
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３月９日（水） 午後１時 30分から午後３時 15 分まで 

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（報告事項） 

(１) 平成 23 年度保健福祉部施策の重点化のポイント等について 

(２) 民生委員・児童委員一斉改選について 

(３) 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例について 

(４) 岩手県障がい者プランの策定について 

(５) 児童虐待防止アクションプランの策定について 

(６) 自殺対策について 
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１ 開  会 

 

〇石田企画課長 定刻になりましたので、ただいまから岩手県社会福祉審議会を開会いた

します。 

 本日のご出席者は、委員総数20名中13名であり、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いるところでございます。 

 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 あいさつ 

 

〇石田企画課長 初めに、千葉保健福祉部長からごあいさつ申し上げます。 

〇千葉保健福祉部長 県の保健福祉部長をしております千葉でございます。本日は、岩手

県社会福祉審議会を開催するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 まずもって、本日の審議会は委員の改選後、初めての審議会となるわけでございますけ

れども、まずもって委員就任にご快諾をいただきましたことに関しまして、感謝申し上げ

る次第でございます。また、本日はご多忙の中、また正午直前には地震もございましたが、い

ろんな諸事情のある中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 これから、この本審議会におきましては、社会福祉に関するさまざまな案件について皆

様から広くご意見をちょうだいし、本県の社会福祉の向上に向けて取り組んでまいりたい

と考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 さて、ご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、お

おむね10年後を展望しつつ、県民の皆様一人一人が、これからどうありたいかを考え、県

民みんなの力を結集し、それぞれの希望に向かって行動していくためのいわば羅針盤とな

ります「いわて県民計画」を一昨年の12月に策定したところでございます。この県民計画

におきましては、共に生きるいわての実現を目指しまして３つの柱、いわゆる地域の保健

医療体制の確立、２つが家庭や子育てに夢をもち安心して子どもを生み育てられる環境の

整備、３つ目が福祉コミュニティの確立、この３つの項目を掲げまして、保健福祉分野の

取り組みを進めてきているところでございます。 
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 今年度におきましては、この福祉コミュニティの確立に向けた取り組みを推進するた

め、昨年12月に議員提案によります、障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手

県づくり条例が制定されたところでございます。現在その条例に沿いまして、私どもはそ

の体制づくりを進めております。後ほどご説明をさせていただきたいと思っております。 

 また、本年２月には障がい者福祉を取り巻く社会情勢の変化や本県の実情を踏まえまし

て、障がい者施策を総合的、計画的に推進するための岩手県障がい者プランを策定したと

ころでございます。これについても後ほどご説明をさせていただきたいと思っております。 

 また、先ほどの２つ目の柱でございました、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につきましては、その取り組みを推進するため国からの交付

金、すなわち子育て支援対策臨時特例基金を造成いたしまして活用することで、主に子育

て中の若い世代を対象としまして、携帯電話からも利用可能なホームページの制作、ある

いは子育て漫画情報誌の作成など、さまざまな若い世代のニーズに対応した子育て支援情

報の提供に現在重点的に努めておりますほか、児童虐待防止に向けた新しいアクションプ

ランの策定を進め、これも本日ご説明をさせていただきたいと考えているところでござい

ます。 

 来年度の予算関係でございますが、これも後ほどご説明させていただきますけれども、現

在議会のほうでご審議をいただいております当部関係の予算が約1,291億円でございまし

て、昨年度の当初予算に比べますと136億円の増、伸び率にいたしまして11.8％という伸び

を示しているところでございます。この主なものは、先ほど申しましたように国からいろ

んな交付金が参りまして、それを県で基金に積み立て、それを財源として来年度事業を実

施したいというものが非常に多いわけでございますけれども、加えまして例えば介護保険

の給付費とか、いわゆる市町村に対して義務的に４分の１を負担するような負担金、これ

も約30億円ぐらい伸びているということで、非常にやはり社会保障関係の経費の増も実感

しているところでございます。 

 いずれご案内のとおり、ことしの当初予算は骨格予算で編成しておりますので、また６

月補正で新規政策的な経費についても、できるだけ肉づけをしていきたいと考えておりま

す。したがいまして、本日はこうした現在の条例や計画を初めとする県の取り組みにつき

まして、まずご報告をさせていただきますとともに、来年度における当部施策の重点的な

ポイントにも説明させていただきながら、さらに皆様からご意見もちょうだいしていきた

いと考えております。いずれも本県の社会福祉施策の推進にとって重要な事項だと考えて
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おりますので、委員の皆様方におかれましては恐れ入りますが、限られた時間ではござい

ますけれども、忌憚のないご意見をちょうだいできればと考えているところでございます。 

 どうぞ本日はよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

３ 委員紹介 

 

〇石田企画課長 本日は、本年２月１日をもって委員の改選が行われたところでございま

す。最初の審議会でございますので、各委員の皆様及び出席しております県の職員をご紹

介させていただきます。 

 お手元に配付しております名簿の順に従いまして、ご紹介させていただきます。 

 まず、岩手弁護士会所属弁護士の姉帯幸子委員でございますが、本日は所用により欠席

でございます。 

 岩手県医師会副会長、岩動孝委員でございます。 

 公募委員の小笠原一雄委員でございますが、きょう出席するということだったのです

が、地震で多分交通機関が今ストップになっていると思います。 

 次に、岩手医科大学学長、小川彰委員でございます。 

 岩手県手をつなぐ育成会副会長、鎌田哲子委員でございます。 

 岩手県社会福祉協議会会長、桑島博委員でございます。 

 岩手県肢体不自由児・者父母の会理事、佐々木秀子委員でございます。 

 岩手県立大学社会福祉学部長、佐藤嘉夫委員でございますが、本日は欠席でございます。 

 岩手県老人クラブ連合会副会長、山内霜子委員でございます。 

 岩手県精神保健福祉連合会理事長、高橋修委員でございます。 

 岩手県町村会理事、高橋由一委員でございますが、本日は欠席でございます。 

 岩手県社協 保育協議会会長、田口和子委員でございます。 

 岩手県身体障害者福祉協会会長、田村幸八委員でございます。 

 岩手県市長会、戸田公明委員でございますが、本日は欠席でございます。 

 株式会社岩手日報社常勤監査役、野口純委員でございます。 

 岩手県社協 社会福祉法人経営者協議会会長、橋本行男委員でございます。 

 岩手県民生委員児童委員協議会副会長、米田ハツエ委員でございます。 

 岩手県母子寡婦福祉連合会会長、松本笑子委員でございます。 
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 岩手県議会議員、三浦陽子委員でございますが、本日は欠席でございます。 

 それでは、県の職員に移らせていただきます。 

 先ほどごあいさつだけ申し上げました千葉部長でございます。 

 根子副部長兼保健福祉企画室長でございます。 

 小田原地域福祉課総括課長でございます。 

 高橋長寿社会課介護福祉担当課長でございます。 

 朽木障がい保健福祉課総括課長でございます。 

 奥寺児童家庭課総括課長でございます。 

 私、企画課長の石田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

４ 委員長互選 

 

〇石田企画課長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 任期最初の審議会でございますので、委員長の互選を行う必要がございます。本来であ

れば、仮議長を選出いたしまして進めるべきかと存じますが、大変僣越でございますが、委

員長が選出までの間、事務局のほうで議事を取り進めさせていただきたいと存じますが、い

かがでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇石田企画課長 それでは、私が代行させていただきます。 

 委員長は、社会福祉法第10条の規定によりまして委員の互選によることとされておりま

すが、どのように取り進めたらよろしいか、お諮りいたします。 

 はい、橋本委員どうぞ。 

〇橋本委員 指名推選をお諮りお願い申し上げます。 

〇石田企画課長 ただいま指名推選とのご発言がございましたが、この方法によることと

してよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇石田企画課長 それでは、指名推選によることといたします。 

 どなたか指名推選をお願いしたいと存じます。 

 はい、橋本委員どうぞ。 

〇橋本委員 県社協の桑島委員を推薦したいと思いますので、お諮り願います。 
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〇石田企画課長 ただいま桑島委員を推薦する発言がございましたが、ほかにございます

でしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇石田企画課長 異議がないようでございますので、桑島委員さんを委員長にすることと

決定いたします。 

 それでは、桑島委員さん、委員長席にご移動願いまして、ごあいさつを賜りたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

 

５ 委員長あいさつ 

 

〇桑島委員長 ただいまご紹介をいただきました桑島でございます。ただいまは皆さんの

ご推薦をいただきまして、今期委員長ということを務めさせていただくということになり

ました。 

 今回の審議会の改選によりまして、本審議会には私同様再選の委員さんもおられます

し、また10名の委員さんが新たにこの審議会の委員となられたわけでございますが、どう

ぞ会議の運営につきましては、今後ともよろしくご協力をいただきますようお願いを申し

上げたいと存じます。 

 さて、昨今の保健福祉を取り巻く環境でございますが、人口の減少あるいは少子高齢社

会への移行、国民の所得格差や経済の地域格差の急激な拡大や固定化が進むなど、大変厳

しいものとなってきております。 

 このような状況下におきまして、先ほども千葉部長さんからもごあいさつでございまし

たが、この審議会におきましては皆様からさまざまなご意見をいただきまして、県におき

まし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、どうぞ積極的なご意見を開陳いただければと存じます。よろしくお願いをいたしたい

と存じます。 

 本日の会議では、先ほどもご紹介ございましたが、平成23年度の保健福祉部施策の重点

化のポイントなど６項目につきまして、ご報告をいただく予定になっております。委員の

皆さんにおかれましては、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。 
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６ 委員長職務代理者の指名 

 

〇石田企画室長 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２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、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。よろしくお願いいたします。 

〇桑島委員長 それでは、早速でございますが、次第に従いまして会議を進めてまいりた

いと存じます。 

 まず、委員長職務代理者の指名でありますが、岩手県社会福祉審議会条例第３条第２項

の規定によりまして、当職から指名をすることになっております。ついては、佐藤委員を

指名いたしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 

 

７ 専門分科会等所属委員の指名 

 

〇桑島委員長 次に、各専門分科会、審査部会及び措置部会に属すべき委員並びに臨時委

員の所属委員の指名でありますが、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。 

 ただいま事務局のほうから所属専門分科会等の案をお配りいたしますので、どうぞお目

通しをいただきたいと存じます。 

 （事務局から案を各委員に配付） 

〇桑島委員長 それでは、ただいまお配りをいたしました案をもちまして当職の指名にか

えさせていただきたいと存じますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございます

か。 

 （「異議なし」の声） 

〇桑島委員長 それでは、ご異議ないようでございますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 

８ 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
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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、田口委員と橋本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。 

 

９ 報告事項 

 （１） 平成23年度保健福祉部施策の重点化のポイント等について 

 （２） 民生委員・児童委員一斉改選について 

 （３） 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例について 

 （４） 岩手県障がい者プランの策定について 

 （５） 児童虐待防止アクションプランの策定について 

 （６） 自殺対策について 

 

〇桑島委員長 次に、９番目の報告事項に入ります。 

 最初に、（１）平成23年度保健福祉部施策の重点化のポイント等につきまして、事務局

から説明を願います。 

〇根子副部長 保健福祉部の副部長の根子と申します。よろしくお願いいたします。平成

23年度保健福祉施策重点化のポイント等につきまして、ご説明いたしたいと思います。恐

縮ですが、座って説明いたします。 

 資料№１一１、保健福祉部平成23年度当初予算のポイントをお開き願います。保健福祉

部の平成23年度の予算編成でございますけれども、いわて県民計画に掲げる岩手の未来を

つくる７つの政策の１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、先ほど部長のあいさつにもありましたけれども、３つ施策のポイントがございま

して、１つが地域の保健医療体制の確立、２つ目が家庭や子育てに夢をもち安心して子ど

もを生み育てられる環境の整備、３つ目が福祉コミュニティの確立、この３つに重点的に

取り組んでいくこととしております。 

 保健福祉部の平成23年度当初予算額でございますが、1,290億8,200万円余ということ

で、前年度と比較しまして135億9,900万円余の増額となっておりますが、その主なもの

は、新規事業の子宮頸がん等ワクチン接種促進臨時特例事業費補助11億9,900万円余を初

め、介護施設等整備臨時特例事業費34億4,900万円余、周産期医療対策費11億300万円余、が

ん診療連携拠点病院整備推進支援事業費補助８億9,200万円余などの臨時特例基金事業の
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ほか、老人福祉施設整備費12億6,000万円などの増でございます。 

 なお、増額の主な理由といたしましては、今年度の国の補正予算等により措置されまし

た各臨時特例交付金の追加交付等を受けて、今年度２月補正予算で基金の積み増しを行い

ます各臨時特例基金の事業実施に要する経費を計上したことなどによるものであります。 

 それで、具体的にはポイントの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。１ページ目の１つ目の四角のところ、医療を担うひとづくりにおきまし

ては、医師の偏在解消等に向けた奨学金等による医師の計画的な養成、確保を推進すると

ともに、勤務医の離職防止を図るための勤務環境改善や処遇改善などの取り組みを支援す

るほか、看護職員の確保、定着を図るため、看護職員養成施設の在学生に対する修学資金

貸付枠の拡大、それから県立の一関高等看護学院の移転整備などに取り組んでまいります。 

 それから、２つ目の、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、ド

クターヘリの導入促進、がん診療連携拠点病院の整備を推進するほか、精神科救急情報セ

ンターでの相談・対応等の24時間化による精神科救急医療体制の充実、それから地域にお

ける医療と介護の連携体制づくりへの支援などに取り組んでまいります。 

 次のページにまいりまして、３つ目の四角の感染症対策の推進ということでございま

す。これにつきましては、子宮頸がんワクチン等の予防接種の促進とともに、接種費用を

全額公費負担とするため、市町村の事業実施に要する経費に対する助成あるいは肝炎治療

の医療費を助成するほか、肝炎患者等が適切な治療を受けられるよう、地域肝炎治療コー

ディネーターの養成などに取り組んでまいります。 

 それから、２ページの２つ目の四角ですけれども、生活習慣病予防等の推進でございま

すけれども、健康づくりを推進するため、特定健診・特定保健指導の支援や、県民への普

及啓発などに取り組んでまいります。 

 それから、その下のこころの健康づくりの推進でございますが、相談支援体制の整備、人

材養成、普及啓発などの自殺対策を総合的に推進してまいります。 

 それから、ポイントの２つ目、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、安全・安心な出産環境の充実におきまして

は、高度医療を提供する総合周産期母子医療センター等の運営に要する経費の助成、周産

期医療情報ネットワークの拡充などによりまして、妊娠、出産から新生児に至る総合的な

周産期医療体制の充実などに取り組んでまいります。 

 それから、２つ目の四角、仕事と子育ての両立支援の充実でございますが、放課後児童
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クラブ等の活動や保育所整備に対する支援、子育て中の親や子育て支援団体との交流等を

目的とした、仮称でございますけれども、子どもフェスティバルを開催するなど、子育て

に優しい環境づくりを進めてまいります。 

 ３つ目の四角、多様な地域子育て支援活動の充実におきましては、子育て応援の店、協

賛店舗の拡大、児童館や放課後児童クラブでの就業に必要な知識・技能の習得支援による

子育て分野の人材育成など、社会全体で子育てを支援する取り組みを進めてまいります。 

 ４つ目の四角、保護を要する児童、ひとり親家庭の支援においては、児童虐待防止対策

の強化を図るため、職員研修、対応力向上のための体制強化などに取り組んでまいります。 

 次のページにまいりまして、ポイントの３つ目、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、住民参加と住民主体による生活支援の仕組みづくりでございま

すが、住民参加による生活への仕組みづくりや、福祉・介護分野の人材確保に取り組むほ

か、ひとにやさしいまちづくりを推進するための人材育成などに取り組んでまいります。 

 それから、２つ目でございますけれども、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、老人福祉施設の整備や介護サービス施設等の整備、スプリンクラー

等の設備整備を支援するとともに、介護人材の育成を推進するほか、認知症疾患医療セン

ターにおける専門的な医療機能の拡充、本人・家族への相談支援などに取り組んでまいり

ます。 

 ３つ目でございますが、障がい者が地域で自立した生活ができる環境の構築でございま

すが、障がい者の地域定着や工賃水準の向上に向けた取り組みを支援するほか、障がい者

に対する不利益な取り扱いの解消を図るため、相談窓口を設置しまして、個別事案の解消

に向けた支援を行うとともに、障がい者についての理解の促進に係る普及啓発などに取り

組んでまいります。 

 最後の４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、低所得世帯等に

対する生活福祉資金貸し付けの円滑な実施の支援、それから住居を喪失した離職者等への

住宅手当の支給による就職活動の支援などに取り組んでまいります。 

 続きまして、資料１―２でございますけれども、保健福祉部平成22年度の２月補正予算

のポイントをお開き願いたいと思います。保健福祉部の平成22年度の２月補正予算でござ

いますけれども、80億1,000万円余ということになっておりまして、補正前の予算額、12月

の現計でございますが、と補正後を比較しますと6.9％の増ということになっておりまし

て、その主なものでございますけれども、先ほど申し上げました23年度に実施する各臨時
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特例基金事業経費に充てる基金の積み増し、これが主なものとなっております。基金の積

み増し以外で増額になったものにつきましては、児童養護施設等環境改善事業費補助３億

3,900万円余、婦人保護施設等環境改善事業費補助１億7,000万円余などでございます。 

 以上で平成23年度保健福祉部保健福祉施策重点化のポイント等についての説明を終わり

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のご質問、ご意見等

ございましたらお願いをいたします。よろしゅうございますか。 

 （「なし」の声） 

〇桑島委員長 特にないようでございますので、それでは次の（２）の民生委員・児童委

員一斉改選についてを事務局から説明を願います。 

〇小田原地域福祉課総括課長 地域福祉課総括課長の小田原でございます。民生委員・児

童委員及び主任児童委員の一斉改選についてご報告いたします。資料№２をごらん願いま

す。説明は座って行わせていただきます。 

 民生委員・児童委員及び主任児童委員の任期は３年とされておりまして、昨年12月１日

付で全国で約23万人の一斉改選が行われました。本県におきましては、今期の一斉改選に

伴い市町村合併等によりまして国の定数基準を上回る奥州市、花巻市など、あわせまして

８市町村について現行の定数の維持を図り、また定数基準内で増員要望のありました北上

市、矢巾町及び滝沢村については増員を認め、独自に定数を設定できる中核市の盛岡市を

含め、全体で20人の枠をふやし、県全体の定数を3,349人としたところでございます。 

 主任児童委員につきましては、釜石市の単位民児協７つを８つに増設することを認めま

して、定数２人を増員し、県全体の定数を362人としたところです。この定数に対しまし

て、改選時の12月１日現在では、民生委員・児童委員につきましては3,327人を、主任児童

委員につきましては362人をそれぞれ委嘱したところでございます。内訳といたしまして

は 、 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 、 主 任 児 童 委 員 と も に 女 性 委 員 の 割 合 が 多 く 、 そ れ ぞ れ

55.8％、76.2％となっております。また、全体の約３分の１程度が新任の委員となってお

ります。平均年齢は、それぞれ62.8歳、58.7歳となっております。 

 現在の委嘱状況でございますが、改選時には民生委員・児童委員について22人が充足さ

れていない状況にありましたが、２月14日現在では3,338人の委嘱となり、充足率は99.7％

と若干向上しています。しかしながら、依然11名が充足されていない状況にありますの

で、引き続き定数確保に努めています。 
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 なお、民生委員・児童委員制度は90年を超える長い歴史とともに、地域福祉の推進には

欠かせない重要な人材でございますが、負担が重く、なり手がないなどのご意見もありま

すことから、経験年数や地域の実情に応じた研修の実施や県民の方々の理解を深める取り

組みとともに、県、民児協を核とする支援体制の強化や地域での個別の支援体制づくりを

検討し、民生委員活動をしやすい環境づくりを進めていくこととしています。 

 以上で民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選についてのご報告を終わります。 

〇桑島委員長 それでは、ただいまの事務局の説明につきまして、ご質問、ご意見ござい

ましたらお願いをいたします。 

 特にないようでございますので、それでは次に進みたいと思います。次は（３）の障が

いのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例についてと（４）の岩手県障

がい者プランの策定については、関連がございますので一括して事務局から説明を願いま

す。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。私のほうから

は、昨年12月14日に公布され平成23年７月１日に施行される、障がいのある人もない人も

共に学び共に生きる岩手県づくり条例について、さらに岩手県障がい者プランの策定につ

いてをご説明を申し上げたいと思います。座って説明をさせていただきます。 

 初めに、障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例についてであ

りますけれども、資料№３をごらんください。ご案内のとおり、本条例は平成19年11月に

県議会に請願が出されまして、平成20年６月定例会で請願採択をされ、その後県議会にお

ける検討を経た後、平成22年12月県議会の定例会に議員提案条例として提案がありまして

議決されたものでございます。本条例の大きな特徴は、条例名に共に学びという言葉が使

われ、また１ページにありますその前文の内容からも読み取れるように、教育の視点から

の障がい者支援に重きを置いている点でございます。これらのことから、今後保健、福祉、医

療、労働といった部門の連携とともに、教育部門の連携がますます重要になってくるので

はないかなと考えてございます。 

 また、前文の後半にある、少子高齢化が進む中で、持続可能な社会を構築していくため

には、障がいのある人もない人もそれぞれの地域における役割を担い、共に生きる地域づ

くりを早急に進める必要があるという部分につきましては、いわて県民計画の７つの政策

の１つでございます、共に生きる岩手の実現に直結をするものであります。 

 同様に、第１条には、本条例に定めるところにより、障がいのある人とない人とが互い
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に権利を尊重しながら、共に学び共に生きる地域づくりを推進することが条例制定の目的

として示されているところでございます。 

 第２条には、本条例で対象とする障がいをいわゆる身体、知的、精神の３障害のほか、発

達障害、高次脳機能障害、その他これらに準ずる障害があることにより、相当な制限を受

ける状態として幅広くとらえることが定義をされております。また、不利益な取り扱いに

ついては、障がいがあることを理由として行われる明らかな区別、また権利制限、こうい

ったもののほか、必要かつ合理的な配慮を欠く場合も含まれることが定義をされてござい

ます。 

 ２ページをお開きください。第３条の基本理念には、障がいについての理解の促進は、障

がいのある人の社会参加に係る権利の尊重が基本であり、不利益な取り扱い解消のために

は、障がいについての理解を深めることを基本にしなければならないと示されております。 

 第４条には県の責務、第５条には市町村の役割について、第６条には県民及び事業者の

役割が、またその第３号には家族への配慮、第４号には障がいのある人みずからも障がい

特性や生活上の困難について発信していくことが示されております。 

 また、第７条と第８条には不利益な取り扱いと虐待の禁止について明確に示されている

ところでございます。 

 ３ページをお開きください。第９条以降は、第４条に掲げてございます県の責務につい

て、その具体的内容を示したものとなってございます。第９条は、交流機会の拡大と参加

促進に関すること、第10条は医療、保健、福祉、教育等に携わる県の職員の専門的知識の

向上とあわせて、すべての県職員が障がいへの知識と理解を深めること、第11条は障がい

の理解促進に資する情報提供と不利益な取り扱いの解消に関する普及啓発に努めることに

ついて、第12条では教育支援体制の整備充実について単独項目として記載されてございま

す。 

 第13条と第14条には、関係団体及び市町村との緊密な連携と各団体の独自活動への支援

によって施策を推進することが示されております。 

 第15条は、第７条と第８条で禁止している不利益な取り扱い及び虐待に関し相談に応

じ、助言及び調整等の必要な措置を講ずることを県に求める内容となってございます。 

 最後に附則ですが、本条例は施行後３年をめどに必要な見直しを行うこととされており

ます。これは、現在国において検討されている障がい者制度改革推進会議を中心とした制

度改正、平成25年を目途に差別禁止法を制定する動きに対応していくためのものでもあり
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ます。 

 次に、先ほどご説明しました条例の第15条の内容を受けて、７月１日から実施すること

としている不利益取り扱いに関する相談支援体制の概要についてご説明いたします。４ペ

ージ、５ページをお開きください。基本スキーム（案）を掲げてございます。まず、この

仕組みを検討するに当たって基本事項としてとらえたのが、障がい者の利便性を考慮し

て、より身近な場所に相談窓口を設置するということであります。よって、市町村単位で

の窓口設置が必要と考えまして、これまで心配事相談や日常生活自立支援相談などの相談

窓口の運営実績を持つ市町村社会福祉協議会に初期の相談受け付けを委託したいと考えた

ところでございます。このことにつきましては、県社会福祉協議会さんの協力を得ながら

調整を進めてきたところですが、先日県内すべての市町村社会福祉協議会さんから受け付

け窓口の設置について内諾をいただいたところでございます。 

 図の説明に戻りますが、相談を受け付けた市町村社協は受け付け記録表を作成して、広

域振興局保健福祉環境部、または保健福祉環境センターへ案件を引き継ぐことになりま

す。それを受けた広域振興局保健福祉環境部及び保健福祉環境センターが相談者や相手方

に対する助言や調整を行うことになります。比較的軽易な相談案件につきましては、広域

振興局またはセンターのみで助言・調整を行うこととなりますが、調整の難しい案件につ

きましては、上の点線で囲まれている地域調整会議で取り扱い方針、または助言・調整内

容の検討を行うこととなります。地域調整会議には、市町村の障がい福祉担当課、初期の

受け付けを担当していただく市町村社協のほか、必要に応じて地域の民生委員さん、人権

擁護委員さん、あるいは教育の案件であれば市町村教育委員会、雇用関係の案件であれば

商工会議所さんといった地域の関係者にも加わっていただきたいと考えているところでご

ざいます。 

 このように、基本的には地域の中で事案を解消する仕組みを想定しておりますが、中に

は専門的な知識と判断を要する困難なケースもあると考えられております。その場合は県

の保健福祉部、私ども障がい保健福祉課が担当することになりますが、そこへ調整を依頼

する形を考えております。依頼を受けました当課では、岩手県障がい者施策推進協議会で

設置する部会に調査を依頼し、その調査結果に基づきまして助言・調整を実施したいと考

えているところでございます。部会の設置につきましては、現在開催されております２月

定例県議会に岩手県障がい者施策推進協議会に部会を置くことができることとする条例の

改正案を提案しているところです。 
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 ６ページをお開きください。これが本定例会に提案をしている条例改正案の概要でござ

います。委員を現在の12名から15名へ３名増員すること、それと部会を設置することがで

きる規定を追加すること、これを主な内容としてございます。 

 以上、簡単でございますが、条例の説明とさせていただきます。 

 続きまして、岩手県障がい者プランの概要でございます。資料№４一１として障がい者

プランの概要、それから資料№４一２として障がい者プラン本体の冊子を配付してござい

ます。本日は、資料№４一１のＡ３判になってございますが、この概要版により説明をさ

せていただきたいと思います。概要版の１ページ目、策定の方向性をごらんいただきたい

と思います。策定の方向性を定めるに当たっては、障がい者をめぐる現状と課題を踏まえ

ながら、障がい者福祉をめぐる最近の主な動向の中で重視されている視点を取り入れたと

ころでございます。障がい者をめぐる課題としては、相談支援に携わる人材の育成や地域

自立支援協議会の充実、質の高い療育を受けられる体制の充実、就労の場の拡充や就労支

援事業所の工賃水準の向上、また障がい福祉サービスの一層の充実などが挙げられます。 

 また、障がい者福祉をめぐる最近の主な動向といたしましては、障害者権利条約の採

択、国の障がい者制度改革推進本部において進められている新たな障がい者制度の検討、こ

のほか昨年12月の、先ほどご説明をした障がいのある人もない人も共に生きる岩手県づく

り条例の制定、また12月に行われた障害者自立支援法等の一部改正も挙げられるところで

ございます。 

 これらの状況を踏まえまして、策定に当たって右側に記載している４つの方向性を定め

ております。１つ目として、障がいを理由とした不利益な取り扱いや虐待を受けることが

なく、障がい者のニーズに応じた適切な支援を提供することが必要であること。２つ目と

して、関係機関の連携により、ライフステージのあらゆる場面で一貫性・継続性のある支

援が受けられることが必要であること。３つ目として、県民理解を促進し障がい者の多様

な就労や社会参加の機会の確保が必要であること。４つ目として、障がい者の地域移行の

推進と、そのための公的サービスやインフォーマルサービスなどの社会資源の整備が必要

であること。この４つを策定の方向としたところでございます。 

 続いて、資料の左下にあります障がい者プランの位置づけをご覧ください。障がい者プ

ランは、障害者基本法に基づき障がい者のための施策に関する基本的な計画である障害者

計画と、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業の提

供体制の確保に関する計画である障害福祉計画から構成されております。今回新たに策定
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いたしますのは、障害者基本法に基づく障害者計画のほうでございます。計画期間につき

ましては、平成23年度から29年度までの７カ年としております。現行プランの計画期間は

平成12年度から22年度までの11カ年のプランでございますが、新しいプランは昨今の社会

経済情勢や国の制度改正の動向が不明確な中でございますので、プランの実効性を確保す

るため、現行ブランよりも短期の計画としたところでございます。 

 また、国の障がい者制度改革の動向を踏まえまして、新たな障がい者制度に対応できる

よう障害者総合福祉法、これは自立支援法にかわる新たな法制度でございますが、この施

行が予定されている平成25年度に本プランの中間見直しを行うということにしてございま

す。 

 次に、右の欄にあります策定までの主な経過でございますが、昨年11月にプランの素案

をまとめまして、12月にはパブリックコメントや県内９カ所での意見交換会を実施いたし

ました。そこでいただいた当事者やご家族の方々を初め、障がい福祉の関係者からさまざ

まなご意見をいただいたところでございます。いただいた意見を踏まえて修正した最終案

につきまして、２月７日の岩手県障がい者施策推進協議会においてご審議をいただき了承

されましたことから、現在開会中の２月定例県議会に報告いたしますとともに、県民の皆

様に公表しているところでございます。 

 次に、２ページ目をお開きください。左上に記載しておりますが、基本目標でございま

す。基本目標につきましては、障がいの有無にかかわらず、それぞれの力を生かし、とも

に助け合いながら、生き生きと暮らすことができる「共に生きるいわて」の実現を目指す

ことを掲げております。この「共に生きるいわて」の実現につきましては、いわて県民計

画において保健、医療、福祉分野の政策に係る基本的な考え方として掲げられているもの

でございます。 

 資料の右側に記載しております計画の対象となる障がい者についてでございますが、障

害者自立支援法上の障害（児）者、ここには昨年12月の法改正によりまして加えられまし

た発達障害者支援法上の発達障害（児）者が含まれてございます。加えて、高次脳機能障

がい、難病、引きこもり等のために生活上の制限があり、支援が必要な方々について幅広

く対象とするということにしてございます。 

 続いて、プランの内容に移ります。施策推進の体系と主な取り組みでございますが、新

たな障がい者プランでは、先ほどご説明いたしました策定の方向に沿って施策の基本方向

を４つの柱に再編したところでございます。１つ目の柱は、障がい者の権利を守り、谷間
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のない適切な支援を提供するということでございます。具体的推進方向として４つ掲げて

おりますが、時間の関係もございますので、新たな取り組みを中心に説明させていただき

ます。１つ目は、障がい者の権利擁護として、障がい者に対する不利益な取り扱いの解消

と虐待防止などについて掲げておりまして、新たな取り組みといたしまして、障がい者に

対する不利益な取り扱いに関する相談窓口を市町村ごとに設置し、その解消のための仕組

みづくりを行うということとしております。 

 ２つ目は、相談支援体制の充実強化として、市町村における相談支援体制の充実と多様

なニーズに対応できる専門的な相談窓口の充実などについて盛り込んでおりまして、新た

な取り組みといたしまして、市町村における基幹相談支援センターの設置促進、障がい児

や発達障がい者の専門的な相談支援体制の一層の充実のために、岩手県立療育センター相

談支援部のサブセンターを県内数カ所に設置することについて検討するということを盛り

込んでございます。 

 ３つ目、多様な障がいへの対応として、発達障害、高次脳機能障害及び引きこもり等へ

の支援の充実について掲げておりまして、今回のプランで新たに引きこもり支援センター

の運営の充実について取り組むこととしてございます。 

 続きまして、２つ目の柱は、健康な心と体を育み、ライフステージに応じた切れ目のな

い支援を提供するということでございます。具体的推進方向としては６つ掲げておりまし

て、２つ目にありますが、療育支援体制の充実として、療育支援ネットワークの構築と療

育の場の拡充などについて掲げており、新たに障がい児やその家族からの新たなニーズに

対応するための中核となる岩手県立療育センターの整備について検討すること、新たに制

度化された放課後デイサービスや保育所等訪問支援の実施に取り組むことなどを盛り込ん

でおります。 

 ３つ目の教育の充実として、早期からの継続的な特別支援教育などについて掲げており

まして、新たな取り組みとして幼稚園、保育所段階から継続的な支援を図るための個別の

支援計画を作成し、一貫した教育的支援に努めることを盛り込んでございます。 

 ４つ目、医療体制の充実として、精神科救急情報センターの24時間化を図り、精神科救

急医療体制を充実することを盛り込んでございます。 

 ５つ目は、地域リハビリテーション体制の充実として、関係機関の連携による地域リハ

ビリテーション体制整備を図るため、総合的なリハビリテーション提供体制の具体的な検

討を行うということを盛り込んでございます。 
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 ６つ目は、障がい者の高齢化への対応として、施設や地域における高齢障がい者への支

援の充実について掲げておりまして、新たな取り組みとして、高齢化が進展している入所

施設において、適切なサービスが提供できるよう支援マニュアルを作成し、障がい者施設

等へ周知しながら援助技術の向上を支援することとしてございます。 

 続いて、３ページ目をごらんいただきたいと思います。３つ目の柱は、障がい者の自己

選択・自己結締に基づく、自立と社会参加を促進することでございます。具体的推進方向

としては４つ掲げております。１つ目は、多様な就労の場の確保として、一般企業への就

労の促進と福祉的就労の場の充実などについて引き続き取り組むこと。 

 ２つ目は、社会参加活動の推進として、障がい者スポーツや文化芸術活動の推進などに

ついて掲げており、特に平成28年度に予定の全国障害者スポーツ大会に向けて選手育成な

どに取り組むこととしてございます。 

 ３つ目は、障がい者に対する県民理解の促進として、啓発と交流による心のバリアフリ

ーの推進などについて掲げておりまして、新たな取り組みとして、障がいのある人もない

人も共に学びともに生きる岩手県づくり条例の普及啓発について全県で取り組んでいくこ

とを掲げてございます。 

 最後に、４つ目の柱でございますが、障がい者が必要な支援を受けながら、安心して暮

らしていける地域をつくることでございます。具体的推進方向としては５つ掲げておりま

して、１つ目は障がい福祉サービスの充実として、在宅保健福祉サービスと施設入所サー

ビスの充実について掲げており、新たな取り組みとして先般制度化されたグループホーム

等の家賃補助の実施、常時医療的ケアが必要な超重症児が利用する重症心身障がい児施設

について、岩手県療育センターの新たな機能としての整備を検討することとしております。 

 ２つ目は、地域移行の推進として、入所施設や精神科病院からの地域移行、また地域定

着のための生活支援の推進について掲げておりまして、新たな取り組みとして、未治療ま

たは治療を中断している精神障がい者に対し、アウトリーチと呼ばれる訪問支援の手法に

より地域生活支援を行うことを盛り込んでございます。 

 ４つ目に、住まいやまちのユニバーサルデザイン化の推進として、移動の支援と旅行し

やすい環境の整備などについて掲げておりまして、新たな取り組みとして重度視覚障がい

者に対する移動支援事業の充実、障がい者用駐車区画の適正利用を促進するためのひとに

やさしい駐車場利用証制度を推進していくこととしてございます。 

 以上、簡単ではございますが、障がい者プランの説明について終わりたいと思います。 



- 18 - 

〇桑島委員長 それでは、ただいま事務局から説明のありました内容につきまして、ご質

問、ご意見がございましたらお願いをいたします。後ほど10のところでその他がございま

すので、それまでに何かお気づきの点がございましたら、そこでお受けしてもいいと存じ

ますので、それでは特にないようでございますので、次の５の児童虐待防止アクションプ

ランの策定について事務局から説明を願います。どうぞ。 

〇奥寺児童家庭課総括課長 児童家庭課でございます。資料の№５―１と５―２でござい

ますが、主に資料の５―１によりまして説明をさせていただきます。座って説明をいたし

ます。 

 資料の５―１のＡ３判の２枚物でございますが、まず１枚目でご説明をいたします。新

たな児童虐待防止アクションプランの策定についてということでございます。ざっとこの

児童虐待、１の児童虐待の現状ということでご説明を申し上げます。（１）で児童虐待相

談対応件数の状況でございます。その区分欄で１番上の行が岩手県でございます。これ

は、具体的には３つの児童相談所の計でございます。中ほどに市町村、市町村も今相談に

対応するということでございますので、市町村でも件数を挙げてございます。それで合計

ということで、一番下が参考までに全国の数ということでございます。ごらんいただきま

すとおり、ここ19年度あたりからは合計欄が746、756、750というところで、横ばい傾向と

いうように私どもはとらえております。17、18、19と市町村の対応件数がちょっと伸びた

ものですからふえてきましたけれども、ここ数年は横ばい傾向と、しかしながら全国的に

はやはり右肩上がりでなかなか増加がとまらない傾向というふうに認識してございます。 

 （２）の虐待の種類別の件数でございますが、これは全国と同じ傾向でございますが、21年

度、本県の児童相談所の件数の内訳でございますけれども、やはり身体的な虐待が多く

て、続いてネグレクトというような状況でございます。 

 （３）の主な虐待者の件数でございますけれども、どうしても一番子供と接する機会が

多い実母が一番多いという割合でございます。次が実父というような傾向で、これも全国

と同じような傾向でございます。 

 ２の主な課題ということでございますが、その背景として家庭養育機能の脆弱化あるい

は子育ての孤立化、養育者の育児不安などを言われております。それで、相談対応件数が

横ばいで推移していると。それから、２つ目のポツで、この児童虐待の防止の関係で、医

療、保健、福祉、教育などの関係機関の密接な、緊密な連携がやはり必要だというような

こと。それから、３つ目のポツで、市町村もその第一義的な相談窓口ということで、特に
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も市町村における相談・通告受け付けからその援助までの市町村における対応力の強化が

必要かなと。４つ目のポツで、いわゆる精神疾患を抱えた方への対応ということで、例え

ばそういう処遇困難のケースがふえておりまして、県のその児童相談所におけるそういっ

た専門性の強化も必要であるというようなことを主な課題というふうにとらえてございま

す。 

 ３つ目の対応ということで、（１）のこれまでの主な取り組みでございますが、ざっと

説明を申し上げますと、例えば上からのポツの５つ目でございますか、児童相談所の児童

福祉司の増員等によって県としてもその相談体制の整備を図ってきてございます。17年度

に児童福祉司13人から９人増員する。さらに、20年度、22年度各１人ずつ増員ということ

で、現在３つの児童相談所で24人の児童福祉司体制ということでございます。特にも今年

度、22年度、昨年の４月から１人ふやしてございますが、これは１人ふやして県北の久慈

のほうに従来は１人駐在しておったのですが、そこを複数体制にしまして２人体制にしま

して、県北駐在を２人にして二戸と久慈の県北地域を見るというような、そういう体制に

して県北地域の体制強化しているというようなことでございます。 

 あとは、このほか、ここには書いてございませんが、今年度やはり福祉総合相談センタ

ーの中に警察職員のＯＢ１人を非常勤で採用しまして、いわゆる安全確認の対応等への強

化といいますか、対応力強化ということでそういった警察関係のＯＢの方の経験を生かす

ような、そういった体制もとってございます。 

 それから、その下のポツで、ちょっと箱でくくっていますが、本日改定の説明をします

が、アクションプランの策定を最初に17年にやって20年に改定をしているということでご

ざいます。それから、ポツの下から２つ目でございますが、これに対応する地域的な組織

として、全市町村に要保護児童対策地域協議会というものを平成19年の段階で全市町村に

設置したということでございます。 

 右のほうにいきまして（２）の今後の取り組みということで、このアクションプランに

基づく積極的な推進でございますけれども、この箱でくくりました今回の新たなアクショ

ンプランの概要でございます。１の今回の策定の方向ということでございます。今までの

プランは今年度で、この22年度で終了するために、新たに策定をするということでござい

ますが、（１）の計画期間は23年度から27年度までの５カ年としたいということで、今ま

では３カ年、３カ年で来たわけでございますが、大体国の児童虐待防止に係る制度とか政

策がほぼ固まってきたのかなというようなこともございますので、そのプランの見直しの
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サイクルを２年ほど延ばして５年でいいのかなという判断をいたしました。なお、国の動

向等で大きな状況変化等があればそのときに適時見直しを行うこととしております。内容

としましては、従来のプランと同様に４つの段階、発生予防、それから早期発見、相談・

対応機能の充実、再発防止と、そういう４部門構成、12の主要項目の組み立ては変わらな

いわけですけれども、特にも、後で説明しますけれども、早期発見の項目等を重点的に見

直しをしたところでございます。 

 ２の今後の主な取り組みというところで、今回の見直しの主要なところでございます

が、丸の１つ目で地域における早期発見とか、そういったところで新規・一部新規の取り

組みとして実施するということでございます。１つ目のポツでございますが、いわゆる虐

待のリスク要因を抱えているというように言われております要支援家庭の地域での早期把

握、それから地域での見守り体制を充実していこうということで、今回このあたりに着目

して取り組んでいきたいと。具体的には、要支援家庭というような表現にいたしました

が、例えば全国的にも事件とかなんかになる例としては、やはりよく報道されるのですけ

れども、いわゆる継父とか、あるいは同居の男性とか、そういったところからの暴力とい

うのがかなりリスク要因としてあるという傾向ございますので、そういった家庭へのケア

とか、あるいはいわゆる若年、非常に若い親御さん、若年の親の世帯あたり、そういった

ところ、それから精神疾患を抱えていたりするようなそういった家庭というあたりで、そ

ういったところの地域での早期の発見と、それから見守り体制を充実していこう、そうい

った取り組みをちょっと充実していきたいということでございます。 

 それで、その２つ目のポツですが、市町村支援や地域での早期発見・見守りの中心とな

る、今回例えば主任児童委員さん等の活動への支援を充実するということで、主任児童委

員さんあたりが地域、地域にございますので、主任児童委員さん方とこれから相談をしな

がら、研修も深めながら具体的な地域のキーパーソンとして見守り体制に加わってきても

らいたいということで、この辺の具体的な取り組みを考えていきたいと考えてございます。 

 ３つ目のポツでございますが、被措置児童等、括弧で施設入所児童とか里親委託児童の

ことでございますが、これへの虐待防止の強化ということで、これは児童養護施設等の中

での職員等からの虐待防止の危険を回避する取り組みでございまして、子供たちに対して

子供たち用の児童権利ノートというのをつくっていますが、今回また新しくわかりやすい

バージョンに改訂して、それぞれ子供たちに手渡しをして、職員から暴力を受けたような

ときは黙ってないでちゃんと訴えていいのだよというような、そういったわかりやすいノ
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ートをつくって配っていくというような、そういうことで子供たちの権利を擁護するとい

うものでございます。 

 それから、４つ目のポツで、自立援助ホームの運営などによる施設退所児童等の支援と

いうことございますけれども、これはついこの３月１日に盛岡市内に初めてようやくオー

プンしましたが、自立援助ホームというのを県内で初めてスタートいたしました。３月１

日、２人の子供が入居して始まったのですけれども、青山のほうに初めてオープンしまし

た。そういった児童養護施設を中卒とか高卒で出てすぐになかなか対応できないような、そ

ういった子供たちのいわゆるステップになる、そういった施設のことでございまして、そ

ういう事業を支援するということでございます。 

 それから、２つ目の丸で、従来からやってきている取り組みですが、さらに取り組み内

容を拡充しながら継続していくというような取り組みでございます。まず、１つ目でオレ

ンジリボンのキャンペーンということで、児童虐待防止の全国的なオレンジリボンのキャ

ンペーンでございますが、さらにこれをしっかりと啓発活動を充実していこうということ

でございまして、下のほうでまた説明しますが、この秋には児童虐待防止の全国フォーラ

ムの予定をしております。 

 それから、２つ目のポツで、保健所の女性健康相談における妊娠、出産の悩みへの対応

の充実ということで、括弧してメンタルヘルスとか、望まない妊娠と書いてございます

が、メンタルヘルス、具体的に言うと産後うつの対策の強化、大分医師会さん、それから

産婦人科医会さんの協力がありまして、産後うつのスクリーニングが非常に普及をしてお

りますけれども、その充実を図るとか、あるいはいわゆる望まない妊娠をしてしまって、そ

れで結局虐待に至るという例もかなり全国的にはあるということがございますので、そう

いった方々への相談対応をしっかりとやはりもう一回充実する必要があるというようなこ

とでございます。それから、県の子育て応援ポータルサイトでの情報提供ということで、広

く言えば子育て支援の充実でございますけれども、新しく今ホームページをつくったり、そ

れから漫画情報誌をつくったりしておりまして、一人で子育てに悩まないで、そういった

情報をしっかりとそういったところから得てほしいということでその事業を充実していく

というものでございます。 

 それから、次のポツで、児童相談所の専門的な相談体制の充実と、それから48時間以内

の対応ということで、基本的に通報・通告を受けたときに48時間以内の直接目視による子

供の安全確認というのを大原則にしておりますが、23年度は特にそれぞれの児童相談所に
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１人ずつ補助職員を今回配置しまして、その安全確認のための補助を行う職員もまた配置

しようというようなことでございます。 

 それから、最後のポツですが、市町村の要保護児童対策協議会の実効ある活動、それか

ら職員研修ということでございまして、特にも市町村さんにおけるそういった対応力を職

員の資質向上も含めてしっかりしてもらいたいなということで、市町村への支援をさらに

充実するというようなことでございます。 

 それで、一番下の４でございますが、関連事業ということで、来年度、（１）で子ども

フェスティバル、これは秋に10月に予定してございますが、子ども中心のフェスティバル

にしますけれども、この中におきましてもやはり若干虐待防止にかかわるそういったプロ

グラムも用意しようというものでございます。それから、（２）で子どもの虐待防止推進

全国フォーラム、11月23日にマリオスとかアイーナを中心に全国から関係の方々が見えら

れるフォーラムを開催する予定でございます。 

 めくっていただきまして、概要ということでこれがわかりやすく整理したものでござい

まして、ActionⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳということで、発生予防から早期発見、相談・対応、再発

防止というような、こういう組み立てをしておりまして、それぞれわかりやすく具体的な

事業を掲げてございます。大体先ほど説明したものでございますので、こういった流れに

沿ってやっていくということで、それぞれの取り組みのところに二重丸とか星印をつけて

いるのが新規ですとか、拡充する事業という意味でございます。 

 それから、資料５―２のほうは具体的なプランでございますが、非常に中身的に錯綜し

ますし、大体主なところは説明申し上げましたので、個々具体の個別的な事業の内容の説

明が中心でございます。それで、最後のほうの32ページから参考資料ということで細かい

虐待相談対応の中身の分析したデータがございますので、参考までにごらんになっていた

だきたいというふうに思います。 

 以上で説明を終わります。 

〇桑島委員長 それでは、ただいまの事務局の説明に対しまして、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。 

〇高橋（修）委員 その他のところでまとめてお話をすればいいのかなと思ったりもしな

がらおりましたけれども、せっかくの機会ですので、この（５）のところで質問、それか

ら意見を述べさせていただきたいと思います。 
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 １つは、先ほど児童養護施設を対象とした18歳といいますか、高校を卒業した子供た

ち、その後の20歳までですか、青山に設置したと。その入所にかかわっての何か、こうい

う場合には入所できるとか、そういうルールがあるのではないかなと思うのですが、その

辺を教えていただきたいと思いますし、かなりこの養護施設を退所して大学に行きたいけ

れども、やっぱり勤めながら学ぶことの厳しさというふうなことからあきらめている子供

たちもたくさんいるのではないかなと思うのですね。そうしたときに、先ほどルールの話

をしましたけれども、その辺のルールがどうなっているのか、どうしても大事にしていか

なければならない、その子供たちが学ぶ場をつくっていかなければいけないのだろうと思

うのです。そうではなくても、そういう状態の中で育った子供たちは学力が低いというこ

とが既に統計で出ていますよね。そういったことも踏まえて教えていただきたいというふ

うに思います。 

 それから、２点目はこの虐待にかかわってなのですが、実態調査からすると明らかに、実

母57％、こういう数字が出ていますね。そうしますと、当然虐待のリスク要因を抱える要

支援家庭というのは、この実母の家庭と言ったらいいでしょうか、先ほど継父とか同居の

男性とかという説明がございましたけれども、確かに継父とか同居の男性というのは新聞

紙上とか、日報社の監査の方もいらしてございますが、そういうマスコミ等で事件化した

ものについては、そういう継父とか同居の男性というのが多いのだろうと思うのですけれ

ども、事件化しないものが多いのがどうしてもその実母だと思うのですね。ですから、そ

このところをきちっと把握するような見守り体制の充実ということが非常に大事な部分で

はないのかなというふうに思ったので、質問とご意見を申し述べさせていただきました。よ

ろしくお願いします。ありがとうございました。 

〇桑島委員長 それでは、どうぞ。 

〇奥寺児童家庭課総括課長 ありがとうございました。まず、自立援助ホームの関係でご

ざいます。具体的には愛称をステップという名前でスタートしてございます。和光学園の

近くに開設しておりまして、従来下宿さんみたいだった、そうしたところを改修してそれ

ぞれ１人部屋を用意して、個室を用意して、食事なんかは一緒にとるというようなシステ

ムでございます。基本的に中卒者もそんなには想定はされませんが、やはり現実に高校に

行かないとなると施設を退所せざるを得ないということになりますので、そういった場合

も想定して、一番多いのはやはり18で高校を卒業してというパターンだと思いますけれど

も、基本的にはやはり就職して自立する意欲をしっかり持っているというのが一番大きく
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前提としております。だけれどもなかなか、現実には就職はしたのだけれどもつまずいて

しまうとか、そういった例も非常に実は多いということで、施設を出てしまうともうそこ

でアフターケアがなかなか及ばないというのが実態でございますので、それで少なくとも

１年間ないし２年間ぐらいはそこに指導員もいますので、寝るところも一緒ですので、朝

晩顔を合わせるという中でアドバイスをする。必要であれば指導員が職場まで行って一緒

になってお願いしたり、あるいはいろんな書いたりするようなそういったののアドバイス

をする、指導するみたいなところで少し、最初のホップステップのところのいわゆる後押

しをするといいますか、そういった質だというふうにとらえてもらっていいかと思いま

す。あとは、今回は食費込みで３万円一応負担金を出してもらうという格好にしています

ので、そこら辺のやっぱり工面なんかも考えた上で、アルバイトでも、あるいはそういっ

た職場でもいいですが、やっぱりそういったところをちゃんと手当てしながら、そういっ

たところを探しながら、そして自分で３万円を負担しながらというような、そういった想

定をしております。今回３月１日のスタートで２人ということで、なかなか余り、定員６

人の部屋を用意していますけれども、すぐにはいっぱいにならないのですが、少しずつふ

やしていきながら、何とか何人でもスムーズな社会生活に入っていけるような、そういっ

た後押しをする、そういったふうな考え方で運営していこうと思ってございます。 

 それから、２つ目の虐待の一番の多いのは、もちろん後ろにありましたとおり実母とい

うことでございまして、現実にはそれへの対応状況、例えば児童相談所でもその300件近い

対応をしてございますが、現実的に結果、対応状況として一番多いのはアドバイス、助言

指導という格好で、恐らくお母さんに対してちゃんと子育てのアドバイスとかなんかをし

ながら、それほど重篤な事態に至らずに助言指導で済んでいるというのが大体47％ぐらい

ありますので、かなりの部分がそれぐらいで済んでいるというようなことでございます。要

支援ケース、もう少し言葉を正確に言うとハイリスクのケース、リスクが高い、要するに

危ないケースとして要支援家庭というのがやっぱりあるのかなということで、例えば最近

まとめられました人口統計で警察庁が発表したのですけれども、昨年１年間でいわゆる警

察のほうで事件化した、ということはやはり傷害とか、場合によっては、本当にまれです

が、死亡事件なんかもありますが、それで検挙、逮捕したケースがやはり300件近く、全国

ですね、あるのですが、それのやっぱり４割ぐらいが実は継父、養父、それから同居の男

というあたりが多いという、やっぱり統計的にも先生ご指摘をいただいたマスコミ報道な

んかでもそういったのがばあっと出てくるものですから、やはりそういった報道にあると
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おりかなというようなことで、例えば昨年岩手県内でも１件だけ警察の逮捕案件があった

わけです。県南のほうでしたけれども。これもやはり継父による暴力ということでありま

したので、そういった意味ではハイリスクであるのは間違いないのかなというようなこと

で、そこら辺はやっぱり周りからのちょっとケアしながら、ご本人たちも困っている場合

も多いだろうと思います。どういうふうに子供に接したらいいかわからないとか、つい手

を上げてしまうとか、そういったところもケアしながら、重篤な事態になる前に早目に発

見して予防してという趣旨で、そういった要支援家庭を早期に把握してと、見守っていこ

うという、そういったことで今回ここに記載してもらったという趣旨でございます。 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。そのほかにございませんでしょうか。 

 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６の自殺対策

についてでございます。事務局より説明を願います。 

〇朽木障がい保健福祉課総括課長 それでは、本県における自殺対策についてご説明を申

し上げます。資料は資料№６と、それからＡ４、１枚物で、来週金曜日に予定してござい

ます「いのちとこころ心を支えるいわてフォーラム」の開催要領という資料がお手元に行

っていると思います。では、これを使いまして説明をさせていただきます。座って説明し

ます。 

 まず、資料№６のⅠ、自殺の状況等というところをごらんいただきたいと思います。１

に人口動態統計による岩手県の自殺者数及び自殺死亡率、厚生労働省の統計でございます

が、それから２番目としては警察庁自殺統計による岩手県の自殺者数、２つの統計があり

ます。厚生労働省の人口動態統計につきましては、いわゆる自殺をされた方の住所地をも

とに計上している統計でございまして、警察庁の自殺統計につきましては発見された地

域、そこでもって計上している統計でございます。ですので、この３月に警察庁の統計が

発表されたのですけれども、一番多いのは山梨県、樹海を抱えている山梨県が全国ワース

トワンということになってございます。これとはまたちょっと違った形で６月ごろ、いわ

ゆる岩手県民、岩手県内に住所地を置く方々の自殺の統計が出てくるということでござい

ます。それを少し冒頭説明をさせていただいて、説明に入りたいと思います。 

 まず、人口動態統計による岩手県の自殺者数の表をごらんいただきたいと思います。平

成15年以前の数値は資料にはございませんけれども、平成15年に527人という数字になって

ございまして、これがピークでございます。岩手県のピークになります。その後減少傾向

にありましたが、一転平成20年、21年とまた若干ふえてございます。平成21年は459人と前
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年を５人上回って、自殺死亡率も34.4人と全国でワースト３位となってございまして、依

然として全国の中でも高い水準で推移をしてございます。 

 次に、２番目の警察庁自殺統計による岩手県の自殺者数の表をごらんいただきたいと思

いますが、先般警察庁が公表した自殺者数、速報値でございますけれども、平成22年の自

殺の状況では467人、前年の平成21年の512人に比較して45人の減少となってございます。こ

れは、自殺が急増した、これは全国的にも岩手県もそうなのでございますが、平成10年と

いうのが非常に大きくふえた時期でございます。この表には平成15年からの表しかないわ

けですけれども、全国的にも平成10年から３万人台に突入をし、岩手県でもそれまで300人

台だったものが500人の数を数えるような形になって、以降500人、400人のあたりを行った

り来たりしているというような状況になってございます。この平成10年以降の警察の自殺

統計を見ても、22年が最少でございます。一番少ない自殺者数となってございます。 

 次に、表の②でございますけれども、自殺者総数と性別の状況でございますが、男性と

女性の割合はおおむね男性２、女性１、２対１の割合で、この割合は従前どおりの傾向と

なってございます。なお、平成22年は男性が304名で54名の減少、一方で女性が163名で９

名の増加ということになってございます。 

 次に、２ページをごらんいただきたいと思います。表③の年齢別自殺者数の状況でござ

いますけれども、平成22年の欄をごらんください。年齢別では50歳台が92人、次いで40歳

台が71人、70歳台が69人となってございまして、最近の傾向としては従前どおりの傾向で

ある高齢者の自殺者数が多いということに加えまして、中高年の働き盛り世代に増加傾向

が見受けられるところでございます。 

 続きまして、県における自殺対策の基本方針についてでありますが、まず１、取り組み

の柱立てでございますけれども、県ではこれまで平成18年に49の関係機関、団体で構成す

る岩手県自殺対策推進協議会を設置しております。同年策定をいたしました自殺対策アク

ションプランに基づく官民一体となった取り組みを推進してきたところでございます。今

後市町村や民間団体と密接に連携した取り組みをさらに強化することとしております。ま

た、県民一人一人が自殺対策に参画する県民運動的な取り組みを進めたいと、こういうこ

とでございます。 

 また、お手元にある今月18日開催する「いのちとこころを支えるいわてフォーラム」を

契機として機運の醸成を図っていきたいと、県民運動として取り組みを進めていきたいと

いうふうに思ってございます。 
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 そのためには、現在策定中である新たな岩手県自殺対策アクションプランに基づきまし

て、関係機関、関係団体と密接に協力しながら、地域ごとの特性、またそれぞれの取り組

み状況に応じたきめ細やかな施策を推進することを取り組みの柱立てとしているところで

ございます。 

 次に、２の事業実施の考え方についてでございますけれども、本県の自殺対策をさらに

実効性のある取り組みとするため、性別、年齢別、地域別、要因、動機などのさまざまな

自殺の分析を行い、その分析結果等を踏まえた対策を展開することが重要だと考えており

ます。県の自殺対策推進協議会に設置をされておりますが、専門家や実務者等で構成され

ました自殺対策学究委員会、また自殺対策事業委員会、こういった専門委員会を活用して

自殺原因や対応方策、それらを反映した事業計画、実施効果等に関する検討を行いたいと

考えてございます。 

 また、自殺対策に係る取り組みを自殺の正しい知識の普及啓発などの一次予防、それか

らハイリスク者対策や自死遺族支援などの三次予防までの各段階の視点で整理しながら体

系化するとともに、県、市町村、関係機関、団体等のそれぞれの取り組み、また連携によ

る取り組み、これらを明確にしまして効果的な事業展開が図られるように努めることとし

てございます。こうした考え方をもとにしまして、これまで取り組んでいる、広く県民全

体を対象とした普及啓発事業に加えまして、ハイリスク値、自殺の多発地域でございます

ね。また、自殺のリスクの高い自殺未遂者などのハイリスク者対策、こういったものを自

殺基金を活用しながら取り組んでいきたいというふうに思ってございます。 

 資料の３ページをごらんいただきたいと思います。平成23年度における県・市町村の主

要な取り組みについてでございますけれども、まず全県的な取り組み事項といたしまして

は、新年度早々に自殺対策を全庁的、県庁の部局横断的な取り組みとするために、知事を

本部長とする自殺総合対策本部を設置するとともに、自殺対策を専門に担当する特命課長

の配置、担当職員１名を増員して３名の専門チームによりまして、自殺対策の推進体制を

強化したいと考えてございます。自殺対策の推進体制の整備、充実に加えまして、引き続

き自殺の基金を活用した自殺対策緊急強化事業によって、市町村、関係機関、団体等への

支援をきめ細かく行っていきたいと思っております。その他さまざまな分野における相談

窓口の全県的なネットワークの構築、自殺予防情報センターの情報発信に積極的に取り組

んでいきたいと思っております。 

 次に、（２）保健医療圏別の事項といたしましては、自殺のハイリスク者対策として、自
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殺未遂者の再度の自殺等を防ぐ取り組みや、ハイリスク者に対する手厚い見守りを行う仕

組みの検討と構築、またそれぞれの地域の実情に合わせた久慈モデルの波及促進、一般医

と精神科医の連携の仕組みの構築、三次予防対策としての自死遺族支援、自殺対策の担い

手となる人材養成に来年度は重点的に取り組むこととしてございます。 

 資料４ページをお開きいただきたいと思います。最後に、市町村に対しましてでござい

ますけれども、各役場内に自殺対策の推進組織の設置をすること、また自殺基金の活用に

よる自殺対策緊急強化事業への積極的な取り組み、それぞれの地域における自殺対策関連

窓口のネットワーク化、身近な地域住民に対するうつスクリーニングの実施と、そのフォ

ローを要する住民への見守り体制の仕組みづくり、これらについて自殺対策を市町村みず

からの地域課題として積極的に取り組むように市町村にも要請しているところでございま

す。 

 以上で自殺対策の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、ただいまの説明につきまして、ご質

問、ご意見等ございましたらお願いをいたします。ございませんか。 

 

１０ その他 

 

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10のその他に入ります

が、事務局のほうでは何かその他ございますか。 

〇石田企画課長 特にございません。 

〇桑島委員長 それでは、事務局は特にないそうでございますが、委員の皆様から、どう

ぞ。 

〇高橋（修）委員 １つ事務局にお願いしたかったのは、きょうの社会福祉審議会につい

て委員長さんから先ほどごあいさつの中で、審議会条例第何条というふうな話をいただき

ましたが、新しい委員としての私はこの審議会条例そのものがよくわからないですね。当

然うちのほうの団体の事務局に来ているのだろうと思いますが、私のほうにまでその条例

が来ていなかったものですから、できればこういう審議会条例の、一番最初の会議のとき

には条例、そんなに厚いはずはございませんので、配付していただければよかったかな、そ

んな思いで１つおります。 

 それから、２つ目ですが、先ほど学童クラブの助成等についての予算措置についてお話
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を伺いましたが、今学童クラブで１つ課題になっているのは、これは多くの学童クラブが

すべてそうだということではなくて、ある学童クラブなわけですが、何人から何人までだ

とどのくらいの補助だというふうなルールがありますよね。これは学童に限らないのです

が、福祉関係の昔で言う作業所だっていわゆる何人以上、何人だとどうだというところの

ルールがどうしても必要になってきます。いつも悩むのは、そのルールからちょっと外れ

た場合大変、それぞれ学童クラブにしても、福祉施設にしてもいわゆる補助が十分に入ら

ないために何とか、変な言葉で言うと水増ししなければいけないのかなって、誤解しない

でください、私はしているというつもりではございません。そこの谷間のところがどうし

たらいいのかなと、私もわかりません。大変ご苦労なさっているそれぞれの施設があるの

だなというようなことをご理解いただけければというふうに思います。 

 あわせて、同じようなケースだと思うのですが、例えば医療機関がございますね。きょ

う医師会の副会長さんおいでになっていらっしゃいますが、例えば精神のほうで緊急に診

察が必要だといったときに、いわゆる精神科救急センターではなくて最初はかかりつけ医

というふうなことなわけですから、かかりつけ医のほうにご連絡申し上げて何とか診てく

れないかと言うと、きょうはだれそれさんの診察日ではないので対応できません。その後

が気になるのですが、保護者はその方の入院を希望されますか、入院を希望しませんか

と、こう来たと言うのですね。入院しますと言うと、では緊急に診察しますからおいでく

ださい。入院させたくありませんと言うと、大変忙しくて対応できかねます。こういうふ

うな病院といいますか、クリニックの対応だというふうなケースがあったのですね。これ

も言ってみれば事業としての病院あるいはクリニックのそういう制度的な流れの中で、入

院だと何となく受けて、いわゆるその病院という事業をよりいい方向に持っていこうとい

うふうな、悪く解釈すればそんなケースが寄せられてくるのですね。ですから、ちょっと

その辺のところが、事業としての施設あるいは病院、もう一つは人を育てる、人を大事に

する、命を大事にする、そういう物の考え方から来る対応の仕方、ちょっとその辺がある

のかなというような思いが１つしてございます。 

 それから、最後になりますが、大変障がい者プランとか、あるいはいろんな対策等を策

定していただいてありがたいわけでありますが、いろんな数値的な実態のみならず現場の

実態を見ていただくような、私ども審議会委員もそうなのですが、現場の実態を、上がっ

てきた数字だけではなくて実際その施設なり、病院なり、患者の様子なり、そういうのを

見る機会というものが必要ではないのか。そういう現場の実態を見た上で数値をとらえな
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がら、ではどういう対策をとればいいのかというふうなことになっていくのかなと、そん

な思いをしているところであります。 

 済みません、以上でございます。 

〇桑島委員長 それでは、事務局のほうからお願いをいたしますが、条例関係は後で善処

してください。 

〇朽木障がい保健福祉課総括課長 最後の障がい者プランのことのご意見をいただきまし

たので、担当課としてはもちろんさまざま現状分析するときに数字を求めたりいたします

けれども、もちろん現場でどのようなことになっておるのか、あるいは現場でご家族の

方、当事者の方がどんな思いで、どんな苦労をされて、どんな生活のしづらさがあって暮

らされているのか、どんな支援があればより生き生きと暮らしていけるのかといったよう

なことは、やっぱり施設現場を見たり、また家族会の方々とお話し合いをしたり、当事者

とお話をしたり、そういったことから的確な対策というのは出てくると思いますので、高

橋委員さんに言われたように、担当課としては引き続き現場を最大重要視して、計画の実

現に向けた努力をしていきたいというふうに思ってございます。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇奥寺児童家庭課総括課長 学童保育、いわゆる放課後児童クラブと申しておりますけれ

ども、それの関係であったかと思います。国からの補助対象は10人以上というような、一

応そういうふうな区切りにして、さらにそれで拾えないところ、５人から９人、ここは今

県の単独で補助をするというような体制にしておりまして、そうなると４人までのところ

というところが本当に数カ所あるぐらいというふうな、今の私どものとらえ方で、そこら

辺は４人までとなると本当に小規模で、毎日開設するのかどうかもちょっと違うこともあ

るかと思いますので、まず５人からのところで県の担当としては拾っている状況にござい

ます。 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。 

 どうぞ、野口さん。 

〇野口委員 私は、具体的な話ではないのだけれども、いろいろ審議会とか協議会とかか

かわることがあって、いつも苦言は申し述べているのですが、１時半に始まって３時過ぎ

までこういう審議会やって、そのうちの98％までは県の皆さんの長々とした説明なのです

ね。これではせっかくたくさんの、しかも現場の声をわかっている委員の皆さんがおられ

るのに、それを述べないままに終わるわけですよ。資料を事前に配付しているのですか
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ら、説明は二、三分で終わったらいかがでしょうか。皆さんが一生懸命仕事されているの

は私はわかるのだけれども、もう少しその会議の持ち方、ありようとして、県議会もこん

なふうに今でもやっているのかもしれないけれども、私はその１点だけです。その苦言を

申し述べて、以上です。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。いずれ今後事務局としてもお考えをいただくと。 

 はい、どうぞ。 

〇根子副部長 今のお話でございましたけれども、やはり事前に資料をお配りしていると

いうことであれば説明は簡潔に、そのとおりだと思います。できるだけ私どもも意を尽く

してわかっていただきたいという部分もあったわけですけれども、長過ぎたなというのは

非常に反省している次第でございます。今後いずれ今のご意見を踏まえまして、審議会等

のその運営につきましては十分配慮してまいりたいというふうに思っております。 

 それから、あと先ほどいわゆるプラン等の策定の際にやっぱり現場を見るべきだという

お話ございました。当然実際の現場を見た中でいろんなその課題等も当然わかるかなと思

いますので、そういうことについても今後いずれ十分配慮してまいりたいと思っておりま

す。 

〇桑島委員長 そのほかございませんでしょうか。 

 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は終了といたしま

す。ご協力ありがとうございました。 

〇千葉保健福祉部長 それでは、済みません最後に、私からちょっと本日の御礼と、今後

の運営についてもちょっと一言触れさせていただきたいと思います。 

 まずは、きょうは本当に改選後の１回目ということで大変ありがとうございました。い

ずれ今後、先ほどいろいろとご指摘もいただきましたので、いろいろと検討してまいりた

いと思っております。ただ、この審議会、社会福祉審議会は当部の審議会の中でも、正直

言いまして一番基本となる審議会でございまして、いろんなこの法律等で定めている審議

会が当部で、いろんな細かいそれぞれの所掌ございます。したがいまして、その辺の個々

の業務を所掌しております審議会、協議会とそこを整理した上で、ここで特にこの審議

会、きょう条例を出していないで申しわけないですけれども、条例の所属事項でいきます

と非常に広範でございまして、平たく言えば社会福祉に関することすべてがこの審議会に

かかってくる話になります。したがいまして、その辺のところ他の個々の課題をテーマに

した協議会との課題とか、所掌事務との関係をちょっと整理させていただいて、そうしま
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せんと本当におっしゃるように何時間あっても足りないというのはそのとおりでございま

すので、その辺を私ども少し検討をさせていただきたいと思っております。いずれ次の機

会からはいろいろとご意見をちょうだいしたいと思っておりますし、特にきょう最後に申

し上げました自殺対策、これは来年度私どもとしてもぜひ力を入れてやっていきたいと思

っておりますので、関係方面の皆様方にもさまざまな立場でご協力を賜りたいと思います

ので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 きょうはまことにありがとうございました。 

 

１１ 閉  会 

 

〇石田企画調整課長 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

ます。これをもちまして岩手県社会福祉審議会を閉会させていただきます。ありがとうご

ざいました。 


