去年の２月に同じようにこの社会福祉審議会にもかけさせていただ

いて策定を終えております。この施策を実行するための具体的なサービスの量ですとか提

供体制の確保等について定める計画がこの障がい福祉計画になります。計画期間は、26年

度までの３年間でございます。 

 ただ、東日本大震災津波によりまして第３期計画がこの３月までにできないという市町

村が４市町村ございます。沿岸部４市町村ございます。この４市町村につきましては、24年

度中に策定するということになってございますので、この第３期計画には第２期計画の数

字をそのまま使うということで取りまとめさせていただくことに国のほうでも了解を得て

おります。すべての市町村が第３期計画を策定した段階で、もう一度見直しを行って皆さ

んに御提供するということで考えてございます。 

 基本理念でございますが、国の指針で定める理念及びサービス提供体制の基本的な考え

に基づいて基本理念を３つ、それから障がい福祉サービスの提供体制の確保に関する基本

的な考え方として３つ、相談支援体制の確保に関する基本的な考え方として２つを掲げて

おります。 

 それから、区域の設定でございますが、現行の９つの障がい保健福祉圏域を区域とし、圏

域ごとの計画も策定するということにしてございます。 

 それから、計画の達成状況の点検及び評価でございますけれども、各年度におきまして

達成状況を点検をいたしまして、県障害者施策推進協議会及び障がい者自立支援協議会の

御意見を聞いた上で対策を講じていくこととしてございます。 
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 右側のほう、主な目標値、26年度についてでございますけれども、国の指針に基づきま

して大きくこの３つの目標値を掲げております。１つは、福祉施設の入所者の地域生活の

移行ということでございますが、中に２つの項目がございます。平成26年度末までの施設

入所者削減数、国の指針では第１期計画策定時点の入所者より１割以上削減することとい

うことになってございまして、市町村の積み上げを合計しましたところ812人という数値が

挙がってございます。 

 それから、平成26年度までの地域移行者数、国の指針では３割以上が地域生活へ移行す

るような計画にということでございますが、これも市町村の数値を積み上げたところ655人

という数値になってございます。しかしながら、22年度までで522名の方が地域に移行して

おりまして、県のほうで施設等に調査をしたところ267名新たに出たいという希望をされて

おります。合計すると、県で調査した段階では789人という数値が挙がってくるのですが、そ

この差異等について市町村と現在調整中でございます。 

 それから、２番目でございますが、入院中の精神障がい者の地域移行ということで、第

２期計画まではいわゆる社会的入院患者、入院治療が必要でないと、しかしながら受け皿

がないことでとどまっている方を退院させようという目標として、ここは地域移行の目標

数として挙がっていたのですが、今回国の指針が改正されまして、１年未満入院者の平均

退院率を平成20年６月30日の数値より７％増加をさせるということが目標として掲げられ

ております。これに基づきますと、県のほうでは72.3％という数値に７％を足しまし

て、79.3％という退院率になるものでございます。 

 それからもう一つは、５年以上入院しておって、かつ65歳以上の退院者数を地域移行者

数の目標に掲げなさいということになってございまして、直近の数値よりも２割増加させ

る目標で取り組むようにという国の指針が示されております。これに基づきますと、22年

度132人の方が退院しておりますが、これを２割の増をしますと159人という数字が挙がっ

てございます。 

 ３つ目として、福祉施設から一般就労への移行等ということで、これもまた③は全体的

に市町村の数値の積み上げになってございますけれども、福祉施設から一般就労への移行

者数でございます。国の指針では、平成17年度移行した方の４倍以上の数値を挙げてくだ

さいということになっておりますが、括弧の中にありますように平成17年度33人でござい

ます。33人のおよそ４倍、4.4倍にしますと、26年度は146人の方を福祉施設から一般就労

に押し出していくという目標になります。 
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 それから、就労移行支援事業の利用者数ということが挙げられておりますけれども、国

の指針におきましては平成26年度末の福祉施設利用者数の２割以上を目標として掲げるこ

とが必要ということになってございまして、これに基づきますと平成26年の市町村の積み

上げの数字でございますが、7,538人の福祉施設の利用者数が想定されていますけれど

も、それの２割以上となるともう少し大きな数になります。実際に市町村が就労移行支援

事業の利用者数を積み上げた数字が372人ですので、これもまた0.5割にしか達しませんの

で、現在市町村と数値を精査中ということでございます。 

 もう一つ、就労継続支援利用者のうちＡ型利用者、Ａ型利用者というのは、より一般就

労に近い形の福祉的就労の場なのでございますけれども、全体の就労継続支援利用者のう

ちＡ型の利用者の割合につきましては30％の数値を国の指針では掲げられております。こ

れも市町村の積み上げをしてみると16.8％にしかなりませんので、現在これも市町村と数

値を精査中ということになります。 

 次、主なサービスの見込み量ということで、市町村の中間報告の積み上げを合計したも

のでございますが、現在これも動きつつある数字でございますので、まだここの数字は確

定しておりません。 

 下のほうに主な地域生活支援事業の見込み量ということで、これは都道府県事業分でご

ざいますので、県としては専門性の高い相談支援事業については発達障がい者支援センタ

ー１カ所、障害者就業・生活支援センター９カ所、それから高次脳機能障害支援普及事業

の拠点が１カ所、そして障がい児等療育支援事業を行う事業所として療育センター１カ所

というふうに目標を掲げて計画をつくりたいと思っております。 

 また、広域的な支援事業としては、相談支援アドバイザーを13人設置をしたいというふ

うに考えてございます。 

 それから、下のところにサービスに従事する者の確保または資質の向上のために講ずる

措置としては、サービス提供に係る人材の養成、さらには事業者に対する第三者の評価、そ

して障がい者に対する不利益な取り扱いの解消と虐待の防止について計画に盛り込みたい

というふうに考えでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇桑島委員長 それでは、ただいまの事務局からの説明に対しまして御質問、御意見等ご

ざいましたら御発言を願います。よろしゅうございますか。 

 （「なし」の声） 
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〇桑島委員長 では、特にないようでございますので、次に進ませていただきます。 

 次は、児童虐待事例の検証報告についてでございます。事務局から説明を願います。 

〇奥寺児童家庭課総括課長 児童家庭課の奥寺でございます。資料ナンバー５―１、それ

から５―２によりまして、児童虐待による死亡事例検証報告書について説明をさせていた

だきます。恐れ入りますが、座って説明させていただきます。 

 報告書本体は資料ナンバー５―２でございますけれども、便宜資料ナンバー５―１の概

要版によりまして説明をしたいと思います。よろしくお願いします。残念ながら昨年の３

月でございましたが、県内で児童虐待による死亡事例が発生をいたしました。そのため県

の社会福祉審議会児童福祉専門分科会措置部会、外部有識者６名で構成されますが、それ

におきまして、昨年の10月から本年の１月まで４回にわたりまして検証委員会を開催して

関係機関のヒアリング等を行いながら今後の施策に生かすというような意味もございまし

て、児童虐待の未然防止に向けた対応策について提言を含めた報告書にまとめたところで

ございます。 

まず、１の事例の概要でございます。実母が自宅で生後２カ月の次女Ｂ子の頭部を平手

で数回殴りまして、頭蓋骨骨折や硬膜下血腫のけがを負わせ、外傷性脳障害ということで

死亡させたものでございます。この母は当初殺人容疑ということで逮捕されましたが、証

拠上、殺意を立証するところまで至らないというようなことで傷害致死の罪に切りかえら

れまして、現在地方裁判所に起訴されてございます。 

 全体概要でございます。時系列に説明を申し上げますと、まず基準日というところがご

ざいますが、この基準日は、お姉ちゃんが、長女Ａ子がございます。まず、このＡ子に対

する虐待の発生がありました。それが基準日ということになります。長女Ａ子でございま

すが、Ｃ市Ｅ病院を受診して虐待が発覚した、このときは長女が１カ月のときでございま

す。そして、Ｄ市のＦ病院に入院して、１カ月後に長女Ａ子はＨ乳児院に入所ということ

でございます。その後１年９カ月後にこの父母は離婚してございます。それから、この１

年11カ月後に長女Ａ子はＨ乳児院を退所し、２年後にＣ市の保育園に入所してございま

す。その後２年８カ月後でございますが、今回死亡した次女Ｂ子でございますが、Ｄ市Ｇ

病院で出生、そして２年９カ月後、出産したＧ病院を退院をしたのですけれども、その２

年10カ月後ですね、Ｂ子が２カ月のときにＢ子は死亡ということでございます。 

 ２の事例発生当時の家族状況ということでございます。母、それから長女Ａ子及び次女

Ｂ子は、本事例の発生当時、Ｃ市内の母方祖父母宅に在住していたということでございま
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す。なお、父は離婚後、母からの連絡に応じまして、母方祖父母宅を訪ねる状況でござい

ました。父は本事例発生当時はＤ市内の父方祖父母宅に在住しているという状況でござい

ます。 

 そのジェノグラム（家族構成図）をそこに図で示してございますけれども、事例発生当

時の状況でございます。母がいて、Ａ子とＢ子がいると。そして、母方の実家でございま

すから、母方の祖父母がいて曾祖母もいるという状況でございます。もう既にこの当時は

実父とは離婚してございまして、実父はこの時点で現在の妻と再婚している状況というよ

うなことでございます。 

 めくっていただきまして、裏面でございますけれども、この検証の中で、３で課題及び

問題点ということで指摘をされてございます。視点のⅠでございます。まず、子供の安全

の確保につきまして、まずもって専門家による対応を行わなかったこと、これは精神科の

医師等の専門家という意味でございますが、それから次女Ｂ子の出生前からの対応が不足

していたのではないかと。そして、この母が、ＥＰＤＳ（エジンバラ産後うつ質問票）と

いうふうに書いてございますけれども、で高得点であったということ。これは産後うつの

スクリーニングに使う手法でこの質問票がございますが、それを使った結果、高得点が出

たということであって、産後うつの傾向があったにもかかわらず早期に対応ができなかっ

たのではないかということ等を挙げております。 

 視点のⅡとして、関係機関の連携についてということで、関係機関の役割分担が明確で

なかったのではないかと。具体的には、市のサイドと、それから児童相談所のサイドあた

りの連携が明確ではなかったのではないか。それから、母との接触が十分ではなかったの

ではないかという、このあたりが挙げられております。 

 それから、視点Ⅲとして、関係機関の訪問、相談支援のあり方について、母親が拒否的

であったことによる、これは拒否的だというのは相談機関ですね。市の保健センターとか

児童相談所等のそういう支援機関ともいいますけれども、そういう専門の支援機関に対し

て拒否的であったということによるかかわりの難しさがあった。それから、祖父母からの

支援がある中での介入の難しさ、母の実家におって祖父母がいるという状況で、祖父母か

らの支援を見込めるというような状況での、そういう中での介入が実はなかなか難しいと

いうあたりもあったのではないかと。そして、総体として関係機関のかかわりが不十分で

あったのではないかというあたりが挙げられたところでございます。 

 そのほか、視点のⅣとして、父母と祖父母との関係について、それから視点のⅤとして
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関係機関と民生児童委員等との、地域の民生児童委員さん等との連携が不足、それから視

点Ⅵとして児童虐待の予防的な取組がやはり総体的に問題があるのではないかという視点

からの検討がありました。 

 そして、４のそれを受けて再発防止に向けた取組の提言ということでございますが、上

記の課題及び問題点を踏まえ、次のような再発防止に向けた取組の提言が行われました。 

 まず、提言Ⅰでございますが、子供の安全確保の関係でございますけれども、母親がＥ

ＰＤＳで高得点であるというようなそういう場合、精神疾患が疑われるような場合、主治

医とか専門医等の意見を参考にしながら速やかに適切なアセスメントを行って、場合によ

っては職権による一時保護の検討を行うなど、そういうポイントなど３つの方策の提言が

ございました。 

 それから、提言のⅡとして、関係機関の連携と役割の明確化ということで、こういうケ

ースの場合の検討機関として市町村の要保護児童対策地域協議会というのがございます

が、その協議会で速やかに情報共有を行ってハイリスク家庭への対応策とか関係機関の連

携体制の確認を行うというようなことで、今後その協議会の充実を図る必要がある、それ

から関係機関の役割分担を明確にするということが必要だという、その辺を含めて３つの

方策の提言がございました。 

 それから、提言のⅢとして、関係機関の相談、支援体制の整備ということでございます

が、このようなハイリスクの家庭への支援というものにつきまして、やはり家庭訪問を拒

否されるというようなことがございます。非常に対応が難しいのですけれども、それが難

しいことから、福祉、さらには保健の関係職員の資質向上を含めた研修がさらに必要なの

ではないかということも含めて５つの方策を提言をいただいております。 

 そのほか提言のⅣとして、育児の孤立化の防止対策、それから提言Ⅴとして地域との連

携をもっと進めるべきであるというような、そういった地域における取組強化、それから

提言のⅥとして全体的な虐待予防の意識啓発をより一層進めるというふうな、そういった

視点からの再発防止に向けた取組の提言をいただきました。 

 報告書の内容は、大体以上のような内容でございますけれども、これらを含めまして今

後の主な対応として、まず（１）でございますが、市町村、それから病院等関係機関にま

ずこの報告書を送付しまして再発防止に取り組むよう注意喚起を行うとともに、予防に向

けた広報の強化を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 それから、（２）でございますが、特にも今回の事例で典型的でございますけれども、産
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後うつ対策等の提言内容をテーマとした医療、保健、福祉等関係機関を対象とした研修会

の開催を速やかに行いまして、いわゆるハイリスクケースへの早期の対応、それから関係

機関の連携強化を進めてまいりたいと考えてございます。 

 それから、（３）として、虐待予防に向けて地域住民を対象とした幅広い研修会等の開

催及び地域住民の主体的な取組の促進などについてもまた引き続き検討していきたいとい

うふうに考えてございます。 

 以上で簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま事務局から説明がございましたが、何か御質問、御意見等ございま

したら御発言をお願いします。 

 はい、どうぞ。 

〇岩動委員 これは周囲の隣人といいますか、近所の人たちの情報みたいなものというの

はなかったのでしょうか。要するに泣いたとか騒いだとか、あるいはそういうことは非常

にうちの人は隠すわけです、当然。周りの人がおかしいなというふうに思ったような場合

に、やはりある程度の権力といいますか、うちの人がだめだよと言われればすぐ引き下が

ってしまうと、こういうものというのは見つからないような気がするのですけれども、そ

ういう近所からの情報みたいなこともこういう再発防止の取組の一つとして入れるという

ことはいかがなものでしょうか。 

〇奥寺児童家庭課総括課長 このケースの場合は、当初から長女のＡ子がそもそも被虐待

ということがあって、もう既に継続的なケースとしてずっと関係機関も入っていたケース

でございまして、そういう中でこの家庭に母親も含めて問題がある家庭であるということ

は十分関係者がよくわかっていた中でのことだったのでございますが、近所の方々からの

通報というようなことは今回についてはちょっと確認されてございません。 

〇岩動委員 そういうようなことも含めて今後の対応については、やはりその家庭だけで

なくてみんなで助け合うという視点が必要なのではないかなと。 

 以上です。 

〇奥寺児童家庭課総括課長 やはり検証委員会の中でも、米田先生が今回の検証委員会の

中に入っていただきまして、やはりこういったケースの場合も地域の民生委員さん等にも

しっかりと情報提供していただければ、近所を含めたそういった方々からの注意の目もも

っとあったのではないかというようなことで、そういった面での提言もいただいてござい
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ます。そこは十分生かしてまいりたいと考えております。 

〇桑島委員長 その他何かございませんか。 

 （「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、最後の報告事項でございますが、平

成23年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でございます。事務局から

説明を願います。 

〇根子副部長兼保健福祉企画室長 それでは、私のほうから資料６に基づきまして平成

23年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説明申し上げます。 

 この資料でございますけれども、県の復興本部員会議の資料のうちの保健福祉部の取組

について抜粋しておるものでございます。構成としては、左側に課題がありまして、中ほ

どに対応状況、それから右側に今後の対応方向ということでまとめさせていただいており

ます。時間も押していますので、簡単に説明させていただきます。 

 課題の１の地域医療の確保でございますけれども、大きく（１）、医療提供体制の確保、そ

れから被災地における医師の確保・定着という項目が載っておりますけれども、仮設診療

所などの整備につきましては、ここにありますように１月末までに医科18、歯科13という

こと、それから今後もそれぞれ１カ所ずつ整備予定になっております。 

 それから、１ページの２番目として、地域における高齢者や障がい者等への支援という

ことでございますけれども、（１）として応急仮設住宅地域におけるサポート拠点の設置

支援ということで、高齢者のサポート拠点、それからグループホーム型の仮設住宅、それ

ぞれここにありますような数を整備しながら運営を進めているという状況にございます。 

 めくっていただいて、２ページでございますけれども、２ページの（３）のところの社

会福祉施設等の復旧、それから運営支援ということでございますけれども、特に災害復旧

の国の事業でやる分につきましては、災害査定を受けまして、大体査定が終わりまして補

助金の交付手続を進めているという状況になっていまして、その箇所数等については記載

のとおりでございます。 

 ３ページへまいりまして、３番目の被災者の健康の維持・増進というところでございま

すけれども、応急仮設住宅等について定期的に訪問しながら健康状態の把握の取組、それ

から集会所での健康相談、口腔ケア活動等を実施しております。引き続きこれを実施して

いくこととしております。 

 それから、めくって４ページでございますけれども、４の被災者のこころのケアの推進
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でございますけれども、沿岸の７市町村に相談、診察を行う震災こころの相談室を設置し

ておりまして、そういった取組のほか内陸部、それから沿岸市町村にこころのケアを継続

的に行うためのセンターの設置ということで現在進めているというところでございます。 

 ５番目の要保護児童等への支援でございますけれども、被災孤児の実態把握、支援を行

っているほか、里親認定ということで②番でございますけれども、１月までに８回社会福

祉審議会の児童専門分科会におきまして里親認定の審議を行っていただきました。親族里

親15件、養育里親23件を認定するとともに、被災孤児を養育することになった里親の方々

を対象にする個別相談等の支援事業を実施しているという状況でございます。 

 ５ページにまいりまして、子どもこころのケアの取組でございますけれども、宮古地

区、気仙地区、釜石地区の３地区に子どものこころのケアセンターを設置して週１回程度

児童精神科医が児童等の診療を行っているという状況にございます。 

 それから、６の被災者の日常生活への支援でございますが、県の社会福祉協議会、それ

から16の市町村の社会福祉協議会で生活支援相談員を１月１日現在で188名配置して、生活

相談のほか、安否、見守り活動を実施しております。それぞれの内容につきましては、後

ほどお目通しいただければなと思っております。 

 以上で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説明を終わります。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま事務局から説明がありました件で御質問、御意見等ございましたら

お寄せいただきたいと思います。 

 どうぞ。 

〇山内委員 老人クラブから来ております山内ですけれども、１ページの２番です。応急

の仮設住宅地域におけるサポートということで、今老人クラブでは被災地全部ではないで

すけれども、私は宮古ですけれども、仮設住宅の高齢者の方とかひとり暮らしの方を月に

２回、２人１組になって安否確認と声がけ運動をやっております。 

 以上です。 

〇岡村長寿社会課総括課長 長寿社会課でございます。今山内委員のほうから御紹介あり

ましたけれども、ただいまの資料で５ページのほうをちょっとごらんいただきたいのです

が、５ページの真ん中よりちょっと下の６番の項目のところ、②に老人クラブによる友愛

活動、これは今お話あったように沿岸部の市町村の老人クラブ連合会のほうの御協力で、応

急仮設であるとか、それから自宅で被災されている方を訪問しながら、あるいは今いきい
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き健康便利手帳という生活上の注意点なんか書いたカレンダー方式のものとか、被災地向

けに7,000部くらい高齢者の方に配布できるように、実は昨日できて、老人クラブ連合会の

ほうを通じて配布することにしております。市町村社協で実施しております生活支援相談

員の方とか、包括支援センターなんかと連携しながら老人クラブの会員の皆さんそれぞれ

協力しながら各高齢者世帯に配布できるようにというふうに考えておりますので、よろし

くお願いします。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇高橋委員 大変沿岸の市町村、行政、厳しい中で、なかなか実態把握ができないところ

もあるのだろうと思います。しかしながら、進んでいるところはそれなりに実態を押さえ

ながら、その実態に沿ってどういう課題があり、どう対応していったらいいのかというよ

うなことで動いていらっしゃるのだと思うのですけれども、その実態、例えば仮設住宅に

入居されている方が、それぞれの市町村に、県内33市町村、沿岸だけではなくて内陸に来

ている、仮設住宅ではない、雇用促進に入っているとか、そういう数字が実態がよく見え

ないのですよね。行政のほうで押さえていらっしゃると思うのですけれども、例えば私が

直接担当している障がい者なら障がい者の方で、仮設にどれだけ入って、内陸にどれだけ

移動されて、そういう中でどういう課題が今出ているのか。例えば隣の仮設が近過ぎるた

めにひっそりと暮らさざるを得ない状況になっているとか、いろんな課題があるのだろう

と思うのです。例えばの話で仮設のことで話ししましたけれども、そういう数字というの

もまだ整理されていないものなのでしょうか。どれだけの方が仮設に入って、その中の精

神の方はどれだけであり、身体の方はどれだけであり、あるいは知的の方がどれだけであ

り、あるいは要援護者と言われる高齢者の方々の独居老人はどれだけでありというふうな

数値というのはまだ整理されていないものなのですか。その実態がちょっとまだよくわか

らないのですが。 

 以上です。 

〇根子副部長兼保健福祉企画室長 被災者の数がどこにお住まいかも含めて、あるいは要

援護者がどういう実態かというお話だと思いますけれども、基本的には地元の市町村のほ

うでまずは被災者で支援する必要がある方というのを数字は押さえられていると思いま

す。その中でどういった障がいがある方、介護が必要な方がいるかということについて押

さえられているのではないかと思いますが、例えばほかから移った方とか、例えば沿岸部

から内陸部に移った方という方々で住所を移転されていないという方々については、市町
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村のほうでも今そこに力を入れて調べ始めていると伺っていますが、十分そこまで把握さ

れていないということもちょっと伺っています。ただ、どうしてもその方々についても支

援をしなければいけないということだと思いますので、今作業といいますか、そういう取

組を進められているのではないかなというふうには、そういう承知はしておりますけれど

も、その情報をいろんな方々に共有してという話になってくると、どういう形で提供でき

るかというのが個人情報との絡みもあって、いろいろ難しいなというお話は伺っておりま

した。そこは何らかの形で了解を得られれば当然その個人の情報は流せるわけですので、そ

の辺をどういうふうにスムーズにやるかとかというのは課題ではあると思いますけれど

も、進めなければいけないのではないかなと思っています。 

〇米田委員 今のことに関連してですけれども、市町村によってかなりばらつきがあると

は思いますが、釜石市さんあたりではかなりのところで把握されておりまして、もうみな

しの仮設の人たちまで分かるというようなところまで進んでいらっしゃる民児協もありま

すし、まだそこまではとてもというところもあって、温度差はありますが、でも徐々に把

握には民生委員さんの方々は相談員の方と協力しながら努められて、徐々にはでき上がっ

てきているようでございます。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇佐藤委員 関連したことですけれども、具体的な実態をというのは今のようななかなか

難しい面があると思うのですけれども、事業者とか市町村から何か県のほうに具体的なそ

ういう課題とか要望みたいなもので上がってきているものは何かほかにいろいろあるので

しょうか。何かそういうものを整理したものがありますか。市町村から上がってきている

要望というのでしょうか、具体的な対応について。これはこれとして県の施策としてまと

められたものですけれども、市町村から上がってきている要望とかそういうものはありま

せんか、まとめたものは。 

〇根子副部長兼保健福祉企画室長 具体的にというお話でしょうか。 

〇佐藤委員 一覧表でも何でもいいのですけれども、何か。ですから、今のお話のように、こ

れはこれで一つの体系的な県のほうの施策として行っているものだというふうに思います

けれども、なかなか現地まで行くといろんな課題が具体的なものがいろいろあるので、そ

ういうものを整理していくというのも大事なのではないかなという気がするので、何かそ

ういうものが上がってきているものがあればちょっとというふうに思ったのですが、そう

いうのは特にないのですか。 
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〇根子副部長兼保健福祉企画室長 個別に何か、例えば分野ごとに。 

〇佐藤委員 領域ごとということですけれども。 

〇岡村長寿社会課総括課長 例えば今御提供した対応状況の資料みたいに、さまざまな分

野ごとに全部整理するというのはちょっと。復興局のほうで整理しているものはございま

すけれども、例えば高齢者の関係でお話ししますと大体被災地のほうですと、要介護認定

のほうが新規認定者という方が、今までお元気で新しく要介護認定を受けた方というの

は、これまでの状況から比べると４割くらい増加していると。新規認定という方はもとも

との数がすごく多いわけではないので、全体の中では少ないのですけれども、23年の３月

でお亡くなりになったりした方がいてちょっと落ちているのですけれども、それから新規

の方が増えて、それは前年対比で４割くらい出ているということですが、まだそれでも22年

度くらいの状況まで増えているということでありました。ただ、これから先はどうしても

今冬場で特にそうですけれども、新しい仮設でこれまでのような話し相手とか、趣味と

か、出歩いて買い物するとか、そういうことが実際できない地域が非常に多くなっており

ますので、活動が不活発になって要介護になったりとか、こころのケアとあわせてそうい

うことが高齢者の方は大変心配だということがよく言われています。それへの対応と、そ

れからそれに対応するのは老人クラブのメンバーの方とか、仮設に入っているボランティ

アの方とか、社協の生活支援相談員とか、いろんなスタッフが見回りとか状況を把握して

いるのですが、常時ついていてきめ細かく見るというのは状態の悪い方にはかなりそうい

うことはできるのですけれども、お元気な方を常にということはなかなかできないので、や

はり現地でいろんな連携するのに困るというのと、あとは実際専門的なスキルのある方が

リードして状況をきちんと把握されるような、そういう人材がどうしても現地では足りな

いと。ボランティアの方とかいろいろ来ていただけるわけですが、地元に継続的にいて状

況を把握しながら必要な支援につなげるということが、まだその仕組みがきちんとできて

いるわけではないので、そういう中で取組をする人材がまだ現状では不足しているという

ことは高齢者のほうの関係では伝えられています。仮設住宅の課題とか何かについては、そ

れぞれの地域で出したものを全部リストアップして整理しながら対処していくという取組

はなされているようでございます。 

 

７ その他 
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〇桑島委員長 それでは、次に民生委員の会議も迫っておるようでございますが、ないよ

うでございますので、次にその他に入りますが、事務局でその他何かございますか。 

 はい、どうぞ。 

〇保健福祉企画室阿部主任主査 既に御案内しておりましたけれども、この後民生委員審

査専門分科会を開催いたします。場所は同じフロアの小会議室になっております。分科会

委員の皆様には引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇桑島委員長 それでは、この際委員の皆さんから何かございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

〇小笠原委員 今日で今年度の会議は終わりだと思うのですが、３回だったと思うのです

が、こういうことを言うのは失礼ですけれども、この会議に今年度１回も参加していない

方がおられる。例えば岩手県市長会の方は１回も見たことない。そういうこともありまし

て、大震災の対応で忙しいとは思うのですけれども、ほかの委員の立場とか、それからそ

ういうことを考えると、重さを考えると、辞退していただくとかメンバーをかえていただ

くとか、そういう会議の役割の大きさ、重さでないかと思うのですが、余計なこと言って

済みません。 

〇桑島委員長 わかりました。委員長としても当局といろいろ協議をしながら、このよう

なことのないようにいたします。御了承いただきたいと思います。 

 

８ 閉  会 

 

〇桑島委員長 それでは、以上をもちまして本日の委員会を終了させていただきます。長

時間の御協力、まことにありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


