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１ 開催日時  平成 23 年９月 15 日（木） 午後１時 30 分から３時 00 分まで 

 

２ 開催場所  サンセール盛岡１階 エメラルド  

 

３ 出 席 者  別添出席者名簿のとおり 

 

４ 会議の内容 

(１) 岩手県東日本大震災津波復興計画（復興基本計画・復興実施計画）について 

(２) 社会福祉施設等の施設基準等を条例で規定することについて 
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１ 開  会 

 

〇高橋保健福祉企画室企画課長 それでは、皆様おそろいでございますので、ただいまか

ら岩手県社会福祉審議会を開会いたします。 

 出席委員数の報告に入る前に１つ報告事項がございます。これまで当審議会委員をお務

めいただいた社会福祉協議会、社会福祉法人経営者協議会の橋本委員におかれましては、こ

のたびの東日本大震災によりご逝去されましたので、謹んでご報告申し上げます。 

 本日のご出席は、委員総数19人中14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。 

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

介いたします。 

 岩手県社会福祉協議会、社会福祉法人経営者協議会の関口知男委員でございますが、本

日は所用によりご欠席でございます。 

 続きまして、岩手県町村会の柳村典秀委員でございますが、柳村委員も本日は所用によ

りご欠席でございます。 

 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企画課長 初めに、小田島保健福祉部長からごあいさつを申し上げ

ます。 

〇小田島保健福祉部長 どうもご苦労さまでございます。県の保健福祉部、小田島でござ

います。 

 岩手県社会福祉審議会の委員の先生方には、ご多忙のところお集まりをいただきまし

て、厚く御礼を申し上げます。東日本大震災から半年が経過をいたしてございます。少し

ずつではありますけれども、復旧、復興に向けて着実に取り組みが進められておりまし

て、８月の末の県内の避難所、これは宮古市の１カ所を残しましてすべて解消されたとこ

ろでございます。今は仮設住宅等での生活という状態になっているところでございます。 
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 ご案内のとおりこの大震災からの復興を進めるため、５月にこの社会福祉審議会を開催

いたしまして、委員の皆様方からさまざま復興に向けたご意見をちょうだいしたところで

ございます。そういった意見も踏まえまして、岩手県東日本大震災津波復興計画、これを

８月11日の日に県議会にお諮りをいたしまして、策定したところでございます。この計画

は、平成23年度から平成30年度までの８年間を計画の期間といたしてございます。復興の

基本計画、それから事業、施策、工程を示す実施計画から成り立っているところでござい

ます。きょうはその内容についてもご報告をさせていただきたいというふうに考えてござ

います。 

 保健・医療・福祉分野では、災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制の整備。そ

れから、健康の維持・増進、心のケアの推進や要保護児童等への支援。あるいは地域コミ

ュニティの再生・活性化の３つの取り組みを掲げているところでございます。こういうも

のに市町村を初めとした地域のいろんな皆様の力を結集して、スピード感を持って効率

的、効果的に事業を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 また、本日はこのほか社会福祉施設等の施設基準等の条例化についてもご報告をさせて

いただきたいというふうに考えてございます。これは平成21年12月に閣議決定をされまし

た地方分権改革推進計画を踏まえまして、地方自治体の条例制定権が拡大をされてござい

ます。これまで各法律に基づき厚生労働省令で定められておりました社会福祉施設等に関

する施設設備、運営等の基準について県や市町村が独自で条例で定めることとされたもの

でございます。これから作業を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 きょうはこの２点についてご報告をさせていただきますので、委員の皆様方におかれま

しては忌憚のないご意見をいただきたいと思います。そういうことで進めさせていただき

ます。よろしくお願いしたいと思います。 

 

３ 委員長あいさつ 

 

〇高橋保健福祉企画室企画課長 次に、桑島委員長からごあいさつをお願いいたします。 

〇桑島委員長 ご紹介をいただきました桑島でございます。どうぞ本日はよろしくお願い

を申し上げます。 

 会議の冒頭に事務局からご報告がございましたが、前回の審議会のときは行方がわから

なくなっておりました橋本委員におかれましては、まことに残念でございますが、このよ
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うな結果になってしまわれました。心からご冥福をお祈りいたすものでございます。 

 さて、本日の会議でございますが、ただいま小田島部長さんのほうからご紹介がござい

ましたが、岩手県東日本大震災津波復興計画についてと、社会福祉施設等の施設基準等を

条例で規定することについての２項目につきましてご報告を申し上げるものでございます。 

 どうぞ委員の皆様におかれましては、円滑な議事進行にご協力をいただきますようお願

いを申し上げまして、ごあいさつといたします。 

〇高橋保健福祉企画室企画課長 ありがとうございました。それでは、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、以後の進行につきましては桑島委員長にお願いいたします。 

 

４ 専門分科会等所属委員の指名 

 

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。よろしくお願いを申し上

げます。 

 それでは、次第に従いまして会議を進めてまいりますが、先ほど事務局よりご紹介いた

だきました２名の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になっておりますので、関口委員及び柳村委

員両名とも老人福祉専門分科会といたしたいと存じます。 

 なお、ご両名からはあらかじめご承諾をいただいておりますが、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、よろしくお願いをいたしたいと存じ

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、岩動委員と鎌田委員を指名いたしますので、どうぞよろしくお願い

をいたします。 



- 4 - 

 

 

６ 報告事項 

 （１）岩手県東日本大震災津波復興計画（復興基本計画・復興実施計画）について 

 （２）社会福祉施設等の施設基準等を条例で規定することについて 

 

〇桑島委員長 次に、報告事項に入ります。 

 最初に、（１）の岩手県東日本大震災津波復興計画についてでございます。事務局から

説明を願います。 

〇小野復興局企画課特命課長 県復興局企画課の小野でございます。私のほうからは、先

般策定いたしました岩手県東日本大震災津波復興計画、復興基本計画及び復興実施計画に

ついてご報告申し上げます。恐れ入りますけれども、座って説明申し上げます。 

 それでは、恐れ入りますけれども、お手元の資料、資料№１―１、それから１―２、冊

子でございます。これらに基づきましてご説明申し上げます。この計画でございますけれ

ども、当審議会の桑島会長を初め、県内の各界の代表者の皆様、また専門家の方々から成

ります岩手県東日本大震災津波復興委員会、また当審議会などにおける専門的な審議、ま

た市町村の意見などを踏まえまして計画案を策定いたしまして、これに基づきますパブリ

ックコメント、また地域説明会などを行いまして、８月臨時議会におきまして承認を議決

いただき策定したものでございます。策定は、大震災からちょうど５カ月となります８月

11日、県といたしましてお手元のほうの基本計画、それから実施計画につきまして実施計

画第１期について策定したものでございます。 

 まず、復興基本計画についてご説明いたします。資料１―１をごらんいただきたいと思

います。恐れ入りますけれども、２ページのほうから始まります序章をごらんいただきた

いと思います。１の策定の趣旨についてでございますけれども、この計画は、科学的、技

術的な知見に立脚いたしまして、それぞれ被災した市町村の復興を長期的に支援するとい

うような考え方に基づきまして、沿岸地域、これを初めとしました岩手県全体が、大震災

津波を乗り越えて復興するための未来への設計図というような形で、さまざま目指す姿、原

則、まちづくりのグランドデザイン、取組の内容等について明らかにしようというような

ものでございます。 

 ２の計画の役割でございますけれども、もちろん被災された皆様の安全の確保、暮らし

の再建、なりわいの再生、また被災した市町村が策定いたします復興計画などの指針とな
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るということ、さらに地域を構成するあらゆる主体が取り組むに当たっての指針となるこ

と、さらに県として復興の方向、それから取組を明らかにして、国に対して岩手県として

提案あるいは要望していくためのよすがとすること、また国内外を含めて開かれた復興を

目指す上での方針とすると、こういったようなさまざまな役割を担った計画でございます。 

 ３ページごらんいただきたいと思います。計画の構成、それから期間でございますけれ

ども、計画につきましては先ほど保健福祉部長さんのほうからお話しございましたけれど

も、復興に向けての目指す姿、原則、取組の内容等を示します復興基本計画、今ごらんに

なっているものでございます。それからさらに、そうした基本計画に基づきまして施策、事

業、工程表などを盛り込みました復興実施計画、この２つの計画によって構成するもので

ございます。 

 計画の期間なのですけれども、今年度、23年度から30年度までの８年間、これを全体計

画期間というふうにしております。実施計画につきましては、このうち第１期、23年度か

ら25年度までを基盤復興期間、第２期、26年度から28年度までを本格復興期間、さらに第

３期につきましては、さらなる展開への連結期間というふうな位置づけをいたしまして、迅

速、そして着実な復興の取組を進めていこうとするものでございます。 

 恐れ入ります。４ページのほうをお開きいただきたいと思います。６の対象地域でござ

いますけれども、この計画につきましては、特に甚大な被害を受けました沿岸の市町村、こ

れを初めとして、また内陸においてもさまざま被害を受けております。また、これからの

復興は県一丸となって進めていくことが必要でございますので、沿岸、内陸を含む県内全

域を対象地域としたものでございます。 

 恐れ入ります。若干時間の都合ございます。恐れ入りますけれども、11ページのほうを

ごらんいただきたいと思います。11ページでございますけれども、第２章、復興の目指す

姿と３つの原則について掲げてございます。計画におきましては、目指す姿といたしまし

て、下の枠の中でございますが、「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・

三陸の創造」、これを目指す姿として掲げております。この考え方といたしまして上のほ

うに幾つか考えておりますけれども、人命が失われるような津波災害は今回で終わりにす

るというような決意、これに基づいて安全、安心な防災都市、地域づくりを進めていく、そ

ういった復興を実現する。それから、一人一人にとって生き生きと暮らすことのできるふ

るさとであり続けることができるような地域社会づくりを通じた復興を行っていくこ

と。また、だれもが再び人間らしい日々の生活を取り戻すことができる人間本位の復興を
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実現することといった考え方などを踏まえたものでございます。 

 12ページのほうをごらんいただきたいと思います。復興の基本計画では、復興に向けた

３つの原則といたしまして、安全の確保、暮らしの再建、なりわいの再生、この３つを掲

げまして、この原則のもとで、ふるさと岩手・三陸の復興を実現していくためのさまざま

な取組を進めていくこととしております。詳細につきましては、後ほどご説明いたします。 

 次に、13ページ以降ですけれども、ここでは復興に向けたまちづくりのグランドデザイ

ンを示しております。これは、今回の津波災害でございますけれども、これまでの津波を

しのぐ大規模となっております。こうした津波に対して既存の防災施設が果たした役割、こ

れについて検証いたしましたところ、一定の効果、これは認められました。ただし、ハー

ド対策のみでは防ぐことは困難というようなことが明らかになったところでございま

す。その一方で、日ごろからそれぞれの地域で実施されていた、例えば避難訓練あるいは

地域、小中学校で行われました防災教育と、こういった効果も確認することができたとこ

ろでございます。こうしたことから、岩手県といたしまして津波対策の基本的な考え方と

いたしまして、３段落目のところでございますけれども、再び人命が失われることがない

多重防災型まちづくりと防災文化を醸成し継承することを目指す。これを掲げたところで

ございます。 

 具体的には13ページの２以降のところですけれども、海岸保全施設、これは防潮堤や湾

口防波堤などでございます。それから、14ページのほうにいきますけれども、まちづくり、津

波防災などを考慮した土地利用計画などでございます。それから、（３）としてのソフト

対策、これは避難計画の策定、防災文化の醸成などでございます。これらすべてを適切に

組み合わせた多重防災型まちづくりというふうに呼んでおりますが、これを進めて今回の

ような大規模な津波による被害については、できるだけ最小化していこうという、いわゆ

る減災の考え方に基づきまして安全の確保を図っていこうと、これを計画における津波対

策の基本的な考え方というふうにしたものでございます。 

 こうした考え方に基づきまして、15ページから21ページにかけましては、現在行われて

おります市町村のまちづくりのベースとしていただくため、まちづくりのグランドデザイ

ンの考え方、それから幾つかのパターンをお示ししております。詳細の説明については省

略いたしますけれども、こうした考え方も参考にしていただきながら、現在それぞれ被災

された沿岸の市町村において復興計画、それからそれに基づく具体的な復興のまちづく

り、地域ごとの計画、これについての議論が進められているところでございます。 
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 恐れ入ります。22ページのほうをごらんいただきたいと思います。ここからは復興に向

けた具体的取組についてお示ししております。先ほど申し上げました安全の確保、暮らし

の再建、なりわいの再生、この３つの復興に向けた原則、このもとに合わせて10分野の主

な取組内容を掲げております。 

 23ページのほうをごらんいただきたいのですけれども、ここに復興への歩みと計画期間

との関係といった１枚物の資料をつけてございますけれども、主な取組内容につきまして

は、分野をそれぞれ取組の項目に分けまして、それぞれ推進の期間ごとに、上のほうを見

ていただけるとわかるかと思いますが、緊急的な取組、短期的な取組、中期的な取組、長

期的な取組。緊急的なものについては１年、短期は３年、中期は６年、長期は８年あるい

はそれ以上というように期間に分けて取組を整理したものでございます。再掲を含めまし

て合わせて290項目の取組、これを計画の中に盛り込んでおります。計画期間に応じてこれ

らを着実に推進していくこととしております。主なものとして、安全の確保ですと例えば

緊急的には瓦れきの早期撤去を進める。また、多重防災型のまちづくり計画等、これにつ

いても緊急的な取組としてはおおむね１年以内に進めていく。当審議会にも関係しており

ます暮らしの再建の関係ですと、まずは緊急として既に建設を終えておりますけれども、仮

設住宅の早期建設、それからさまざま雇用の創出などなど学校施設の復旧整備等を進めて

いく。なりわいについては、漁協を中心とした共同利用システムの構築等々について、そ

れぞれ期間ごとに着実に進めていくというようなものでございます。 

 社会福祉分野を含みます暮らしの再建につきましては、30ページから41ページにかけて

掲載してございます。詳細につきましては、後ほど説明があるかと思いますので、私のほ

うからは省略させていただきます。 

 恐れ入ります。ページを飛びまして69ページのほうをごらんいただきたいと思いま

す。69ページ、第５章は三陸創造プロジェクトについてでございます。復興計画では、先

ほど申し上げました３つの原則、10の取組、こうした計画的に着実に取り組んでいくも

の、それとあわせまして長期的な復興を象徴するリーディング・プロジェクトといたしま

して、三陸復興プロジェクトを掲げております。これにつきましては、三陸地域の復旧、復

興はもちろんのことですけれども、さらに長期的な視点に立ちまして、復興を象徴し、世

界に誇る新しい三陸地域の創造、これを目指すといった観点からリーディング・プロジェ

クトとして幾つかプロジェクトを立ち上げたものでございます。 

 プロジェクトといたしましては、70ページ以降をごらんいただきたいと思いますけれど
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も、70ページは科学技術分野においては、国際研究交流拠点形成プロジェクトといたしま

して、例えば海洋資源を活用したさまざまな研究、それから今回の津波などを踏まえた国

際防災研究拠点、そして国際リニアコライダー計画に基づく国際素粒子・エネルギー研究

拠点などについて、長期的な観点に立ってプロジェクトを進めていこうといったものでご

ざいます。 

 それから、71ページ、さんりくエコタウン形成プロジェクトでございますけれども、再

生可能エネルギー、三陸地域にもさまざまございます。こういった本県に賦存しておりま

す再生可能エネルギーを活用して、三陸地域を中心にエコタウンを形成していこうという

プロジェクトでございます。 

 72ページにつきましては、津波災害の次世代への継承といったことで、やはり今回の経

験をしっかりと次の世代に受け継いでいくためのプロジェクトということで、例えば津波

資料館あるいは防災機能も持っているメモリアル公園の整備、それからいわての復興教育

といったソフトの関係、そうしたものについても具体化を進めていこうというふうに考え

ております。 

 それから、73ページは産業振興分野ということで、さんりく産業振興プロジェクトとい

ったものを考えております。今国のほうで復興特区といったものが検討されておりますけ

れども、そういった特例を活用したものづくり特区などについてこれから具体化していこ

うというものでございます。 

 最後、５つ目でございますけれども、75ページ、新たな交流による地域づくりプロジェ

クトといったことで、今回復興に向けて内外さまざまな復興の支援が寄せられておりま

す。こういった新たな人的交流なども活用しながら、三陸の資源を活用した新たな復興ツ

ーリズムといったものを立ち上げていきたいというふうな考えでございます。 

 76ページ以降、復興の進め方ということでございますけれども、いずれ復興については

被災された市町村、ここを中心にこれから進められていくわけですけれども、県といたし

ましてそれらの市町村と十分に連携を図りながら復興の取組を進めてまいります。さら

に、内陸の市町村との連携あるいは県外の市町村、また都道府県、さまざまな研究機関、Ｎ

ＰＯさんといった多様な主体との連携についても、十分に復興の中に取り込んで活用して

まいりたいというふうに考えてございます。 

 復興基本計画の概要につきましては以上のとおりでございます。 

 恐れ入ります。資料№１―２のほうを引き続きごらんいただきたいと思います。これに
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つきましては、23年度から25年度までの第１期の復興実施計画の冊子、本体でございま

す。時間の都合がございますので、外観のみご説明したいと思います。 

 資料１―２の１ページのほうをごらんいただきたいと思います。はじめにといったとこ

ろでございます。趣旨ですけれども、この実施計画につきましては、先ほどご説明いたし

ました基本計画に掲げた、目指す姿の実現に向けて具体的な施策、事業、工程表等を具体

的に盛り込んだものでございます。復興基本計画、実施計画の第１期分として作成するも

ので、期間につきましては23年度から25年度までの３年間となっております。その第１期

分で県が実施を予定している事業について取りまとめたものでございます。なお、ここで

掲げておりますさまざまな取組、事業につきましては、この計画策定時点で想定した事業

等も含まれておりまして、社会経済情勢の変化でありますとか復興の状況、また今国のほ

うで進められようとしております第３次補正、また平成24年度政府予算、これらの内容も

踏まえまして、必要に応じて柔軟にこの実施計画については所要の見直しを行っていくと

いうような予定でございます。 

 ６ページのほうをお開きいただきたいと思います。６ページから復興基本計画の３つの

原則に基づきまして、６ページの防災のまちづくりから12ページのほうにございます観光

の分野まで10の分野ごとに22の取組の項目、それから構成事業、これらを掲載した施策の

体系を掲載したものでございます。例えば当審議会に関係してございます暮らしの再建の

構成事業については、暮らしの再建でございますので、７ページのところから始まってご

ざいますけれども、合わせて155の事業をこの中に暮らしの再建分野には盛り込んでござい

ます。これら３つの原則に基づくすべての事業数は441、再掲込みでございますけれども、と

なっております。個々の事業につきましては、暮らしの再建は、恐れ入ります21ページ以

降から掲載してございます。そのうち保健、医療、福祉関係につきましては24ページでご

ざいます。こちらのほうから掲載しております。大変申しわけございません。詳細につい

ては、省略させていただきたいと思っております。 

 なお、53ページ以降では、今申し上げました、合わせて441の事業のうち主な事業という

ことで、合わせて43の事業についてわかりやすい形で図等も示しながらご説明をしている

ものでございます。 

 以上、事業の詳細についても本来ご説明するところでございますけれども、今回は復興

基本計画、それから復興実施計画、この全体の構成、そしてどういうふうな考え方に基づ

いて策定したものなのかといったものが主に項目として盛り込まれているのか等々につい
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てご説明いたしました。県といたしましては、関係機関、関係の市町村と一緒になりなが

ら引き続きこの復興計画、復興実施計画に基づきまして、復興に向けた取組を迅速また着

実に進めてまいりたいというふうに考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

〇根子副部長兼保健福祉企画室長 引き続きまして、復興基本計画のうち福祉分野に向け

た取組についてご説明申し上げたいと思います。保健福祉部の副部長の根子と申します。よ

ろしくお願いいたします。恐縮ですが、座って説明いたしたいと思います。 

 資料の１―１の復興基本計画にちょっと戻っていただきまして、33ページをお開き願い

たいと思います。33ページ、暮らしの再建の保健・医療・福祉の分野でございますが、保

健・医療・福祉の取組に関する基本的な考え方につきましては、被災者の心身の健康を守

るため、被災した医療機関、それから社会福祉施設等について早期に機能の回復を図ると

ともに、きめ細やかな保健活動や心のケア、保護を必要とする子供の養育支援などを実施

する。また、新たなまちづくりにおいて質の高い保健・医療・福祉サービスを継続的に提

供する保健・医療・福祉提供体制を構築するという、こういった考え方に基づいて具体的

な取組を進めていくということとしております。 

 保健・医療・福祉の具体的な取り組みでございますが、33ページに記載してあります特

に福祉分野を中心に説明いたしたいと思いますが、33ページが取組項目①で、災害に強

く、質の高い保健・医療・福祉体制の整備、それから35ページの取組項目②、健康の維持・

増進、心のケアの推進や要保護児童等への支援、この２つから構成されておりまして、そ

ういう状況でございます。 

 隣の34ページにございますが、34ページには取組項目①の取り組みについて、その取組

について緊急的な取組、それから短期的な取組、中期的な取組ということで３つに区分し

ておりまして、この区分でございますけれども、計画の１年目の取組については緊急的な

取組、それから計画策定からおおむね３年間で実施するというものを短期的な取組、それ

からおおむね６年間で実施するというものを中期的取組として、この３つに分けて復興の

取組を進めていくということにしております。このうち特に福祉分野に関する取組といた

しましては、緊急的な取り組みとして福祉施設等の機能回復に向けて福祉サービス拠点の

仮設整備とか施設復旧、スタッフの確保等の施設運営体制の支援、こういったことを行う

ということ。それから、短期的な取組といたしましては、介護職員等の福祉従事者の重点
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的な確保あるいは育成を進めていくということとしております。それから、中期的な取り

組みとしては、新たなまちづくりと連動し高齢者等の支援、ニーズに対応した福祉施設の

整備、それから高齢者等の要援護者が地域で安心して生活できる保健・医療・福祉の連携

による地域包括ケアシステムの構築といったようなところを掲げております。 

 35ページをごらんいただきたいと思いますけれども、35ページ、取組項目②、健康の維

持・増進、心のケアの推進や要保護児童等への支援の取組でございますけれども、緊急的

な課題、取組といたしましては、被災者に対する心のケアあるいは被災した子供の情緒の

安定化、被災孤児の養育環境の確保などに努めていくということございます。それから、短

期的な取り組みとしては、きめ細かな心のケアの実施に向け心のケアセンターあるいは子

供の心のケアセンターの設置、被災孤児、被災遺児の養育する親族、里親等に対する継続

的な支援を進めていくということとしております。中期的な取り組みとしては、精神的問

題を抱える被災者等への専門的ケア、学校教育と連携した長期的な子供の心のケア、ひと

り親家庭等の生活の安定に向けた自立支援、こういったようなものを掲げております。 

 それから、ちょっと飛んでいただきまして39ページをお開き願いたいと思います。39ペ

ージ、地域コミュニティの項目でございますけれども、この地域コミュニティの中に福祉

コミュニティの取組を位置づけて実施していくということとしております。地域コミュニ

ティの取組に関する基本的な考え方でございますけれども、２段落目のところにございま

すように、すべての人が安心して地域で生活できるよう、高齢者や障がい者を住民相互で

支え合うなどの福祉のまちづくりの観点を取り入れながら、地域コミュニティ活動の活性

化に向けた取組を支援するということとしております。 

 40ページお開き願いたいと思います。福祉分野のこの項目の具体的な取組でございます

けれども、緊急的な取組といたしまして、応急仮設住宅などにおける高齢者等の孤立防止

や福祉サービス提供体制の構築に取り組んでいくこと。それから、短期的な取組といたし

ましては、高齢者等の要援護者に対する災害時支援体制づくりや障がい者の就労支援を進

めていくこととしております。中期的な取組といたしましては、住民などの主体的な参画

により地域全体で高齢者等の生活を支援する体制づくりの推進ということを掲げておりま

す。 

 それから、資料の１―２の復興実施計画でございます。ここにつきましては、資料１―

２の24ページをちょっとごらんいただきたいというふうに思います。24ページから27ペー

ジまで、ただいま基本計画で説明いたしました保健・医療・福祉の分野のうちの構成事業
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の概要、それから実施年度を掲載しておりますし、それから32ページでございますけれど

も、32ページ、それから33ページには地域コミュニティの分野の構成事業、それからその

実施年度等を掲載しておるものでございます。詳細につきましては、恐縮ですが、時間の

都合上省略させていただきたいと思います。 

 それから、資料の１―３というのをごらんいただきますけれども、これにつきましては

今の復興基本計画、実施計画に基づきまして現在東日本大震災津波からの復興に向けた取

り組み、どんな取組を行ってきた、あるいは今後どういう方向かということをまとめた資

料でございます。 

 １ページ目につきましては、地域医療の確保で医療関係でございますので、ここのとこ

ろは後ほどごらんいただきたいというふうに思います。 

 めくっていただきまして２ページ目でございます。２ページ目の２として、地域におけ

る高齢者や障がい者などへの支援ということで、まず（１）、応急仮設住宅地域における

サポート拠点の設置、運営支援ということで、応急仮設住宅の地域に高齢者などをサポー

トする拠点を設置しております。高齢者のサポート拠点、設置状況にありますように、８

市町16棟あるいはグループホーム型の仮設住宅というのもを設置しておりまして、４市町

で12棟、８月31日現在ですけれども、こういった形で整備しておりまして、今後も被災の

市町村の要望に応じながら設置あるいは運営を進めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 それから、次の（２）、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・福祉サービスとしましては、今申し上げました高齢者のサポート拠点あるいはグルー

プホーム、また仮設住宅、それから移動入浴車による入浴サービスとか、介護予防教室、運

動教室、それからリハビリテーション活動への支援、それから被災した地域包括センター

の業務の支援などを行ってまいりました。それから、障がい者の福祉サービスとしては、障

がい者相談支援体制を強化しながら、沿岸の４障がい保健圏域においては職員の追加配置

などを行っております。今後とも介護福祉サービスあるいは障がい福祉サービスにつきま

して、継続的な支援を進めてまいるということとしております。 

 それから、（３）の社会福祉施設等の復旧及び運営支援ということでございますが、そ

れぞれ高齢者福祉施設、障がい者の福祉施設、保育所・児童館等、こういった福祉施設に

つきまして施設復旧に要する経費あるいは事業再開に要するいろんな経費に対する支

援、それから施設の修繕といったようなことを含めた災害復旧、そういったことの支援を
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今進めているという状況でございます。国庫補助が入るのもありますので、国との協議を

進めながら速やかに進めていくということとしております。 

 それから、３ページでございますけれども、被災者の健康の維持・増進ということでご

ざいます。市町村が行う被災者への保健活動を円滑に実施するということから、被災者健

康支援ガイドラインを作成しながら、ここにあるような取組を進めておりますけれども、①

として、必要な保健師等の確保ということで、特に被災した市町村、保健師等、栄養士等

の需要が多くなっているということもございますものですから、そういった県内の他の市

町村等あるいは団体からの協力を得ながら、被災者への保健活動を継続して支援していく

ということとしております。それから、応急仮設住宅入居者の健康相談の実施ということ

で、これにつきましても予防医学協会に委託しながら、仮設住宅の集会所を巡回しながら

健康相談、保健指導を実施するということとしております。それから、同じく応急仮設住

宅の集会所を中心としながら、県の歯科医師会に委託して口腔ケア活動の実施ということ

を進めてまいるということでございまして、引き続きこういった形で健康の維持増進に努

めてまいりたいと思っております。 

 それから、４つ目、被災者の心のケアでございますけれども、こころのケアチーム、当

初は避難所を中心に他の都道府県からの支援をいただきまして実施してまいっておりま

す。これを引き続き震災こころの相談室という形で、県内沿岸の７市町村に設置しなが

ら、継続して被災者の皆様のこころのケアの推進に努めてまいるということにしておりま

す。さらに、国の補正予算等の動向を見ながらこころのケアセンターの設置についても検

討していくということとしております。これらの取組を継続しながら、被災者の皆さんの

こころのケア、かなり長期にわたるかと思いますので、その辺のところも十分考慮しなが

ら進めてまいりたいというふうに思っております。 

 それから、めくってまいりまして４ページでございますけれども、要保護児童への支援

ということで、①、被災孤児の実態把握、支援ということでございますが、８月30日現在

で、被災した孤児93名、これは両親とも亡くなったということを孤児というふうに称して

おりますけれども、これは93人ということで現在把握しておる状況であります。それで、い

ろんな法律相談とか財産管理等々ございますので、その辺ＮＰＯ法人等に委託しながらそ

ういった支援をしていくとともに、さまざまな民間も含めた支援制度がございますので、そ

ういったもののチラシを作成しております。児童相談所や市町村等に配布しながら、十分

な支援ができるように努めてまいりたいと思っています。 
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 それから、関連して里親でございますけれども、現在孤児の方はおよそ親族のほうに身

を寄せているということございまして、その保護者を亡くした児童の里親認定、親族里親

という制度もございますので、そういったところを取り組んでいるということでございま

して、これまで親族里親26件、それから養育里親３件の認定をしておる状況でございます。 

 それから、③の被災遺児でございますけれども、被災遺児はお父さんかお母さんかどち

らかが亡くなった児童ということで、７月29日現在で445人という数字で把握しておるとこ

ろであります。被災遺児につきましても、いろんなサービスの周知のためのチラシの作

成、配布ということで支援に努めてまいりたいと思っております。 

 それから、４つ目の子供のこころのケアでございます。こちらのほうもやはり相当ここ

ろにダメージを受けられた子供たちがおるということもございます。そういったことか

ら、６月から宮古あるいは４月は気仙、８月に釜石に子供のこころのケアセンターを設置

しまして、週１回程度児童精神科医が診察、相談を受けるという体制をとっております。こ

れも長期的な取組が必要となってまいりますので、今後とも体制をどういうふうに組んで

いくかも含めて、継続した支援に努めてまいりたいと思っております。 

 それから、５ページ目、被災者の日常生活への支援ということで、（１）、応急仮設住

宅における支え合い体制の確立ということでございます。避難所から仮設住宅へというこ

とでステージが移っているわけですが、避難所の生活もそれぞれやっぱり大変不便であり

大変なところもあったわけですが、仮設に移れば移ったでまた新たな課題が出てまいりま

して、特に孤立化をいかに防止していくかということもございます。市町村の社会福祉協

議会で生活支援相談員を採用しながらそういった相談に応じていくということ、そしてそ

の生活相談、要援護者の安否・見守り活動、こういったものを進めていくということが大

事かなと思っております。それから、民生委員の地区割りの再編成、これにつきましても

民生委員の方々でお亡くなりになった方々もおりますし、それから仮設住宅でそれまでの

区域とまた住民の方々の住んでいる場所が変わってきているというふうなこともございま

すので、その辺の再編成等も必要ではないかなというふうに考えております。それから、高

齢者による社会活動等の促進ということで、老人クラブによる友愛活動の取り組み、こう

いったところも支援してまいりたいなと思っております。今後もこういった取り組みをさ

らに継続、そして充実強化する必要があるというふうに考えております。 

 それから、（２）、災害ボランティアの活動ということで、災害ボランティアの継続的

な確保に向けまして、宿泊先の情報提供だとか、あるいはボランティアの健康管理、受け
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入れの調整等々を進めていく必要があるというふうに思っています。それから、また、の

ところにありますように、東日本大震災津波ボランティア連絡会議というのを７月に１回

開催しておりまして、非常に有意義だったとの声がございましたものですから、さらに今

月末にも第２回目を開催しながらボランティア活動の促進を進めてまいりたいと思ってお

ります。 

 それから、（３）の子供・女性の安全確保対策でございますけれども、児童虐待、ＤＶ

等についていろいろ情報提供しながら、その防止に努めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 それから、資料１―４でございますけれども、今説明した中のうち特に避難所から応急

仮設住宅へステージが移ってまいりましたので、応急仮設住宅入居者への支援について特

にピックアップしてまとめたものでございます。この資料の一番最後、Ａ３判で概念図と

いいますか、図化したものがございます。これをちょっとごらんいただきたいと思います

けれども、真ん中に仮設住宅が住宅群という形で示しておりまして、その住宅群の左のほ

うにＧＨ型仮設住宅と書いてあります。これはグループホーム型の仮設住宅ということ、そ

れから下に高齢者サポート拠点ということで、全部が全部あるわけではないのですけれど

も、場所によりましてはこういうグループ型の、もともとそのグループホームにいらした

高齢者、障がい者の方がそのままそういった形で仮設住宅に入れるようなもの、あるいは

高齢者のサポート拠点ということで、ここで仮設住宅の周辺の皆様方がサービスを受けら

れるような、そういった場所というものを設置しているところございます。それから、こ

この右側のほうに集会所というのございまして、これも50戸に１戸ぐらいで集会所を設け

ておりますので、ここの集会所を中心にしながら、例えば右のほうの⑤、⑪とかあります

ように、ここに生活支援相談員を配置しながら活動する、あるいはこころのケアの活動だ

とか健康相談、口腔ケアの活動、こういったものをやっていきたいというふうに思ってい

ます。 

 さらに、前のほうにありますように仮設の診療所だとか、震災こころの相談室、あとは

下のほうでいろいろ民生委員の関係だとか、保健所、市町村の栄養士、保健師等のかかわ

り、そういったものを一応図の中で示したものでございます。事業の中身につきまして

は、この１ページから７ページまでに書いておりますが、これは後ほどごらんいただきた

いと思います。 

 以上で復興計画と、それから計画に基づいた現在の取組状況等についてご説明申し上げ
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ました。よろしくお願いいたします。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。ただいまは岩手県の復興計画の基本計画、実施

計画について説明がございましたし、また特に保健福祉部に係る復興計画についてと、そ

れから現在までの復興に向けた取組状況、こういったものにつきまして説明をいただいた

ところでございます。これらにつきまして皆様から忌憚のないご質問、ご意見をいただき

たいと思います。何でも結構でございますから、もしございましたらご発言をいただきた

いと思います。 

 はい、どうぞ、高橋委員さん。 

〇高橋（修）委員 岩福連、岩手県精神保健福祉連合会の高橋でございます。よろしくお

願いします。 

 この復興基本計画並びに復興実施計画については既に決定されたわけでありますか

ら、この計画、実施計画に基づいて今後それぞれの分野ごとに強力に進められることと思

います。このような計画を進めていくときに、進めながらさらに一部を手直ししていくと

か、あるいは見直しをしていくとかというふうなことが当然出てくるだろうと思いますの

で、そういう考え方からお願いを申し上げたいのは、１つは私どもの団体等の関係で申し

上げますと、障がい者と言われている本人、患者ご本人のサポートあるいは支援は非常に

大事なことですし、ありがたい、していただかなければいけない。地域で生活していくた

めにも医療とのかかわりの中でも当然大事になってくるわけでありますが、あわせてその

障がい者、患者を抱えている家族、その家族の支援も同時にやっていかないと患者その方

自身も、それから家族も共倒れあるいはそういう状況に、せっぱ詰まった状況に追い込ま

れていくというふうなことが考えられます。したがいまして、この家族支援についてもあ

わせてご検討、今後実施計画のそれぞれの場面で頭に入れておいて進めていただければ幸

いだな、こんなふうに思っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

〇桑島委員長 どうぞ。 

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。貴重なご意見

ありがとうございます。私どもも施策を進めていくときに、当然復興計画もそうですけれ

ども、障がい者施策を進めていくときに当事者のみならず当然ご家族の支援も同時に行っ

ていくという、そういう視点でさまざまな施策に取り組んできておりますので、この復興

計画、実施計画を進めさせていただく上でも、そうした視点を十分大事にしながら施策を
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展開していきたいと思っておりますので、よろしくご協力をお願いいたします。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

 はい、どうぞ、佐藤先生。 

〇佐藤委員 今のお話と似たような話ですけれども、全体としてサービスを供給していく

という、そういうふうな計画なわけですけれども、今の住民といいますか、被災者という

立場に立って考えれば、サービスを利用するという、そういう観点ですね。ですから、ご

承知のように高齢者についても、介護保険についても、自立支援法にしても受益者負担と

いうことで利用料が発生するわけですけれども、これについては県のほうでいろいろ、ど

のぐらいたったときでしょうか、保険料だけではなくて１割負担等についても減免をする

というふうなことで、こういうのは非常に重要なことだと思うのですけれども、その辺の

ことはどんなふうになっているのかということですね。ちょっとお聞きしたいということ

が１つ。 

 もう一つは、職員に関することでありますけれども、被災者ということで考えますと、今

のような当事者とか住民とかというのと別に、復興の中で福祉、行政のやっぱり専門職の

人たちが非常に重要な役割を既に担ってきて、自分が被災しながらもそういう役割を担っ

てきたということがあるので、職員に関する問題ですね。例えば２つありまして、１つは

資料№１―３の２ページ目の（３）のところに施設等の復旧、運営支援というところで、職

員の確保ということがいろいろ言われているのですが、私どもがちょっと漏れ聞いている

ところによりますと、なかなか要するに確保できないという問題ですね。ですから、若干

施設等については定員よりも多く利用者の人がまだ入所しているところもあるということ

も含めて、その職員は充足しているのかどうかという、その充足状況について少しお話、ご

説明いただけたらということが１つ。 

 もう一つ、職員についてはこころのケアのほうでも同じことがあって、警察や消防も含

めて学校の教員やさまざまな市町村の職員や福祉の現場の人たちもさまざまなそうい

う、自分たちが被災者であると同時にやっぱりこころの問題を抱えているわけですね。子

供のことについては今の資料の４ページの保育所のところで、保育士とか市町村職員とい

うのは子供のところについては出ているのですけれども、それ以外のところではやっぱり

職員に関するこういう問題、もうちょっと全般的な対応が必要ではないかというふうに思

うのですけれども、高齢者、障がい、行政職員も含めてその辺の職員に対するこころのケ

アの問題というふうな、それらについてちょっと補足的なご説明をお願いしたいというふ
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うに思います。 

〇桑島委員長 では、どうぞ。 

〇朽木障がい保健福祉課総括課長 障がい分野中心にちょっとお話しさせていただきます

けれども、いずれ障害者自立支援法に基づく利用者負担については、国のほうの通知で今

年度の利用料については被災住民に対しては徴収しないと、ゼロ円というような措置がな

されております。また、県独自でも心身扶養共済の掛金の免除とか、あるいは看護学校の

授業料の免除だとか、そういったさまざまな被災住民に対しての利用者負担の免除等の措

置についてはとらしていただいているところでございます。 

 それから次に、職員、例えば障がい福祉サービス事業所の職員ですとか、そういったと

ころに不足が生じてなかなか運営に支障を来しているのではないかといったようなご心配

もあるわけですけれども、これに対してももう既に措置をさせていただいておりますが、障

がい分野では13施設に24人ほどの新たな職員を配置するための措置を講じております。事

業所によってはまだ採用されていない、採用途中だというところもありますけれども、鋭

意進んでいるというふうに伺っておりますので、不足が生じているというところについて

は、そうした形でご支援をさせていただいているというところであります。 

 それから、最後、こころのケアの問題ですけれども、特に被災地のほうでは市町村職員

ですとか、それから障がい者の事業所でもお亡くなりになった職員なんかもおるわけで、そ

うしたところにつきましては順次そこの地域に入っているこころのケアチームにお願いを

して、施設に入ってケア活動をやっていただいたり、市町村職員等につきましてはそこの

市町村の人事担当課が中心になってこころのケアの活動を取り組むことになってございま

すけれども、そこから保健サイドのほうに情報をきちんと流していただいて、現地のここ

ろのケアチームですとか、それから県内の日本精神科協会岩手県支部という、そういう団

体がありますが、県内の精神科病院でチームを組んで市町村のほうのケアに入っていただ

いたりという活動を現在も続けておりますので、引き続きその点は各市町村や事業所と連

携をとりながら、必要なケアの取組を進めてまいりたいというふうに思ってございます。 

〇桑島委員長 どうぞ。 

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。子供の医療費の関係でござ

います。育成医療ですとか、小児慢性特別疾患の医療費の助成とかという制度も私ども抱

えておりまして、それにつきましてのその自己負担の関係は、今障がい保健福祉課のほう

から説明があった扱いと同様に、まずほぼ今年度中は負担をゼロにするという減免措置を
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今とってございます。 

 それと、保育所の保育士のこころのケアの関係でございます。どうしても子供のこころ

のケアの研修が中心に回っておるのですが、やはりその中で現場の声として、研修しなが

ら見ていると保育士さんも随分大変だというような、そういったやっぱり現場からの報告

等がありまして、それにつきましては例えば県の児童相談所、それから県の臨床心理士会

さん、それから今民間で一生懸命その関係入ってもらっておりますユニセフさんあたりと

共同で協議しまして、早目にやはり、２回ほど保育士さん用のケアの機会を現場で開催し

てございまして、非常にやはり参加した保育士さんからは、ほっとできたとか、非常にあ

りがたかったみたいなそういったアンケートもいただいておりますので、やはり効果が高

いと思っていますので、引き続き現状の分析をしながら継続的な体制を目指していきたい

というふうに考えてございます。 

〇桑島委員長 どうもありがとうございました。 

〇根子副部長兼保健福祉企画室長 それから、介護高齢者の施設の関係の一部負担金、利

用料につきましても同様の措置で、現在その減免措置をとっているという状況でございま

して、ほかのところと横並びで一応考えていきたいなというふうに思っています。 

 それから、あと雇用の関係、例えば特養とかそういったところの、まず定員ですけれど

も、どうしても一時的に定員超過で受けざるを得なかったという状況はございます。被災

して入所できないという状況ございましたものですから、そこでその時点である程度緊急

的に雇用ということも必要で、そういうこともお話はしておったのですが、なかなかすぐ

はそういう雇用できる状況になかったということも伺っております。ここにありますよう

に９月１日現在、４法人６施設11人で雇用ということございまして、徐々にいろいろ被災

施設も回復しながらそういうことも進みつつあるのかなということで、そういった雇用サ

イドの支援等については緊急雇用の分も含めながら、そういった措置はしておる状況でご

ざいますので、もう少し様子を見ながらと思っていました。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇小笠原委員 一般県民の立場で参加させていただいております小笠原と申します。今の

復興実施計画をお伺いしてちょっと心配だなという面があるので、お尋ねいたします。 

 資料１―２、その中の56ページと57ページお願いします。多重防災型のまちづくり推進

事業についてでございますが、この絵にあるように被災地から高台に住宅を移すというよ

うな構想のようでございます。将来の津波対策としてとても有効な方法だとは思うのでご
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ざいますが、去る９月10日、ＮＨＫのテレビで平野復興大臣がお話ししておりましたが、今

復興に向けて現在は、市町村は市民と向き合い意見や要望を聴取している真っ最中である

と、またこの事業を推進する上で住民の合意形成が大前提であるとも発言しておりまし

た。用地の確保、事業資金、基盤整備、住民合意等々大変大きな壁があるように思います。ま

た、過去に数年前にあったことですが、北海道の奥尻島大津波の際の都市計画でございま

すが、住宅の高台移転を進めたようですけれども、現在はその60％以上が被災地に戻って

いるという現実があるのだそうです。このように考えると問題が山積だなと感じたのです

が、住民の声と言いましても実態としては自治会組織にもこれはかなり問題がありまし

て、町内会には会費だけ払う、回覧板だけもらうの町内会会員が六、七十％おるそうで、住

民の声というのを聴取するにはその辺もかなり問題があるのかなというふうな気がしてお

りますので、一般県民としての素朴な疑問ですけれども、その辺の進め方についてお伺い

できればなと思います。 

〇小野復興局企画課特命課長 今ご質問、ご意見ちょうだいいたしました。市町村におけ

る多重防災型まちづくりに向けた議論の中で、どれだけ住民の皆さんの合意形成に向けた

十分な議論が進められているのかということだと思いますけれども、基本的に今回の津波

を踏まえてどういうふうなまちづくりを進めていくのか。県として多重防災型といった考

えをお示ししてございますけれども、具体的にそれぞれの地域で高所移転という形をとる

のか、あるいは例えば防浪ビル、ある程度のビルをつくってその高いところに住むのか、あ

るいは土地のかさ上げをして住むのか、さまざまな選択肢があるかと思います。その選択

肢を決めるに当たっては、一つには防潮堤の高さ、それがどういうふうになってくるの

か、それに伴って津波の際の浸水域がどういうふうに見込まれるのか、そこから浸水域に

住まないような形にするためにどういった、例えば高台、高所移転、そういったものがあ

るのかという。県といたしますと、今申し上げた防潮堤の高さ、これを一つの取っかかり

にしてそれぞれの市町村において地域、地域ごとにきめ細やかな多重防災型のまちづくり

ができるように情報提供をして、それぞれの市町村で地域に入って議論を進めていただい

ているところでございます。本当に市単位ということではなくて、それぞれ例えば釜石の

鵜住居地区とか、そういうふうな形の地域、地域ごとにこれからまちづくりを進めていく

必要があるというふうに考えておりますので、市町村が中心でございますけれども、細か

に地区に入った議論を進めているところでございます。 

 先日私も報道、ＮＨＫのほうの夜の番組を見ましても、釜石のほうでもワークショップ
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とかを持ちながら、どういうふうな形で具体的にまちづくりの絵を描いていけばいいのか

ということを、できるだけ住民の皆さんと一緒になって進めていこうといったことでござ

います。このまちづくりに当たりましては、そういった住民の皆様の具体的な考え方、思

い、それから当然個々の皆様がお持ちの土地の関係、財産権の関係等がございますので、お

のずから個々の皆さんのご意見を聞きながら進めていかないと、ここは進んでいかないと

いったことでございます。県といたしますと、国のほうも入っております。また、県のほ

うも例えば県土整備部を中心に地域にプロジェクトチームを組んでそれぞれの市町村、地

域に入っております。そういったものを踏まえながら、市町村のほうで地域ごとに入って

住民の皆さんと今議論を繰り広げているところでございます。引き続きそういったできる

だけ個々の住民の皆さんの意見を十分にお聞きして、それがまちづくりという形で集約さ

れるように、引き続き十分な合意形成を図っていくよう努めてまいりたいというふうに思

っております。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。そのほかございませんでしょうか。 

 それでは、特にないようでございますので、次に移らしていただきたいと思います。次

は（２）の社会福祉施設等の施設基準等を条例で規定することについてでございます。事

務局より説明を願います。 

〇細川保健福祉企画室管理課長 保健福祉企画室の細川でございます。私のほうからは、社

会福祉施設等の施設基準等を条例で規定することにつきましてご説明を申し上げます。恐

縮ですが、座ってご説明させていただきます。 

 資料の№２をごらんいただきたいと思いますが、先般新たに地方分権改革を推進するこ

と、あるいは地域主権改革を推進することを背景といたしまして、これらを具体化を図る

ものとして関係する法律が制定されてございます。その法律でございますけれども、１の

背景のところに記載させていただきましたけれども、地方自治体の条例制定権の拡大、国

による地方自治体に対する事務処理またはその方法を見直すこと、市町村への権限移譲を

行うことにより、地方自治体の自主性を強化するためとしまして、地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が本年５月２日に

公布されてございます。非常に長い法律名でございますので、便宜上第一次一括法と言い

かえさせていただきます。続く本年８月30日に第二弾といたしまして、同じ題名の法律が

公布されてございます。こちらのほうを第二次一括法と言いかえさせていただきます。 

 これまで、社会福祉施設等に関する施設、設備、運営の基準、これには福祉サービスも
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含まれますけれども、につきましては法律に基づき厚生労働省令で定められてございまし

たが、第一次一括法、第二次一括法の制定に伴いまして、これらの基準の設定を県が制定

する条例に委任され、条例で基準を設定することというふうになってございます。 

 具体的に条例で基準を定める必要のある社会福祉施設あるいは福祉サービス等でござい

ますけれども、２の（１）、（２）に対象となるものを掲げてございます。老人福祉法関

係の施設あるいは介護保険法関係の施設及びサービス、障害者自立支援法関係の施設及び

サービス、児童福祉法関係の施設となってございまして、これらの施設の中に米印がつい

ているところございますけれども、これにつきましては今回の法律で中核市にも権限が移

譲されることとなってございまして、盛岡市につきましても県と同様にこれらの施設につ

いては基準に関する条例を制定する必要があるものでございます。 

 めくって次のページをごらんいただきたいと思いますが、（２）に第二次一括法の対象

とされたものを掲げてございます。アの医療法関係でございますが、例えば病院、診療所

における人員配置等に関する基準、あるいはイの生活保護法関係の保護施設、あるいはウ

の社会福祉法関係の施設に関する基準といったものが対象となってございます。また、エ

及びオの児童福祉法及び障害者自立支援法関係につきましては、事業者の指定に係る申請

者につきまして、従来から法人に限られてございますけれども、その法人格に関する基準

について条例で定めることとされたものでございます。 

 第一次一括法及び第二次一括法の施行日でございますが、条例で基準の設定を設ける部

分につきましては、平成24年４月１日からの施行となってございます。ただし、経過措置

がございまして、平成25年３月31日までの間におきましては、県の条例の制定施行まで

は、これまでの厚生労働省令で定める基準を条例で定める基準とみなすというふうになっ

てございます。したがいまして、条例で基準を定めることにつきましては、法施行後も１

年間猶予を与えられている形となってございます。 

 今後の県の条例制定に係るスケジュールでございますけれども、現段階では一応平成

24年の１月から２月ころまでに条例案作成の方向性等につきまして、本審議会のほうに新

たにご報告させていただきたいと考えております。次年度の５月から８月ころまでに条例

案の中身をご報告させていただきたいと考えておりまして、来年24年の９月以降に条例案

を県議会に提案させていただく予定で進めさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

 次に、３ページのほうでございますが、一応第一次一括法の全体の概要を記載してござ



- 23 - 

 

います。第一次一括法の制定の趣旨といたしまして、平成21年12月15日に閣議決定されま

した地方分権改革推進計画を踏まえまして、地方自治体に条例制定権を拡大し、国による

地方自治体に対する事務処理またはその方法を見直すため、関係法律の整備を行ったもの

でございます。 

 大まかな内容といたしましては、点線で囲まれたところにありますが、条例制定権の拡

大として、繰り返しになりますが、施設あるいは道路等設置管理基準の設定を地方自治体

の条例に委任することとしておりますし、また国による地方自治体に対する事務処理また

はその方法を見直すとしまして、許認可の見直し等がなされてございます。 

 この施行期日につきましては、直ちに施行できるものにつきましては公布日施行という

ことで、既に平成23年５月２日に施行されてございます。政省令等の整備が必要なものに

つきましては、平成23年８月２日からの施行となっておりまして、ただいま説明申し上げ

ました施設等の基準を条例で定めるここの部分につきましては平成24年４月１日からの施

行となってございます。 

 続きまして、４ページをお開き願いたいと思います。こちらは第二次一括法の概要を記

載してございます。制定の趣旨につきましては、平成22年６月22日に閣議決定されました

地域主権戦略大綱を踏まえまして、内容的には第一次一括法と同様に地方自治体の条例制

定権を拡大して、国による地方自治体に対する事務処理またその方法を見直し、さらには

市町村への権限移譲を進めるために関係法律の整備を行ったものでございます。 

 大まかな内容といたしましては、条例制定権につきましては第一次一括法に続いて、さ

らにその対象範囲を拡大しております。また、国による地方自治体に対する事務処理また

はその方法の見直しにつきましても、例えばですが、町村の福祉事務所設置につきまし

て、これまでの知事同意協議が必要だったところを知事の同意を廃止するといった許認可

の見直しがなされております。また、地方自治体における計画の策定あるいはその手続の

見直しにつきましても行われております。さらに、都道府県の権限の市町村への移譲もな

されておりまして、例えばそこに（３）の例として掲げてございますが、身体障害者相談

員等の配置につきまして、これまで県が行うことを市町村が行うというふうな形になって

おりますし、社会福祉法人の指導監督権限が県から市に移譲されることとなってございま

す。 

 法の施行期日につきましては、直ちに施行できるものにつきましては公布日の平成23年

８月30日施行となっておりまして、既に施行されてございます。また、政省令等の整備が



- 24 - 

 

必要なものにつきましては、平成23年11月30日で、地方自治体の条例や体制整備が必要な

ものというものにつきましては、平成24年４月１日または平成25年４月１日からの施行と

なってございます。 

 ５ページ目のほうに参考といたしまして、社会福祉施設等に係る施設等の基準の例とし

まして、保育所の現在厚生労働省令で定められております基準を掲げております。ここに

掲げております項目等につきまして、今後本県の実情等も踏まえながら条例で定めていく

こととなろうかというふうに考えているところでございます。 

 雑駁ではございますが、以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

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ございまし

た事項につきましてご質問、ご意見等ございましたらお願いをいたします。 

 はい、どうぞ。 

〇田村委員 ４ページの第二次一括法の概要のところの２、一括法の内容、（３）、市町

村への権限移譲のところなのですが、例えばということで社会福祉法人の指導監督権限の

市への移譲と、こう書かれていますが、これは市町村と読みかえていいのですか、それと

も中核市・盛岡市のことを指している市への移譲ということなのですか。 

〇細川保健福祉企画室管理課長 これは、現在中核市につきましては既に権限が移譲され

てございまして、この法施行後は、福祉事務所を持っている市ございますけれども、市ま

でということで、町村につきましては引き続き県のほうで指導監督を行っていくというふ

うな形になってございます。 

〇田村委員 福祉事務所の設置されている市への移譲。 

〇細川保健福祉企画室管理課長 済みません、そうですね、市までということになってお

ります。 

〇田村委員 市まで。これは、施行期日はいつになるのですか。 

〇細川保健福祉企画室管理課長 平成25年４月１日からの施行となってございます。 

〇田村委員 25年の４月１日から。 

〇細川保健福祉企画室管理課長 はい。 

〇田村委員 ありがとうございます。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇田口（和）委員 保育協議会の田口と申します。よろしくお願いいたします。今のこと
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についてですけれども、保育園を例にとってみますと、今まではすべて国の基準で、最低

基準で保育内容すべてが決められておりましたけれども、今度は地方の裁量で決められる

ということで今説明がありましたけれども、例えば職員の配置基準などゼロ歳児ですけれ

ども、これは前の基準ですが、ゼロ歳児３人に１人の保育士が配置されておりますが、東

京都ではもう既に２人に１人の保育士が配置されるようになったというふうに聞いており

ます。それで、今までは日本全国というか、一律でしたけれども、お金のある県といいま

すか、経済力の豊かな県はいろいろ保育の質が高まるようであって、やっぱり経済力の弱

いところは我慢しなければならないことがたくさんあるというふうな状況にならないよう

に、日本どこの県に生まれても同じように保育が受けられるように、そういう基準でこれ

から決めることだと思いますので、決めていただきたいと思います。そして、現在のこの

最低基準といいますのが昭和23年に決められたものではありますけれども、この最低基準

をもちろんそのように考えてくださるとは思いますが、この最低基準を下回らないような

これ以上の基準にしていただければありがたいなと思います。 

 今新保育システムに移行ということで、いろいろ私たちの労働条件も上がるし保育内容

も多様化しておりますので、保育士の配置基準のところが一番保育協議会ではひっかかっ

ているところでございまして、１歳児も２歳児も６人に１人ということになっております

ので、そこ１歳違いで手のかけぐあいというか、本当に温かい保育をしようとすれば１対

１、２対１が一番いいのですけれども、１歳児も６人に１人というのはとても大変なこと

で、そこに園長や主任が行ってお手伝いをするというふうな状況ですので、今度新たに基

準を決めていただくときは、それを上回る人員配置にできるようによろしくお願いしたい

と思います。 

 私のは、質問というよりはお願いでございますので、よろしくお願いいたします。 

〇桑島委員長 何かコメントございますか。 

 はい、どうぞ。 

〇細川保健福祉企画室管理課長 私のほうのご説明で若干ちょっと説明しない部分ござい

ましたけれども、今回の条例で基準を設定することにつきましては、全くの例えば県のフ

リーハンドが与えられているというものでもなくて、後ほど国の方からの基準設定のため

の基準といいますか、いわゆる基準設定の際のガイドライン的なものが省令で示されるこ

ととなってございます。したがいまして、その省令に示されたその基準をといいますか、ガ

イドラインを踏まえながら今後基準設定の作業を進めていくという形になると思いますの
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で、ただいま委員からご意見いただきましたことを十分に踏まえながら、今後作業に入っ

ていくということになろうかと考えてございます。 

〇桑島委員長 そのほか。 

 はい、どうぞ。 

〇小笠原委員 またまた県民の立場で注文といいますか、苦情といいますか、ちょっとお

話お願いしたいと思うのですが、資料１―３の平成23年東日本大震災津波からの復興に向

けた取組状況、この５ページ、一番最後のページですね。応急仮設住宅等における支え合

い体制の確立と、民生委員の地区割りの再編成による地域福祉活動の推進と、こういう項

目がございます。私数年前まで心の病の患者さんや難病患者さんの支援ボランティア活動

を数年やらしていただきまして、そこで感じたのですが、地区の民生委員の方々と接触す

る機会がかなりあったのですが、そこで感じたのは、弱い立場の方々を守るべき民生委

員、特に高齢の民生委員の方はもう名誉職というふうに勘違いしているのか態度が大き

い、家庭訪問や見守りの意識などまるっきりない、プライバシーなど平気で流す、こうい

う方がかなり見えました。そこで感じたのは、民生委員としての適性、資質に疑問の方も

あるのではないかと。さらに私感じたのは、そういう地区に住んでいる住民は全く運が悪

いなというふうに感じたことがあります。これは私の地区も含めてです。教育や指導の域

をもう超えているのではないかというふうな気がしました。今回のこの民生委員の地区割

りの再編成、これも大事なことですが、同時に一般市民に対応する委員の適切な配置、こ

れなども心を配っていただけないかなというふうな、これは苦情です。失礼します。 

〇桑島委員長 どうぞ。 

〇小田原地域福祉課総括課長 民生委員の関係につきまして苦情をいただきました。今回

の被災におきましても民生委員さんの方々の中には、とうとい命を落とされた方も数多く

ございます。また、今まで住んでいたところでの活動もままならないということで居住地

を離れた方々もございます。今回避難所から仮設住宅ということで住民の方々も移動され

ましたので、そういったことを踏まえまして民生委員の地区割り、これにつきましての市

町村との協議等を踏まえて再編成をして、日本の本当に世界に誇る津々浦々まで見守り体

制を行う民生委員活動でございますので、これを復旧させていくということに力を入れて

いきたいというふうに考えているところです。今回の被災を踏まえまして、県におきまし

ては民生委員の研修等の役割もございますし、県民児協とも連携をとりながら、改めてそ

の被災者の方々を踏まえた民生委員活動、こういったことのあり方なども研修を踏まえて
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新たな気持ちで活動していただくようにお願いしていくつもりでございます。そういうこ

とでご理解をいただきたいと思います。 

〇桑島委員長 どうもありがとうございました。その他ございますか。それでは、特にな

いようでございますので、以上をもって質問を打ち切らせていただきます。 

 

７ その他 

 

〇桑島委員長 それでは次に、７のその他でございますが、この際事務局のほうから何か

ございますか。 

〇高橋保健福祉企画室企画課長 特にございません。 

〇桑島委員長 特にないようでございますので、この際、皆さんのほうからご意見等ござ

いましたら。よろしゅうございますか。 

 （「はい」の声） 

〇桑島委員長 それでは、ないようでございますので、これをもちまして本日の会議を終

了させていただきます。ご協力まことにありがとうございました。 

 

８ 閉  会 

 

〇高橋保健福祉企画室企画課長 本日は、長時間にわたりご審議いただきまして、まこと

にありがとうございました。 

 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。 

 

 


