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岩 手 県 社 会 福 祉 審 議 会 議 事岩 手 県 社 会 福 祉 審 議 会 議 事岩 手 県 社 会 福 祉 審 議 会 議 事岩 手 県 社 会 福 祉 審 議 会 議 事 録録録録    
    

    

１ 開催日時  平成 23 年５月 10 日（火） 午前１0時から午後 0時まで 

２ 開催場所  エスポワールいわて ２階 大ホール  

３ 出 席 者  別添出席者名簿のとおり 

４ 会議の内容 

  岩手県東日本大震災津波復興ビジョンの策定について 

 



- 1 - 

１ 開  会 

 

〇高橋企画課長 まだ１人お見えになられておりませんが、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、委員総務20人中13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、会議が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 あいさつ 

 

〇高橋企画課長 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 おはようございます。本年４月から保健福祉部長を務めさせてい

ただいております小田島と申します。よろしくお願いをいたします。岩手県社会福祉審議

会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げさせていただきたいと思います。 

 まずもって委員の先生方には、お忙しいところ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。本日のこの審議会でございますが、先日の岩手県におきますところ

の東日本大震災津波の社会福祉部門におきます復旧、復興に向けた協議をしたいというこ

とで急遽お集まりをいただいたところでございます。 

 ご案内のとおり５月９日現在でありますが、岩手県の死者につきましては4,388名、そし

て行方不明者が3,275名、被災した医療施設が234施設、そして社会福祉施設は250施設とな

ってございます。かつて経験したことのない甚大な大災害でございまして、あすで丸２カ

月を迎えようとしているところでございます。 

 県では復旧から復興、これを見据えた今後の活動に向けて歩み出すために、岩手県東日

本大震災津波復興委員会を設置をいたしまして、復興の理念や方向、施策の柱等を明らか

とする復興ビジョンを策定するとともに、地域の未来の設計図となります復興計画、この

策定作業を現在進めているところでございます。このビジョンと計画の策定に当たりまし

ては、被災地、被災者を初めとする県内の各界、各分野の皆様方の声を反映させることが

重要であるということでございまして、冒頭申し上げましたとおり本日の審議会では主に
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社会福祉分野に関する復興に向けた取り組み等について委員の皆様方からご意見、ご提言

を承りたいというふうに考えているところでございます。 

 本日委員の皆様方からいただきましたご意見、ご提言につきましては、保健福祉部を初

めとする県の復興に向けた取り組みの参考にさせていただきますとともに、岩手県東日本

大震災津波復興委員会における復興ビジョン策定の議論に活用させていただきたいと存じ

ますので、ふるさと岩手の新しい歴史を切り開くための活発なご意見、ご提言をお願いを

申し上げ、開会に当たりましてのごあいさつにかえさせていただきます。本日はよろしく

お願いいたします。 

 

３ 委員長あいさつ 

 

〇高橋企画課長 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 おはようございます。ただいま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。 

 ご案内のとおり３月11日に発生いたしました東日本大震災によりまして、三陸沿岸の町

並みはことごとく壊滅的な被害を受けたところでございます。今日まで全国の多くの方々

から大変なご支援等をいただきまして、被災された皆様方は大変な元気づけをされたよう

でございます。いろいろ皆様も報道等でご案内のとおりでございますけれども、この復

旧、復興の兆しにつきましては、今も部長さんからもいろいろお話ございましたが、よう

やくその兆しが見えてきたのかなというような感じをするわけでございますが、しかしこ

れはまさに国難でございますので、国挙げて、県挙げて復興に向かっての努力をしなけれ

ばならないと、このように考えられるところでございます。 

 特にもまだまだ避難生活をしておられる方々があるわけでございますが、この方々には

これ以上精神的に落ち込まないように、あらゆる手を強力に差し伸べなければならない、そ

ういう時期に来ておると、このようにも考えられるところでございます。 

 そしてまた、被災以来、今日までいまだに行方がわからない方も、今もお話がございま

したように3,275人おられるということでもございます。一日も早い収容を心からお祈りす

るところでございますが、私どものこの審議会の委員でもございます岩手県社協の副会

長、社会福祉法人の経営者協議会の会長さんであります橋本行男さん、いまだに行方がわ

からないと、こういう状況でございまして、まことに残念でございますが、一日も早い発
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見を皆様とともに心からお祈りをするものでございます。 

 さて、本日の会議でございますが、ただいま説明ございましたが、復興に向けた基本方

針、それから復興ビジョン策定に向けた審議会の位置づけと今後のスケジュール、それか

ら復興に向けた取り組みの検討状況、これらにつきまして説明をいただきました後に、復

興に向けた取り組み等につきまして、皆様からご意見、ご提言を伺うと、こういう予定と

なっております。 

 私は、ただいま小田島部長さんのあいさつの中にもございました岩手県東日本大震災津

波復興委員会の委員を務めておりますので、本日皆様からちょうだいいたしましたご意

見、ご提言をこの復興委員会の場で紹介させていただきますとともに、県のほうにおきま

しても皆様からのご意見、ご提言を本県の復興に向けた取り組みの検討に十二分に役立て

ていただきたいと考えておるところでございますので、どうぞ皆様の積極的なご発言をお

願いをいたしたいと、このように考えておるところでございます。 

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

願いを申し上げまして、簡単ではございますが、ごあいさつといたします。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

〇高橋企画課長 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、以後の議事

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 議 題 

 岩手県東日本大震災津波復興ビジョンの策定について 

 

〇桑島委員長 それでは、これより次第に従いまして進めてまいりたいと存じます。 

 まず初めに、社会福祉審議会運営規程第５条第２項の規定によりまして、本日の審議会

の議事署名人を指名をいたしたいと存じます。小笠原委員と佐々木委員にお願いをいたし

たいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきます。岩手県東日本大震災津

波復興ビジョンの策定について、事務局から説明をお願いいたします。 

〇大平政策推進室政策監 それでは、私政策推進室政策監の大平と申します。復興局の企

画課も兼務してございます。資料１と資料２に従いましてご説明いたします。 
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 まず、資料１でございます。資料１は、東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針

ということで、４月11日に県が策定したものでございます。 

 めくっていただきまして、１ページでございますが、１の趣旨でございます。東日本大

震災津波からの復興に向けて、緊急的に取り組む内容や復興への地域の未来図となる復興

ビジョン及び復興計画の策定など、県として取り組む基本的な方針を明らかにしたもの、こ

れが基本方針でございます。 

 ２の基本方針を貫く二つの原則でありますが、まず１つ目といたしまして、被災者の人

間らしい「暮らし」、「学び」、「仕事」を確保し、一人一人の幸福追求権を保障する、こ

れがまず１つの原則でございます。もう一つの原則が、犠牲者の故郷への思いを継承する

と、この二つの原則に基づきまして進めていくということにしております。 

 ３番目の緊急的に取り組む内容でありますが、行方不明者の捜索や被災者への生活支

援、県民生活の回復を最優先課題とし、緊急的に取り組む内容を掲げたものであります。 

 これは２つに分かれておりまして、（１）の県の取り組み事項といたしましては、行方

不明者の捜索、被災者の生活支援、ライフライン等の復旧、被害市町村に対する人的支援、保

健医療提供体制の整備、２ページでありますが、災害廃棄物（がれき）の処理等々を掲げ

ているものであります。 

 ２ページの中段でございますが、真ん中、（２）、国への要望事項といたしまして、被

災者の速やかな救出と救護、ライフライン等の復旧等を掲げてございます。これにつきま

しては、国への要望ということで、３月27日から４月14日、４月22日等々、機会あるごと

に要望しているものであります。それの主な項目を掲げたものであります。 

 ３ページでございます。復興ビジョンと復興計画の策定ということで、復興ビジョンと

復興計画について述べさせていただきますが、まず復興ビジョン策定の趣旨であります。復

興ビジョン、復興計画は、今後の復興に当たって、さまざまな分野の取り組みを総合的か

つ効果的に行うとともに、国、県、市町村はもとより県民、企業、ＮＰＯなど地域社会の

あらゆる構成主体が一体となって取り組むための指針として策定するものであります。 

 ビジョンと復興計画の関係でありますが、復興ビジョンは復興に向けての基本理念や取

り組み内容のあらましについて定めると。通常のビジョンというものは、理念的なものを

定めるものでありますが、今回の復興ビジョンにつきましては、具体的な項目のあらまし

と、それが今回のビジョンの特徴であります。 

 復興計画は、それを具体的に取り組む施策や事業、あるいは工程表について定めるもの
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ということであります。エッセンス的なものが復興ビジョンということで先行的に定めま

すが、それの具体的に定めていくものが復興計画というふうにお考えいただければと思い

ます。 

 復興ビジョン及び復興計画は、岩手県東日本大震災津波復興委員会の意見をもとに専門

家、研究者の提言や関係市町村、被災者を初めとした県民等の意見を踏まえながら策定す

るものであります。 

 期間でありますが、復興ビジョン及び復興計画の期間は、中長期的なものを想定してご

ざいますが、委員会の意見を踏まえ、今後決めることとしております。 

 復興に向けて取り組む内容でありますけれども、現時点で４月11日の時点では次のよう

に想定してございます。具体的な内容については、委員会の意見を踏まえて定めていきま

すということで、桑島委員長様においてはこの委員会にお入りいただいておりますので、後

でご説明いたしますが、県内各界各層の方の意見も踏まえながら策定するものであります。 

 その項目でありますが、７つの柱を掲げてございます。①といたしまして、市町村行政

機能の支援、②といたしましてまちづくり、③といたしまして水産業等、④といたしまし

て学校・教育、⑤といたしまして医療・福祉、こちらの分野につきましては、まちづくり

と連動した保健医療福祉体制の整備、福祉コミュニティの再構築、被災者の心のケアへの

対応等ということで掲げてございます。さらに、⑥といたしまして産業経済・雇用、⑦と

して観光というような柱立てを考えてございます。現在こちらについては検討していると

ころでございます。 

 復興に向けた体制整備、５番でありますが、復興に向けた取り組みを加速するために、県

庁内に専担組織、復興局を、４月25日に45人体制で設置してございます。 

 さらに、２つ目の丸でありますが、全県的に必要な行政サービスは確保するということ

は配慮いたしますが、復興事業へのシフトと重点化を図るということとしております。 

 ６番の国との連携でありますが、本県を初め東北の復興は、日本全体の繁栄に結びつく

という基本的な考え方をもとに、国には県や市町村との連携を図りながら復興に向けた取

り組みに対する積極的な支援と国家プロジェクトとして主体的に取り組むことを期待する

ということとしております。これが基本方針であります。 

 資料２でございます。具体的にこの基本方針に従いましてビジョンを定めていくわけで

ありますが、それらの関係につきましてご説明いたします。 

 まず１ページ目でありますが、復興ビジョン策定に向けた審議会等の位置づけでありま
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すが、このポンチ絵の一番下のところに県の復興委員会がございます。こちらには、先ほ

ど申しましたように復興委員会には各界の有識者の方々、被災市町村の代表の方々、この

ほかにオブザーバーということで、例えば県議会議員の方にも入っていただいておりま

す。桑島委員長さんにおかれましては、この復興委員会の委員として入っていただいてお

ります。 

 この復興委員会は、専門委員会が２つございます。津波防災技術専門委員会と総合企画

専門委員会でございます。これらの関係については、後でご説明いたします。 

 こちらの審議会に関係しております総合企画委員会の上のほうを見ていただきます

と、保健福祉部というのが書いてございます。保健福祉部の四角の囲みの中に審議会、委

員会等ということで、その上に県内市町村、団体、県民等があるわけでございます。 

 県内の例えば福祉分野につきましては、福祉関係の方々の団体あるいは関係者の方々の

ご意見を保健福祉部のほうで中心となって集約いただくと。そのための審議会、あるいは

各部においては会議あるいは委員会等さまざまな名称がございますが、そういうものの中

で集約をいただく、あるいはご提言をいただくということがこの図でございます。 

 保健福祉部は、県の東日本大震災津波復興本部を構成してございます。県庁内各部は、こ

ちらの本部のほうを構成してございまして、その本部、こちらのほうの専門委員会でござ

いますが、横軸といたしましてさまざまな分野がございます。それらの横断的な分野を拾

い上げていくと、漏れなく拾い上げていくというのが総合企画専門委員会でございます。さ

まざまな分野の意見がありますので、それらがでこぼこがないようにといいますか、横軸

として同じような視点で見られているかというような観点から総合企画専門委員会がござ

います。分野を貫く基本的な考え方を提示しながら、分野間の調整と整合性について検討

するというものが総合企画専門委員会であります。 

 それに先立ちまして、まちづくりの例えば安全性とか、津波に対する防災型の都市づく

りというようなものを津波の防災技術専門委員会、こちらのほうで先行的に示していただ

くということとしてございます。まちづくりの基本的な考え方なり、安全に対する基本的

な考え方がきちんと整理されていないと、全体的な計画がうまくいかないだろうという考

えでつくったものであります。 

 裏ページでございます。２ページ目でございますが、今後のスケジュール、今までのス

ケジュールも含めたものであります。ということで、第１回の県の復興委員会が４月11日

に開催されまして、今週の金曜日に、５月13日、第３回の委員会が開催されます。 
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 右側のほうで、津波の技術専門委員会でありますが、第１回が４月22日に開催されまし

て、５月８日に第２回の委員会が開催されてございます。津波の委員会におきましては、現

況施設の効果の検証など、あるいは津波対策の方向性、整備目標等の考え方などを検討し

てございます。 

 総合企画の専門委員会におきましては、短期的な取り組み、中長期的な取り組み等を整

理するということとしております。保健福祉分野のみならず、産業分野、県民生活分野と

いうところについて総合企画の専門委員会でご議論いただくこととしております。 

 これらの専門委員会の意見を踏まえながら第４回の、左側の下で５月下旬と書いている

ところでありますが、５月下旬には各委員会からの考え方を踏まえまして、ビジョンの策

定に取り組むということとしております。 

 戻っていただきますが、５月13日の第３回の委員会では、具体的な復興の方向性の柱立

て、内容について専門委員会からの報告、あるいは各委員からのご報告、提言を踏まえて

意見交換を行います。したがいまして、今回の審議会が第３回の委員会の中で意見として

ご提言をいただければありがたいと考えているものでございます。 

 ビジョンにつきましては、第５回の委員会、６月の７日を予定してございますが、県の

復興委員会でございますが、こちらのほうの第５回の委員会で県のほうから案を示して、そ

れについてご議論いただき、それを反映させながら県として復興ビジョンの案として取り

まとめていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇根子保健福祉部副部長 それでは、引き続きまして、資料の３に基づきまして社会福祉

分野における復興に向けた取り組みの検討状況についてご説明申し上げたいと思います。 

 資料の３の１ページでございますけれども、社会福祉分野で関連する分として、１ペー

ジの１、市町村行政機能の支援の中の（２）、被災者の生活再建への支援、多種多様な被

災者のニーズに応える体制の構築でございますが、この中の黒ポツの２つ目と３つ目でご

ざいます。義援金や生活福祉資金等の支給による被災者の生活支援、仮称でございますけ

れども、生活支援相談員や民生委員による被災者の自立支援という項目を検討事項として

載せておりますけれども、義援金につきましては第１次配分額を決定しまして市町村に振

り込みを行うということで、義援金の支給や生活福祉資金貸付事務の円滑化を図るための

人的支援による体制強化に努めるなど、被災者の生活再建に向け取り組んでいるところで

ございますけれども、市町村における義援金の交付事務処理を円滑に進めるとともに生活
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福祉資金貸付体制の強化、あるいは被災者に対する各種相談や高齢者等の要援護者に対す

る見守り等を行っていく必要があるというふうに考えております。 

 なお、生活福祉資金の貸付業務を行う市町村社協の担当職員の増員を行うということ

で、生活福祉資金貸付事業推進補助、それから遺族に対し災害弔慰金を支給する災害弔慰

金負担金等につきましては、４月の補正予算に盛り込んでいるところでございます。 

 次に、資料の３ページでございますけれども、ここのまちづくりの中で②、故郷への思

いを生かした豊かで快適な生活環境づくりの一番下の黒ポツでございますけれども、すべ

ての人が安心して快適に生活できるまちづくり、ユニバーサルデザイン等というふうにな

っておりますけれども、すべての人が安心して快適に生活できるためにユニバーサルデザ

インの観点に基づく人に優しいまちづくりに向けた取り組みが必要であるということ

で、検討事項として載せているものでございます。 

 それから次に、資料の７ページでございますけれども、ここが５として医療・福祉分野

において検討すべき事項ということで、大きく６つ項目を考えておりますが、主に社会福

祉分野を中心にご説明申し上げたいというふうに思っております。 

 まず１つ目の項目、被災者医療、社会福祉施設等の復旧でございますけれども、今般の

地震及び津波によりまして、県内の医療機関では４月15日現在で病院、診療所を合わせて

234施設の被害が確認されているという状況でありまして、そのうち３病院、37の一般診療

所、それから48の歯科診療所が当該施設の診療を休止しているという状況であります。 

 また、社会福祉施設でございますけれども、250の被害が確認されているという状況であ

ります。 

 これらの被害を受けた施設でありますけれども、付近に応急の診療所等を設けまして診

療を再開するなど、徐々に回復も進みつつありますけれども、早急に医療提供体制を復旧

し、あるいは介護サービス等を確保していくためには、これらの施設の復旧整備、運営支

援などによる継続的な医療、それから各種福祉サービスの提供は検討事項というふうにな

っております。なお、県医師会等が行う仮設診療所の設置を支援する事業、それから被災

地に要援護高齢者等の支援拠点の設置を行う事業につきましては、４月の補正予算に盛り

込んでいるところでございます。 

 それから②、新たなまちづくりと連動した地域における医療福祉運営体制の再構築でご

ざいますけれども、１つ目に掲げました復旧の次の段階としまして、地域の復興に向けた

まちづくりに対応しまして、地域のニーズに合った質の高い医療、それから福祉サービス
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等の提供体制づくりを進めるということで、ハード整備に加えまして、医療、健康づくり

のネットワークだとか福祉、子育て支援サービスにおける提供体制の再構築、あるいは公

設民営方式による福祉機能と防災機能の併設施設の検討、そういったものを検討事項とし

て掲げておるところでございます。 

 それから、④でございますけれども、被災者の健康の維持増進や心のケアの推進でござ

いますが、被災地に保健師及び栄養士を派遣して、医療救護班と連携しながら健康相談、食

生活、栄養相談等を行っているほか、心のケアチームが展開しているところでございまし

て、今後２次的な健康被害の防止だとか、あるいは心身の健康の維持増進を図っていくた

めに、これらの継続的な活動の実施、支援を検討事項としております。なお、保健師、栄

養士の派遣に対する経費としては、４月の補正予算に計上しているところでございます。 

 それから⑤、被災した子供の心のケアや要保護児童への支援ということでございますけ

れども、児童相談所によります巡回相談、あるいは保育所の職員を対象とした心のケアに

関する研修、移動児童館等の取り組みを行っているところでございます。 

 また、実態調査の結果で、被災孤児、今57人という数字でございますけれども、そのほ

かにひとり親となった児童も数多くあるということが判明しておりますので、児童の情緒

の安定、あるいは適切な養育を確保するため、学校、教育分野との連携も図りながら未就

学の児童を中心にした子供の心のケア、要保護児童等への対応を検討事項ということで掲

げております。なお、児童の心のケア及び遊びの提供、被災児童の保護者に対し養育支援

を行う事業につきましては、４月の補正予算で盛り込んでいるところでございます。 

 それから、６の高齢者や障がい者を初めとするすべての人が安心して地域で生活できる

福祉コミュニティの確立でございますけれども、支援を必要とする高齢者、障がい者など

が安心して地域で生活できるように、ニーズに応じた介護、福祉サービスの提供の仕組み

づくり、あるいは住民相互の支え合いによる福祉コミュニティづくりを進めていくという

ために、福祉に関する総合的な相談体制の構築、あるいは要援護者を地域ぐるみで支援す

るまちづくり、高齢者に対する介護と医療との包括的な提供体制の構築、障がい者を地域

で支える体制の構築等を検討事項として考えております。 

 保健福祉部における取り組み状況等の詳細でございますけれども、お手元の資料ナンバ

ー４でございますけれども、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波における保健福祉部

の対応ということで、取り組み状況、課題、今後の取り組み方向、それから参考までに４

月の補正予算で対応した状況を踏まえて資料を整理しておりますので、参照願いたいと思
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います。 

 以上で社会福祉分野における復興に向けた取り組みの検討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、委員の皆様からは後ほどご意見、ご

提言をいただくわけでございますが、ただいまの説明に対しまして何かご質問等ございま

したら、先に受けたいと思いますが。 

 はい、どうぞ、髙橋委員さん。 

〇髙橋（修）委員 質問だけではないかもしれませんが、お許しをちょうだいさせていた

だきたいと思います。まずもって前回の社会福祉審議会の際に、予兆と思われるような大

きな地震も３月９日にあったわけでありますが、その際に当局にお願いしておりました社

会福祉法あるいは県条例について事前に私ども委員にご提示いただきましたこと、まずも

って御礼を申し上げたいというふうに思います。 

 それから、大震災の対応について、本当に行政、医療機関、介護、それから学校関係者、精

いっぱいご努力なされていることに感謝申し上げたいと思いますし、その中で一つお話し

申し上げたいのは、例えば学校の先生方が子供たちを適切に避難させてくださった。その

結果、釜石だったでしょうか、ある市では子供たちの被害が全然なかったと。いわゆる学

校にいる間の子供たちの場合は全然なかったというふうな例等もいろんな報道等でお聞き

してございますが、そういう対応のよかった点について広くやっぱり今後伝えていくとい

うことをひとつ大事なこととして含めていただきたいなというふうな点が第１点でござい

ます。 

 それから、第２点でありますけれども、何といっても実態把握に基づいた今回の資料提

示といいますか、復興計画等が示されていると思いますが、個人的には私も現地に入りま

したが、委員長さん、それから分科会の会長さん方、それぞれ行政機関の方々とご一緒に

実態を把握された上でこのようにご提案されていることと感謝申し上げたいというふうに

思います。 

 第３点目でありますが、ご存じのとおり社会福祉法では精神障がい者福祉に関する事項

を除くと、こういうことになっているわけであります。したがいまして、精神障がい者福

祉に関する中身については精神保健福祉審議会が別に設置されているわけであります

が、その審議会がいつ開催されるのか、その辺がまだ示されておりませんが、この機会に

示していただいて、そちらのほうの体制整備も重要な課題として進めていく必要があるの
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ではないのかなというふうに思いますので、当局のほうからご説明を願いたいというふう

に思います。 

 以上、３点であります。 

〇桑島委員長 それでは、事務局のほうからお願いします。 

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。精神保健福祉

審議会の件でございますけれども、現在時期等について課内で検討しているところでござ

います。日程等決まりましたらご連絡を差し上げて、お集まりを願いたいというふうに考

えてございます。具体的な日程をここでお示しはできませんけれども、後ほど具体的な日

程をお示ししたいと思います。よろしくお願いします。 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。そのほか。 

 では、小笠原委員。 

〇小笠原委員 今お話が出ました災害の真っただ中の釜石から参りました。前回は３月９

日でしたか、地震のために列車が途中でとまりまして、参加できなくて大変申しわけござ

いませんでした。ちょっと内容に入らせていただきますが、私も今回の大震災で友人や家

族、その家族、実の姉なんかも含めまして４回ほど火葬に立ち会ったつらい体験をいたし

ました。だれも予想しない大震災であったので、その後の対策が後手後手に回ったのはや

むを得ないなという部分もございます。 

 ただ、緊急事態であったにもかかわらず、当日から避難の場所、食料、これを支援した

のは近隣住民…… 

〇桑島委員長 小笠原さん、意見、ご提言は後ほどいただきますので、今は何か質問がご

ざいましたらということでございましたが。 

〇小笠原委員 ああ、そうですか。 

〇桑島委員長 もしご質問がなければでございますが、意見、提言のほうに入りたいと思

いますが、何かそのほかご質問等ございませんでしょうか。 

 （「なし」の声） 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。それでは、ほかにないようでございますので、復

興ビジョン等につきまして、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 

 それで、ご意見は先ほど事務局から説明ありました検討中の取り組み内容について、あ

るいはそれ以外にもこのような取り組みが必要ではないかなど、ご自由に発言いただけれ

ばと思っておるところでございます。 
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 なお、本日欠席されました委員の方からは、別添、皆さんのお手元に配付しておると思

いますが、参考資料としてご意見、ご提言をいただいておりますので、お知らせをしてお

きたいと存じます。 

 それでは、お手元の名簿にお名前が記載されております順にご意見をいただきたいと存

じます。では、小笠原委員さんから順に、１人大体５分程度でお願いをいたしたいと存じ

ます。 

 どうぞ。 

〇小笠原委員 ちょっと勘違いして済みませんでした。２分ぐらいでおさめるようにしま

す。途中まで話ししたので、その震災の当日、避難の場所とか食料などを支援したのは近

隣の住民の方々と行政の素早い動きがございました。困ったときはお互いさまという気持

ちも感じました。その行政の懸命の努力によりまして、その働きぶりを見て頭が下がって

感謝しております。 

 しかし、手が回り切れない現実がそこにあります。住民もある程度の我慢、忍耐はやむ

を得ないと、日々その気持ちで日を送っておりますが、なるべく早く市民、県民が少しで

も明るさと希望が持てるような将来の見通し、具体的な構想を発信してほしいなと、こう

いう気持ちを持っております。 

 何よりも個人個人の気持ちが立ち直れるぞと心から強く持てるように、周りの人々と行

政がお手伝いをする環境をつくる必要もあるのではないかなと、こういうふうに思ったり

しております。 

 テーマから外れたかもしれませんが、以上で終わります。 

〇桑島委員長 それでは、佐々木委員さん、お願いいたします。 

〇佐々木委員 肢体不自由児父母の会の意見を簡単に取りまとめてお話しさせていただき

ます。 

 今回の震災に関しては、安否確認の難しさを痛感したというのが皆さんの意見でした。父

母の会の活動としては、今後支部会づくりに力を入れていくべきではないかという考えの

もとで、今いろいろ計画をしておるところでございます。震災後居住地が変わった会員に

ついて、名簿づくりに取り組む必要があり、常に情報交換、情報の提供等について常に交

換していきたいと、そのように思っております。 

 それから、被災者向けの住宅はぜひバリアフリーにしていただきたい。 

 それから、居宅支援も利用できるようにしていただきたいということです。 
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 それから、医療と生活支援を至急に検討、実施すべきと思われます。 

 それから、会員の安否確認に時間がかかりましたが、今回の場合一人一人に電話をいた

しまして、会員の安否の確認をすることができました。このことで各市町村の福祉課、社

協、各団体との情報網をつくり、いち早い対応ができるように取り組むべきではないかと

いうことを考えさせられました。 

 それから、すべての人が安心して地域で生活できるまちづくりについて、社会教育、学

校教育、家庭教育の充実を図り、人づくりに力を入れていくこと、このことも意見として

出されました。 

 それから、被災地においてどのような復旧作業が進められているか、保健医療福祉体制

のあり方はその後でなければ体制づくりは難しいのではないかという意見が現場を回って

きた会員さんから出されました。 

 それで、これは今回の震災で一般の方たちもそうだと思うのですけれども、日常、常日

ごろ障がい者の無力化、依存度が高い、そういう点についての問題は、もう震災でなくて

も平常のときからそのようなことはちょっと考えさせられていることですので、これから

は今回の震災が起きたことによって、これは普通の震災が起こる以前のことからもう肢体

不自由児の親としては、そういう取り組みについては常日ごろ細かいチェックをしていた

だきたいなということを思っております。 

 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、山内さん。 

〇山内委員 老人クラブのほうから参りました山内でございます。私も宮古に住んでい

て、被災者の一人でございまして、避難所に２週間ぐらいお世話にもなりましたが、今は

避難所もいろいろ保健婦さんとかがいて、健康的な面も行き届いているようですけれど

も、初めのころは避難所で熱を出して亡くなった高齢者の方が２名ございましたし、ある

いは自宅を整理するのに通って肺炎で亡くなった方もあったりして、本当に今回の災害で

は高齢者の方々の犠牲が多かったのではないかなと思っております。 

 そして、うちで寝たきりの方を連れて逃げられなくてという方もございまして、そのよ

うな寝たきりになった高齢者の方々をどこかでお世話していただきたいということで、大

変困った方々がおいでになりました。 

 現在避難所にいらっしゃる方々は、本当に三度三度温かい食事もちょうだいしたり、行
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き届いたお世話をしていただいているようですけれども、高齢者の方々で自宅を修理して

でも帰りたいといって、避難所を出て自宅に住んでいる方々の支援といいますか、ちょっ

とその辺がおくれているのではないかなと考えております。本当に老人クラブでは神戸の

震災などのこともございまして、現在兵庫県を主に全国的に支援物資なども届いておりま

すけれども、ただ宮古の場合も老人クラブの事務局さんが全壊いたしまして、そういった

皆さんに差し上げるのにもちょっと苦慮しておりますけれども、本当に全国の支援をいた

だいて頑張っております。 

 今後の問題といたしましては、やっぱりグループホームというか、施設というか、高齢

者の方々をお世話してくださるところが出てくればいいなと考えております。 

 簡単ですが、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。 

 では、髙橋委員さん、どうぞ。 

〇髙橋（由）委員 髙橋でございます。出されております７ページの５番の医療・福祉に

ついての考え方は大方この６項目かと、こう思いますが、問題は私は急がなければならな

いもの、あるいはもう少し時間をかけてじっくり対応しなければならないものといろいろ

あると思います。それを前提にお話し申し上げますと、医療の関係については、今大槌病

院さん、あるいは山田病院さんがもう大変だという状況の中で、何を地域の医療を守ると

いう視点でとらえるのかということになった場合に、単純な復旧ではないだろうと。あの

地域の医療をどうするかという視点でとらえて、時間をかけて詰めなければならないの

と、きょう、あす、毎日の患者をどうしようかという点での対応と、そういう点できょう

は小川先生もいらしていますが、その医療の支援は全国からいただいているが、そろそろ

お帰りになっていると、こういうような状況の中で、本当に医師確保をどのようにしてや

るのだろうという緊急課題に対しての対応をと。これは私たち内陸の各市町村もいろんな

点で心配、しかしなかなかそこまで手が回らないというのも実情かもしれませんが、行政

で今それぞれ職員を派遣しておりますので、何らかの形でそういう派遣体制をお医者さん

にもっと具体的に求める方法をまず早急にすべきではないかと思っていました。 

 それから、ここに書いてありますような、特に②の再構築というのはどういう形でやる

のかというのは、これは少し時間をかけてきちっとしなければ将来、いわゆる復興ビジョ

ンとのかかわりで非常に大事なことだと、こう思っていますので、ここは今日は医療局さ

んおいでになっていませんけれども、対応については両者の協議が十分必要ではないかな
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と思っていました。これが医療関係についてでございます。 

 それから、社会福祉との関係では、施設も非常に大きな被害を受けたと。250と、こうい

うことでございますので、どんな形で支援、復旧するかというものを第一にと、こう思っ

ています。内陸部でいろんな形で受け入れが始まってはおりますけれども、なかなか内陸

も施設が十分ではないと、対応できる状況でもないと、こういう部分がございます。そう

いう点から見て、どんな形での内陸の受け入れ態勢と連携があって、今後どうするのだと

いうところを私たちももう少し見えるような形にしてもらえれば、私のところでの受け入

れを進めたいと、こうは思っていました。 

 そういうことからした場合、今山内さんからお話ありました高齢者の方々の本当に今度

は、家は残っているが、なかなかそこで生活するのは大変だという方々を含めた対応とい

うのが新たに課題として出るのではないかと。いわゆる現状での課題よりも、今後どうす

るかという意味での課題があるというふうに私は思っていますので、そういう視点でのと

らえ方をいただければと、こう思っていました。 

 それから、金ケ崎でも避難されている方々の受け入れをいたしております。そういう方々

に対して、どんな見通しで、どうなるのかというのは沿岸の市町村の状況によるという部

分もあると思いますが、そういうことだけではなくて、県としてもこういう形でやるので

と、避難をされている方々に対する生活支援についてはかなりお金等含めて県は手厚いも

のをしていると、こうは思っていますが、帰ってどうするのだという部分が避難されてい

る方々については見えないと。仮設住宅だけが頼りではないという部分での、いわゆる社

会福祉施設的なものを含めて、その帰っていったときの受け入れ、あるいはその対応とい

うことについて、もう少し見えるような形での整備が必要ではないかなと、こう思ってい

ます。 

 それから、最後になりますが、子供たちの問題です。金ケ崎にも避難をされておいでに

なっている子供さん、小中学生おりますけれども、非常にやっぱり離れて生活をするとい

うことに対して、何となく精神不安がもう出始めてきていると。学校の先生が教室の中で

いろんな形でケアはしているのですが、実は先生たちにもそういうケアの技術といいます

か、技法といいますか、なかなかすっと乗れる、対応できるまでは残念ながらない人が非

常に多いと。こういう点で、子供たちの心のケアに対して新たなる特別支援チームのよう

な、あるいはそういう巡回パトロールまではいきませが、支援の活動が私は早急に必要で

はないかなと、こう思っています。そういう点で、いろいろ今これから具体的なスケジュ
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ール等中身を詰めると、こういうことでございますので、ぜひその辺をとらえていただき

ながらお願いをしたいと、こう思っていました。 

 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、野口さん。 

〇野口委員 私も生まれは宮古の鍬ケ崎というところで、この前行ってみましたが、生家

は全く跡形もなく、どこにあったかわからない、そんな状況です。そういうことで、医療

過疎の地域、そして福祉面でも条件の非常に悪い三陸沿岸が全域被災地になったと、そう

いうことを強く認識してこの取り組みをしなければいけないのだと思います。ふだんで

も、普通の状態であってもなかなか恵まれない、そういう地域であって、そこがやられた

ということを強く認識すべきだと思います。県内の被災の全市町村を回りましたが、やは

り地域によっての差というか、復旧の進みぐあいの差が見られます。これはいたし方ない

ところもありますが、そのことも強く気にかける部分だと思います。 

 あと、回って見ますと、強い人というか、普通の健常者はたくましさも出てきていまし

て、ありがたいことだと思うのですが、とにもかくにも災害弱者である、そういう人たち

の復興と前に進むやり方を最優先すべきであろうと、私そう思います。いろいろ県当局も

方々から言われてつらいのでしょうけれども、スピーディーにやることが最大だと思いま

す。もっとスピーディーに取り組むべきだということです。 

 以上です。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 では、三浦委員さん。 

〇三浦委員 どうもお疲れさまでございます。私の立場でここでいろいろお話しするより

も、皆様のご意見を逆に聞かせていただきたいなというふうに思っておりますけれども、た

だ私も沿岸いろいろと物資を運んだり、特に医薬品が当初なかなか届かないということ

で、私も全老健の方々と一緒に届けたりとかするお手伝いもいたしましたし、あとボラン

ティア活動でヘドロからいろいろと大事なものを出したりとか、そういう経験もいたしま

したけれども、本当に県当局も不眠不休で一生懸命かかわっていらっしゃる姿も見ており

ますし、また当事者であります被災地の行政の皆さん、自分自身も被災されて本当に行政

機能が麻痺している中、必死の思いでやっていらっしゃる姿、本当に心痛む思いでござい

ました。今になってみると、もっとこういうふうにしておけばよかったのではないかとい
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うことも、もちろんたくさんあると思いますけれども、今それを振り返ることも大事です

けれども、やはりこれからどうやってこの先、皆さんに一日も早く元気を取り戻していた

だくことができるかということに全力投球していくべきであろうというふうに思っており

ます。 

 本当に高齢者の皆様はもちろんのこと、子供さんを亡くされた親御さんの気持ちとか、こ

れからいろんな喪失感がますます募ってくると思いますので、これからの皆様の今までの

ご意見の中にもやはり心のケアが大事だということ、それから私も歯科医師という立場で

もございますので、健康管理をしっかりとやっていくということで、今後環境がますます

いろいろと瓦れき処理などで空気が汚染されたり、今すごく風が強いので、ほこりがかな

り飛んでいますので、そういう健康管理にかなり力を入れなければいけないのではないか

というふうにも思います。 

 あと食の問題につきましては、栄養士さんも配置されているようですけれども、なかな

か行き渡らない。食料はあっても、それが本当に栄養とのバランスとしては非常に偏って

いるというような状況もありますし、アレルギーの問題もありますし、本当に一人一人の

個々の状況に対応できるような、きめ細かい対応がこれから求められるというふうに思い

ますので、いろいろ皆様のご提言を参考に私も議会のほうで提言していきたいと思います

ので、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。 

〇小川委員 小川でございます。ちょっとお聞きしたいことは、５月２日の岩手日報だっ

たと思いますが、政府が急に被災３県にモデル地域として医療と福祉を統合した包括モデ

ルシステムを整備するということが非常に唐突に出ておりました。と申しますのは、先週

実は厚生労働省と文部科学省に参りまして、副大臣と局長さんともお会いしてきたのです

けれども、この辺のことを全然ご認識されていない、そういう新聞報道があったのですか

という感じだったのです。一体被災３県の医療、福祉の包括ケアのシステムを整備をする

という政府の方針があるのだとすれば、社会福祉審議会の中でもその方向性がどこかに出

てきているのかなと思って一生懸命見たのですが、どこにもないと。この辺の情報はどう

なっているのか、もしおわかりになるのであれば、それをお話しいただければと思います。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇岡村長寿社会課総括課長 長寿社会課の岡村でございます。医療福祉モデルというよう

な見出しの地元の報道は私も拝見しまして、現地に来ている厚生労働省の職員を通じまし
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て本省のほうに取り扱いというか、考え方を確認していただきました。 

 国としては、そういうモデル的に具体的に何を進めるという構想は今のところは持ち合

わせていないということですけれども、介護保険の改正のほうで申しますと、現在も地域

包括ケアを進めるということで医療と福祉の連携とか、そういう方向づけで進められてい

るという経緯がございます。来年度以降につきましては、そういう方向性をさらに充実、強

化したいという国の制度改正といいますか、これから24年度以降の介護保険制度の見直し

の法改正もございますけれども、そういった際に地域で24時間対応型の巡回サービスとか

を充実させると、医療と介護の連携を深めるという、そういう基本的な考え方に基づいた

報道であろうということでございました。いずれ国の２次補正へ向けて具体的な提案があ

れば取り入れていきたいのだというお話もございましたし、あと今回復旧費の補助のほう

を１次補正で国のほうでいろいろ盛り込んでいる中では、在宅サービスのそういった小規

模多機能の事業所であるとか、訪問介護とか、そういったところへの復旧費の助成なんか

が少し手厚く見られているということはあるようです。今のところ報道にあるようなモデ

ル的に何を具体的にというものは、まだ具体的な構想として示されるものはないというふ

うに伺っております。 

〇小川委員 それで、ですから国は、国の復興構想会議もそうなのですが、現場を全然知

らないで、岩手県の現状を知らないで、霞が関で今のような総論的なことだけ申し上げ

て、そして現場を非常に混乱させるという方向なのですね。 

 ですから、岩手県と宮城県と福島県では全く状況が違いますし、岩手県としてはやはり

全く白いキャンバスの中で将来の岩手の医療と福祉を構想して、新しい岩手の過疎地、被

災地の医療、福祉モデルを新たに岩手で構想して国に金を出せ、こういうのが一番のあれ

だと思うのですが、ぜひ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す。あとご意見、ご提言はほかにございませんか。意

見、ご提言ございましたら。 

〇小川委員 いろいろと先ほどから医療のことに関しましては皆様からご意見が出ており

ますし、岩手医大としても最大限の地域災害拠点病院としていろいろやっております。 

 それで、岩手県が非常にうまくいったのは、非常に早い時期にはＤＭＡＴ、それから災

害医療支援チームが大体五、六十チーム、全国、北は北海道から南は沖縄まで来ていただ

きまして、かなり混乱をしていた時期がございました。その中で岩手災害医療支援ネット

ワークセンターというのを県の防災センターの中につくりまして、これが非常にうまくい
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って、それで岩手県としては全県の中で、どういうふうなチームが、どの時期に、そして

どういうふうな交代で来てサポートしていただくということが全部一括管理されておりま

して、この辺に関しまして国のほうでも大変評価をしておりまして、岩手県が一番うまく

いっていますよねというようなお話をされております。 

 ただ、全国からの災害援助チームに関しましても、そろそろだんだん減らして、そして

今度は自立をしていかなければならない時期に来ておりますので、その辺に関しましては

これから皆様ともよく相談をしながらやっていかなければならないのではないかなと思っ

ております。そういう意味で、岩手県としては非常にうまくいっているほうだと思います

けれども、ぜひ県のほうも本腰を入れて頑張っていただければありがたいなと思っており

ます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、佐藤委員さん。 

〇佐藤委員 県立大学の佐藤です。ちょっと何か書かなくてはいけないのかなと思って、皆

さんにお配りいただいた資料をもとに話をしたいと思います。 

 きょうは県の審議会ということですので、県の復興委員会もそうですけれども、県の立

場でどんなことをというふうなことを少し私なりに意識をしてみたわけですが、そこの必

要な取り組み案というところで、真ん中ぐらいのところに短中期的な課題というふうなこ

とで、既に初期の段階からこれまでさまざまなところで例えば福祉のケアを必要とするよ

うな人たちが、もうまさに緊急的なことですから、制度上どうこうとかと言っていられな

いわけですね。そういう意味で言うと、通常の福祉施設以外のさまざまな場所、避難所で

ももちろんそうですけれども、そういうふうな配慮を必要とする人たちに対して、さまざ

まなそういうふうな支援が行われてきたわけですが、もちろん施設の中でも定員超過の問

題とか、そういうふうなことはありますが、それから職員が亡くなって人員が不足して人

が集まらないとか、そういうふうな問題とかいろいろあって、ですからそういう意味で言

うと、あるいは内陸での受け入れというふうなことで、先ほど金ケ崎の町長さんからお話

あったような内陸のほうでの受け入れとか、そういうふうなことが今波状的に行われてき

ているわけです。そういうところにいろんな形で、医療のほうは比較的システマチックに

派遣体制ができているけれども、福祉のほうはどちらかというと各種さまざまな専門職団

体や全国組織を通して、ボランティアという形でこの間さまざまな人員が投入されてきた

というふうなことだと思うのです。 
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 それで、短中期的な課題、①のところで、あとちょっとすれば避難所から仮設への入居

というのが進むと思うのですが、そういう短中期的には仮設住宅というのがある程度、２

年という時間がどのぐらい超えるのか超えないのかという問題はもちろんありますけれど

も、そこでの保健、福祉の確保という、ですからまず第１段階でワンステージ、次の段階

のところでまず一つは安心できる体制を考えるというのがやっぱり必要なのではないかと

いうふうに思うわけです。ですから、仮設での保健、福祉機能の確保というのと、比較的

被災が軽かった地域での自宅に戻った人たちの保健、福祉ニーズの見きわめというふうな

ことがこれからの課題としては非常に大きいのではないかというふうに思います。 

 そういうものについて、個別の話はいろいろ上がってくるわけですけれども、やっぱり

県としては、そこに特に体力などと書きましたけれども、自治体によっていろいろ残され

ているというか、現有勢力の力量の違いがあるわけですので、少しそういうふうなところ

を沿岸全般的に何か統一したフォーマットで少しやってみるというふうなことがやっぱり

重要なのでは、それが出発点になる、次のステップへ行くために重要なことなのではない

かというふうに思います。 

 ②のところは、そういうところで整理された福祉的なケアを必要とする人たちに必要な

サービスを届けるという、あるいは提供するというふうなためには、ちょっと今話したよ

うな初期の任意的、ボランティア的な支援から継続的な専門的支援というふうに切りかえ

ていく必要があるのだと思うのです。そういうふうなことをしていくためには、やっぱり

もう少し、先ほどの説明のところにも部分的には含まれていると思いますけれども、公私

や施設種別とか、地域、圏域、県、市町村とかと枠を超えたシステムづくりと制度政策的

な担保、これが臨時的なものなのか、恒久的なものになるのかというのは、そういう実験

とか積み重ねをしていく中で見えてくるのではないかというふうに思うので、やっぱりそ

ういうふうな県全体として沿岸あるいは被災された方々を支援していくという、短中期的

にそういうふうなことをしていくという、そういうふうなことをぜひ考えてほしいという

ふうに思います。 

 長期的なことは、なかなかちょっと私も余り見えていないのですが、見えていないとい

うのは、ですから皆さん復旧ではなくて復興だと、復興ではなくて、もっとレベルの高い

ものとか、すばらしいものとか、いろいろアイデアがあるのだと思いますけれども、そう

いうことで言うと、それは全体的なまちづくりというふうなことになるのだろうというふ

うに思います。そういう意味で、自治体ごとにいろいろ創意や工夫や、最終的に自治体が
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決めるということですけれども、自治体の中ではそういう政策決定や、政策決定の中でプ

ライオリティーをどうするか、優先順位をどこに比重を置いてやるかとか、それから財源

はどうするのかというふうなことがいろいろこれから議論されていくのだと思うので

す。だから、そういうこととすり合わせながらビジョンというのはできていったほうがい

いのではないかと、ビジョンといいますか、具体的な復興計画ができていったほうがいい

のではないかというふうに思うのです。 

 そういう意味で言うと、行政の役割としては住民のニーズとか意向ということがどうし

ても阪神・淡路のときの教訓から見ても、やっぱりそこがうんと重要なことだと思うので

す。ところが、住民のニーズとか意向というのは変化していくので、そういう意味で言う

と今の段階でのニーズから出発するのはちょっと拙速過ぎるかなという気がするので

す。ですから、そういうふうな住民のニーズが変化していくものを踏まえながら、専門家

が今度いろんなことを言って、私も余り言わないようにしているのですけれども、いろん

な災害の専門家とか、急に災害の専門家が増えたりして、いろんなことを皆さんおっしゃ

るので、そこらのところを行政、県としても市町村としてもいろいろ調整をしていくとい

う、そういう見解を尊重しなくてはいけないということもあって苦心されているのだと思

うのですけれども、住民の意向を取り上げる参加型委員会とか、そういうふうなことも含

めてですけれども、候補者については何かもうちょっと、先ほど小川先生からも話ありま

したようにやっぱり岩手らしさという、だから岩手の人材をもうちょっとうまく活用する

という、ですからいろんな委員会に出ても話しするのはその人個人として話をしているの

です。だから、個人として話をするのではなくて、やっぱり専門家集団としてもうちょっ

と練り上がった提言をするとか、練り上がった知恵を県や市町村にお出しするという、そ

ういうふうな工夫が何かできないかなと常日ごろからそう思って、実は県内の大学間でも

５大学連携というのをやっているわけですけれども、５大学の中で復興支援についてやり

ましょうとどうして提言しなかったのですかとうちの学長に言ったら、いや、そうだな

と、そういう話は出なかったなと。そういう話は出なかったということではなくて、こう

いうときこそ岩大だの県大だの医大だのと言っている場合ではないでしょうという、そう

いうふうなことだと思うのですけれども、その辺のところ、私どもの反省も含めて、少し

何か工夫ができないかなというふうに今思っているところであります。 

 その他のところは、ちょっとこの前県庁とお話ししているところで、差し当たり中期的

な支援ということで一段落して、先ほど申し上げました福祉的な支援をしていくときに、そ
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れを任意、ボランティア的なものではなくて、もう少し市町村の職員が今行っているよう

な形で、やっぱり福祉についても専門職を県全体で派遣して支援していくという、それを

少し県のほうでシステム化していただければというふうに、そういうふうな検討をしてい

ただければという、そういうふうな提案です。 

 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、髙橋修委員さん。 

〇髙橋（修）委員 私のほうからは４点申し上げたいと思います。７ページを中心に話し

させていただきます。 

 １つは、③の災害時医療システムの構築、充実強化という部分でありますが、その中の

非常用設備の充実、括弧自家発電云々と、こう書かれてございます。まことにそのとおり

なことでございます。医療施設のみならず、在宅でいる弱者がたくさんいるわけでありま

す。そのことを考えたときに、どこの施設に自家発電装置等、通信機器等が整備されれば

いいのか、その辺をご検討の上、この整備には力を注いでいただきたい。地域では大変自

家発電装置があった屯所であるとか、そういうところで助けられた住民が数多くおりまし

た。そういう点で申し上げたところであります。 

 それから、２つ目でありますが、④のところの被災者の健康の維持云々のところがある

わけですが、保健師、栄養士、そのとおりであります。特に言わなくてもわかっているか

ら書かないのでありましょうが、やっぱりお医者さん、医師に対する支援、これをきちっ

とやっていかなければ、お医者さんが倒れたら大変なことになるのだろうなというふうに

思ってございます。医師に対する支援、医療、保健活動の支援、ここを大事にしていって

ほしいと、そういうふうに思います。 

 それから、それとあわせてでありますが、先ほども皆さんからご意見がございました

が、教員のサポート、これは教員が技術がない云々ではなくて、ケアサポートできる云々

ではなくて、教員自体が日々の仕事の中で大きな被災を抱え、あるいは子供たちの指導に

当たっている中で手が回らないのが実態だろうと思います。児童養護施設においてもそう

だと思います。そういう面では、人的体制をもっともっとここで図っていかなければなら

ないであろうというふうに思います。 

 ただ、先ほども医大の小川院長先生からお話がありましたけれども、学校施設を孤児の

ために沿岸のほうにつくるというふうな話なども聞こえておりました。それが一体どうな
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っているのか、それが本当に必要なのかどうなのか、その辺については当局のほうから今

の状況を教えていただきたいと思います。 

 それから、３点目でありますが、一番下のほうにグループホームと家族住居の一体化等々

とあるわけですが、いわゆる障がい者、弱者、こういう人たちが別々にいるのではなくて、同

じところにいろんな立場のいろんな状況の人がいることがお互いの支えになっているとい

う報告が寄せられてございます。かえって高齢者も元気になった、子供の姿を見て子供自

身も周りの人たちも元気になったという声が寄せられてございます。そういうことからし

ても、ともにそこで暮らせるような環境づくり、それが分離することではなくて、ともに

暮らせる環境づくりというふうなことでお考えいただきたいというふうに思います。 

 それから、最後になりましたが、福祉と直接は関係ないと言えばそれまでであります

が、ところが医療との関係から考えますと、やっぱり沿岸の道路の問題であります。内陸

の道路は、割とこっちがだめならあっちがあるさというふうな回り道があるのが内陸の道

路であります。ところが、沿岸に行きますと、なかなかこっちがだめならあっちがあるさ

というふうなことにはいきません。本当に山登りしなければいけなかったり、谷におりて

いかなければいけなかったり、それが実態であるはずであります。そういう意味からいい

ますと、道路ネットワークの形成が非常に医療、保健に求められている中身であろうなと

いうふうに思います。 

 以上、４点申し上げました。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、児童関係の施設の関係。 

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。被災孤児の関係で学校的な

ものを沿岸部に建てるというようなお話がどうかというお尋ねだったかというふうに思い

ます。教育委員会のほうの構想というふうに私どもは聞いているわけでございますが、宿

舎というような話も聞いてございます。ただ、保健福祉部としてはちょっと詳細について

は今におきましてもまだ把握していない状況であります。 

 私ども児童家庭課としましては、現在、先ほど説明の中でも少しお話ししましたが、４

月の22日の段階で被災孤児が57名というような状況で把握しておりますし、今後さらにふ

える見込みというふうに考えております。それへの対応でございますけれども、やはり親

族による引き取りが一番多くなるだろうというふうに思っていますし、それが適当かなと

いうふうに考えていまして、具体的には親族里親というような制度がございますので、そ
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ういった制度の活用を進めていきたい。その次には一般里親の方々もまだ県内に多くござ

いますので、そういった里親さんにお願いするというのが次の手段、さらに場合によって

は県内の児童養護施設での一時的な保護というようなことも考えられるかなといった、そ

ういった具体的な対応を今児童家庭課あるいは保健福祉部のサイドとしては考えていると

ころでございます。 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。 

 それでは、次に田口委員さんお願いいたします。 

〇田口委員 保育協議会のほうを代表して参加させていただいておりますので、保育のほ

うを中心に報告させていただきますけれども、子供さんをいかに安全にお預かりするかと

いうことで、県のほうからも避難訓練を重視して、監査等でも厳しく避難訓練の状況を毎

年ご指導いただいておりますけれども、その成果が実ってといいますか、沿岸でもそのと

き、津波のときお預かりしていた子供さん全員無事に避難させることができたということ

で、保育所職員本当に必死で、死に物狂いで子供たちの命を守ったということを聞いてお

ります。私も釜石とか大船渡のほうの保育所を回りましたけれども、全国保育協議会でも

沿岸地区の保育所全部、被害状況や必要な支援について調査してもらいました。全壊した

保育所が13カ所ということでしたが、その全壊した保育所が13カ所もある中で、全員の園

児の命を守ったということに日ごろの避難訓練の成果があったのではないかと思います。 

 そして、子供たちを避難所でお預かりして、最後のお迎え、それは釜石地区でしたけれ

ども、４日目に迎えに来たということで、赤ちゃん、ミルクから何から決まっているわけ

ですけれども、この子にはこのミルクと。もうミルクであれば何でもいいということで、少

し薄目にしてその４日分の食料、園児には御飯食べさせられなかったけれども、おせんべ

いやあるもので何とかしのいだということで、避難時のときの食料をやっぱり各保育所と

もしっかり備えておかなければならないということをみんなで認識したということでした

ので、そのことを各保育所で伝達し合って今後に備えていきたいと思っております。 

 それから、西日本を中心に義援金ということで集めてくださって、それは保育に対して

の義援金ということで１億以上集まっているので、岩手、宮城、福島にそろそろお金を分

けてあげますということで、私たち保育者も何かしら物資とか、保育のほうのボランティ

アをということを申し出ましたけれども、全国保育協議会のほうで調査した結果でも、保

育は保育者も自分自身は被害に、家とか車は流失したけれども、人的被害は保育者には余

りなかったので、人は間に合っていますということで、物資も全国からたくさん届けられ
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ましたので、結局は自分たちが考えて、必要なものを準備するための義援金、お金が必要

だということでしたので、岩手県の保育協議会でもそれに向けて今義援金を募っていると

ころです。 

 以上です。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 はい、どうぞ。 

〇田村（秀）委員 戦没者遺族の団体の田村と申します。このたびの大震災は戦争よりも

ひどく、根こそぎ何もかも失ったということに対しまして、行政におきましてもきめ細か

い対応が目に見えて、その効果が着々と上がっているところでございますが、被災地の自

治体におきましても絶対的な職員不足で大変ご難気されていると思います。職員不足の対

応につきましては、他県からも現職の職員を派遣していただきましていることも承知して

おります。しかし、まだ職員不足のために地元住民へのサービスが不足してはいないかな

というふうに危惧しているところでもございます。したがいまして、今まで各自治体で働

いておられた方々、つまりＯＢの即戦力の応援も期待したいところでもございます。行政

の実務経験者の現地参画を求めながら、一日も早い復興を願っているところでございます。 

 これ一つだけでございますが、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、米田さん。 

〇米田委員 民生委員の米田です。よろしくお願いします。民生委員は日ごろから住民に

寄り添う支援を行っておりますが、その寄り添う民生委員さん自身が被災しているという

ところも大変多うございまして、それでも民生委員さんは頑張って地域活動を行っており

ます。民生委員さんは傾聴とか聞き取りのスキルが高いものですから、そういう点では大

変いいのですが、ただその人数が少なくなっているところがあります。例えば陸前高田の

市内ですと、16人いる民生委員さんのうち７人が死亡や行方不明で、７名ほど少なくなっ

ておりまして、９人いる民生委員さんのうち４人が避難所におります。ところが、その４

人の避難所にいる民生委員さんはもう避難所のリーダーとなっておりまして、民生委員活

動はほとんどできておりません。そういう実態があります。本当は５人なのですが、１人

はもう避難所から出て、ご実家の東京のほうに帰られたということで、１人そこも少なく

なっておりますし、実質そうなりますと高田市内に４人の民生委員さんしか活動できてい

ないという実態があります。そういう中での民生委員活動でございますので、大変過酷な
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状況でございます。 

 私も４月18日の日にちょっと広田のほうに応援ということで伺いました。そのときに

は、在宅の高齢者を支援するという形で入らせてもらいました。もう最初の訪問先で、ひ

とり暮らしの84歳のおばあちゃんに抱きつかれて、わんわんと泣かれまして、多分寂しか

ったのだと思うのですけれども、そういう状況があって、しばらくお話聞くまでに２人で

泣いておりましたが、そんな状況の人たちがいるということをまず覚えていただきたいと

思います。在宅でいる高齢者の方は大変な思いをしていらっしゃいます。 

 とはいえ、高齢者の方でも回ってみますと一人一人のニーズがまさに一人一人違いま

す。例えばひとり暮らしだったのですが、被災した方が来てしまって生活が大変になって

いるというようなお宅もあったり、糖尿病で薬がなくて困っているとか、本当に一人一

人、あとは水くみに行きたいのですが、広田はご存じのとおり残っているところは高台だ

けでございますので、坂道ですごく狭いところで、給水の場所まで水をとりに行けないと

か、そういう本当に日常の生活に不便を来している高齢者の方がたくさんいらっしゃいま

した。ヘルパーさんが来てくださると助かるのですが、ヘルパーさんも余り来れていない

状況があるということで、ヘルパーさんとか保健師さんがたまにしかいらっしゃらないと

いうことでした。ですから、なるべくそういう方々に私たちの活動の手が差し伸べられな

いものかなと思って帰ってきたのですが、内陸のほうの民生委員さんはお手伝いしたいと

いうこともたくさんあるのですが、ただ実情がわからないし、地域がわからないと、地元

の民生委員さんの支援という形になりますので、地元の民生委員さんにかえって負担をか

けてしまうこともありまして、なかなか思うように支援に入れないということがあります。 

 それで、先ほどの説明の中に生活支援相談員さんというようなお話がありました。これ

をぜひ近々にやっていただきたいなと私は思います。例えば福祉協力員とか、そういう形

でもいいのかなと思います。民生委員のＯＢさんなんかはスキルをちゃんと持っていらっ

しゃいますので、そういう方々とかをとにかく、だれかその方に添える人たちを近々に配

置してもらわないと、それは解消しないだろうと思います。そこのところをひとつお願い

したいと思います。 

 それからもう一つは、仮設住宅がだんだんと入ってくるようになりましたが、これは大

変いいことなのですが、仮設住宅に入りますと地域コミュニティが壊れます。民生委員さ

んが非常に仮設住宅で自分の受け持ちがふえる人と、逆にどんどん減っていく人とあるの

ですが、それも世帯カードがうまくつくれないという状況になりますので、これは仮設住
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宅に入ってくると民生委員さんの活動がまた大変になるのかなと実は思っております。そ

ういう仮設住宅の問題を何とか支援する方法にもこの生活相談員とか福祉協力員とか、そ

ういう形の方々ができればいいのかなというふうなところでございます。その辺が一番感

じたところでした。広田に行ったときは17件ほど回りましたし、気仙に行ったときは77件

ほど回っておりますが、大体同じような状況であったと聞いてございますので、ここのと

ころはよろしくお願いしたいというのが私の今の希望でございます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。これですべての委員さんからご意見、ご提言を

いただいたわけでございますが、ほかにもしご意見がございましたらお願いしたいと存じ

ますが。 

 （「なし」の声） 

 

５ その他 

 

〇桑島委員長 それでは、ないようでございますので、次に５のその他に移ってよろしゅ

うございますか。その他。何かございましたら、どうぞ。 

〇小田原地域福祉課総括課長 地域福祉課の総括課長の小田原と申します。佐藤委員から

ご提言のございました岩手福祉コンソーシアムの取り扱いでございますけれども、今週の

13日16時に盛岡地区合同庁舎におきまして構成６団体の実務者の形でまずお集まりをいた

だきまして、委員ご提言のありました内容等につきまして、どのような形で検討していく

かということをまず手始めに取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

 それから、民生委員の関係と生活支援相談員の関係でございますけれども、お話しいた

だきましたように本当に日本の福祉文化として定着してきました民生委員児童委員の活動

の仕組みが被災沿岸市町村におきましてはかなりのダメージをこうむっていたということ

で、この点につきましては今岩手県社会福祉協議会が事務局をしてございますので、そう

いう中で住田町と陸前高田市の民生委員の方々が連携しながら取り組んでいるということ

を一つのモデルとして、具体的に今後の復旧、復興といいますか、そういった再生を考え

ていきたいというふうに考えております。 

 それから、福祉支援相談員につきましては、国のほうの事業イメージとしてライフサポ

ートアドバイザーという仕組みで提言されているところでございます。応急仮設住宅での

これからの２年間に及ぶ生活をどのようにさらに次の段階に持っていくかということなど
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を含めて相談体制をどうしていくかということ、これについても具体的に検討していきた

いということでテーマになっているところでございます。 

 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。 

 はい、どうぞ。 

〇小田島保健福祉部長 きょうは委員の先生方からは、いろんなご意見、ご提言をちょう

だいしましてありがとうございます。お一つお一つのお話を非常に感銘深くお聞かせいた

だいておったところでありますが、それぞれのご提言、ご意見につきましては復興委員会

等に生かさせていただきたいというふうに考えてございますが、全体としてお話しいただ

いたことにつきまして、ちょっと私のほうからお話をさせていただければというふうに考

えてございます。 

 お話をいただきましたのは、まず今までの取り組みがどうだったのかということについ

て、やっぱりちょっといろいろ検討し、検証し、それを今後に生かしていくというのが１

つ目であったのかなというふうに考えてございます。情報の連絡体制ですとか、あるいは

関係団体との共有ですとか、あるいは直ちに動ける体制だったのかどうかというようなこ

とについての検証が必要だということで、それは今後に生かしていきたいというふうに考

えてございます。 

 それから、今避難所生活の方が一万数千人ほどいらっしゃいます。それから、在宅にお

戻りになっている方が２万人強いらっしゃいます。合計で４万人弱の方が何らかの形で避

難をされていると、そういう実態についてきちっと現在進行形としてケアをしていく必要

があるということが現状でございますので、この辺もきちっと今のご意見を踏まえまして

対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

 それから、今後のビジョン、それから計画の策定に当たっては、やはり複数の委員の先

生方がおっしゃっておられましたとおり、復旧というものと復興というものと２つの局面

で考える必要があると、まさしくそういう検討をしてまいりたいというふうに考えていま

す。復旧につきましては、今仮設住宅の建設が進められておりまして、これはきょうの報

道などにも載っておりますが、７月の上旬までに県内で１万4,000戸つくるということ

で、あと２カ月の間にほとんどの方が仮設住宅にお移りになります。あるいは在宅にお戻

りになるということで、今まで避難所を中心にいろんな医療ですとか保健ですとか、ある

いは福祉ですとか、そういうことについて対応してきたものについて、そういうものに切
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りかえをしていく必要があると。それを併存しながら切りかえをして、きちっとケアをし

ていく必要があるというふうに考えてございます。 

 その移行を踏まえて、その後恐らく仮設住宅の期間というのは法律上であれば２年とい

う、そういう期間になってございますが、その間に高齢者の方、障がい者の方、あるいは

お子様、いろんな意味で介護を要する、あるいはケアを要する方々だとか、あるいは地域

での全体としての見守り体制ですとかコミュニティ、これをどういうふうにつくっていく

のかということについて、この復興ビジョンの中にきちっと織り込んで体制をつくってい

く必要があるだろうというふうに考えてございます。それが短期的な対応で生かさせてい

ただきたいところで、いろいろご提言いただいた点を踏まえて対応してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

 それから、２点目の復興のほうでありますけれども、これは市町村によって被害の状況

が違いますので、まちづくりをどうするのかということは、恐らくそれぞれの市町村ごと

に違った形でのいろんな形態が出てくるのではないかということが想定されます。そうい

った中で福祉、保健、医療をどういうふうにサービス提供していくのかと、そういうこと

についてこの復興という中で検討していくという必要があると思います。 

 その中でいろいろいただいたご意見の中では、例えば住民のニーズをよく変わっていく

ニーズというとらえ方で把握をする必要があること、それから国からのトップダウンでは

なくて、岩手県から地元の考え方をよく生かした岩手方式での復興のあり方、そういうも

のを生かしていくという、そういうふうなご意見もちょうだいいたしておりますので、地

元の意向だとか、さまざまな方々からのご意見を参考に、あるいはお聞きしつつ今後のあ

り方について検討してまいりたいと思います。その際は、今回の災害の反省などを十分生

かして災害に強い福祉、保健、医療体制づくり、そういうものを構築していきたいという

ことで検討を進めてまいりたいと思います。 

 本日は、本当にありがとうございました。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

〇小川委員 １点だけお願いがございます。岩手の今非常に力強いお話を部長のほうから

いただいたわけですが、岩手の社会福祉、それから医療の新しいスキームをつくる意味で

も、一番初めにちょっとだけお話をいただいたのですが、現状の被害の実態をデータとし

てお示しいただくことが必要なのではないかと。将来の岩手の新しいスキームをつくるに
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しても、今現在何が足りなくなって、何がどの程度、どういう状況なのかという実態がわ

かりませんと委員の方々もそれに対する対応というのができませんので、ぜひ資料として

お示しいただければありがたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

〇小田島保健福祉部長 わかりました。きちんとした現状を踏まえて方向性があるわけで

ございますので、今のご意見を踏まえ、整理をさせていただきまして提示をさせていただ

きたいと思います。ありがとうございます。 

〇桑島委員長 では、佐藤委員さん。 

〇佐藤委員 部長のお話聞いて、大変安心いたしました。一つだけちょっと、先ほどの米

田委員のお話とも関係するのですけれども、今の段階で仮設はコミュニティが壊れるとい

う話がありましたけれども、やっぱり仮設でどのようなコミュニティ体験をするかという

ことが次の復興計画にまさに非常に大きな影響を与えるのではないかというふうに思うの

です。ですから、やっぱり仮設がコミュニティとしてうまく機能するような仕組みです

ね。ですから、診療所については国のほうが何か一つの案を今出しておるようですけれど

も、例えばそういうふうな福祉サービスの提供についてはどういうふうにするのかという

ようなことについても何かいろんなことが言われていますけれども、余り決まらないと。集

会所の話もそうですけれども、そのほかにいろいろソフト面でもそうですが、やっぱり仮

設がコミュニティとして機能する、そこに住んだ住民の人たちがどういうコミュニティ体

験するかによって、多分新しいコミュニティ、もとのコミュニティを再建するというとき

に、やっぱりもとどおりにはならないと思うので、何かそこに新しい工夫がいろいろ盛り

込まれるのだと思うのですけれども、そのときに仮設でどんな体験をするかということが

とても重要なので、その辺の支援を、ぜひ工夫を県のほうとしてもやっていただければと

いうふうに思いますので、よろしくお願いします。 

〇桑島委員長 それでは、その他、委員さんのほうからもないようでございます。また、事

務局のほうも特にないですね。ありますか。 

 はい、どうぞ。 

〇高橋企画課長 それでは、次回の審議会の開催についてでございますが、現時点で６月

に復興ビジョン案の公表が予定されているところでございますが、その後に続きます復興

計画の策定におきましても、その内容につきまして委員の皆様のご意見をちょうだいする

ため、当審議会を開催したいと考えております。次回審議会の開催日程等が決まりました

ら、後日事務局からご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上でございます。 

〇桑島委員長 それでは、今課長さんから話ございましたように、本日の皆様からのご意

見、ご提言につきましては、今後の復興計画の立案に当たりましては十二分に反映するよ

うにすると、こういうお話でございました。 

 以上で本日ご協議いただく案件すべて終了いたしました。長時間まことにご協力ありが

とうございました。 

 

６ 閉  会 

 

〇高橋企画課長 以上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。本

日はどうもありがとうございました。 


