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平成２４年度第２回岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会会議録 

 

１ 開催日時 

  平成 25年３月 18日（月）午後１時 30分～３時 45分まで 

 

２ 開催場所 

岩手県庁 12階特別会議室 

  盛岡市内丸 10番１号 

   

３ 出席者 

 【委員】（５０音順） 

   伊 藤 悦 子 委員     海 沼   茂 委員 

   木 村 宗 孝 委員     佐々木 カ ツ 委員 

   佐 藤 芳 郎 委員     鈴 木 佐知子 委員 

   関  りゅう子 委員     髙 橋 敏 彦 委員（代理：八重樫 隆志 氏） 

   竹 村 祥 子 委員     長 澤   茂 委員 

   平 賀 喜代美 委員     藤 原 誠 一 委員 

   細 江 達 郎 委員     前 川 秀 憲 委員 

   丸 木 久 忠 委員     八 幡 博 文 委員 

   山 内 二三男 委員     山 本 賢 一 委員 

渡 辺   均 委員（代理：野田 信雄 氏） 

 

 【県側出席者】 

   小田島保健福祉部長 鈴木長寿社会課総括課長 稲葉高齢福祉担当課長 

   藤原介護福祉担当課長 武蔵主任主査 西野主任主査 長寿社会課職員 

 

４ 開会 

  〈会議成立報告：委員 19名中 19名の出席〉 

 

５ あいさつ 

  小田島保健福祉部長 

 

６ 議事要旨 

報告事項 

（１）被災地における要介護高齢者の状況及び介護人材の確保・育成について 

（資料№１ 説明者 藤原介護福祉担当課長） 

事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 
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（野田委員代理） 

  介護人材確保事業が実施されるということで期待していますが、これは平成 25 年度だけ

で終わる予定なのか、継続も考えているのでしょうか。 

 

（鈴木総括課長） 

  「介護人材確保事業」及び「介護職員育成・定着促進事業」についてはできれば継続した

いと考えておりますが、「介護人材確保事業」の大部分は平成 25 年度を中心にと考えており

ます。事業費２千４百万円の財源の多くは震災復興の基金を活用することとしております。

介護事業者の方々が経営の質を高めていく等自らが努力するべきところですが、そのきっか

けとなるように、例えば「労働環境整備・改善セミナー」については、６月から 12 月まで

県央部及び被災地で延べ 14回開催することとしております。介護関係のセミナーというと、

介護技術のスキルアップなどの内容となりがちですが、それだけでなく、コンプライアンス、

労務管理、企業・法人経営にはどんなことが大事なのか、また、栄養面まで含めて幅広く、

国内の一流講師を迎えて実施いたします。また、ゼロ予算事業で「コミュニティ形成事業」

を考えており、セミナー参加者による勉強会を開催し、セミナーをただ受けただけでなく、

平成 26 年度にも繋がるようにと考えております。資料６ページの「介護人材確保事業キッ

クオフイベント」、「労働環境整備・改善セミナー」、「コミュニティ形成事業」及び「『介護の

仕事』魅力発信事業」は平成 25 年度を中心とした事業となります。 

 

（八幡委員） 

  「介護人材確保事業」は平成 25 年度を中心にということですが、私どももいろいろ相談

事業を行っております。働いている方々からの相談がもちろんありますが、介護施設を経営

している方からの相談もあり、労務管理等についてよく理解しないまま経営している方もい

らっしゃいます。もともと介護事業を行っていなかった新規参入の方に多い。特に「労働環

境整備・改善セミナー」では、経営者にきちんと労働基準法等に則って働いている方々の環

境を良くする取組を促すことにより良い循環になると思う。それがちょっとでも狂うと負の

スパイラルとなる。 

  セミナーの内容はどうのようなものを考えているかお聞きしたい。 

 

（鈴木総括課長） 

  まさに委員ご指摘のとおりで、このセミナーはどちらかというと経営者層にフォーカスを

当てていますが、介護従事者の方が聴いても十分参考になるような内容で考えております。 

  介護業界のコンサルティング、労務管理などで有名な小濱道博先生などによる労務管理、

マネジメント、栄養関係、コーチング等１回から７回まで通して聴いてもためになるし、そ

れぞれ、例えば自身が弱いと感じている「労務管理」あるいは「介護技術」を中心に聴きた

いというのであれば、スポット的に聴いても参考になるような内容とし、通して聴けばなお

力が身につき、それぞれの部分を聴いても身に付くような方法で、現在内々にコンサルティ

ング業者と調整中ですが、委員からご指摘のあった内容についても充実に努めていきたいと

思っております。 
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  なお、キックオフイベントについては、５月 11 日土曜日の午後に予定しておりますが、

会場については盛岡市内で調整中です。基調講演をマーケティングで有名な神田昌典氏にお

願いしております。県内被災地で介護事業を経営している方々を含めて、パネルディスカッ

ションなど機運を盛り上げ、大げさに言えば岩手から介護のスキルアップあるいは元気な姿

を発信し、できれば若者で、被災地岩手を応援したいという方々にも声が届くような形で進

めていきたいと考えております。 

 

（佐藤委員） 

  資料６ページの５番に介護事業所のＩＴ活用を促進するため、セミナーを開催するとあり

ますが、介護の分野でのＩＴの活用の仕方がまだまだ下手であるというようなこととともに、

中国等にも今後高齢化の波が押し寄せるであろうから、介護分野でのＩＴ活用の事例・実績

を積み重ねておくべき旨を何かの本で読んだことがあります。 

実際、介護の事業所でＩＴはどのように活用されていくべきものなのか。ＩＴを活用する

側と、介護を受ける側でＩＴ技術というのはどのように関係するものなのかよくわからない。

成功事例を紹介するセミナーの開催は大変結構だと思いますが、もっと幅広く、今後、どの

ようなスケジュールで実施していく考えなのかお伺いしたい。 

 

（鈴木総括課長） 

  介護事業者には、広域型特別養護老人ホームを経営しているような大きい社会福祉法人も

ありますが、多くはデイサービスやヘルパー事業所といった比較的規模の小さい事業所が多

い実態です。そういった背景かどうか、ホームページを持っている事業所はあまり多くあり

ません。あるいは持っていて１年も２年も更新されない状況にあるといわれております。関

係の協会・団体の方々からも、そのような状況にあると聞いております。 

先ほど、藤原介護福祉担当課長からもご説明しましたが、最近の若者はスマートフォンな

どを活用し、ホームページから情報収集しております。 

そういった状況から、ホームページの作り方、ユーチューブなどの無料動画サイトを活用

してどのように見せるかなど、ただ募集というのではなく、「うちの介護事業所のヘルパーは

こんな形で充実感を持って働いています」といった形で、情報発信の仕方としてＩＴを使う

ことについて覚えていただくものとなります。 

その情報発信の仕方、とりわけ動画等を活用した魅力ある情報をどのように発信するか等

について、情報発信ＩＴ活用促進事業を活用し広めていきたいと考えております。 

 

（丸木委員） 

  被災地では、応急仮設住宅等の環境下において、認知症の方がかなり増えていると我々は

捉えています。要介護高齢者の状況についての報告の中では県全体と沿岸部を比較して大き

く増加している部分は見られないとのことですが、釜石でも震災で高齢者の方々が亡くなり

一時的に高齢化率が低下しました。亡くなった方々の中にも要介護認定を受けていた方もか

なりたくさんいたと思いますが、今回の報告には要介護認定を受けていた方で亡くなった方

の数も反映されているのでしょうか。 
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（鈴木総括課長） 

  資料２ページの（３）の平成 24 年 12 月の要介護認定率（要介護認定者数／第１号被保険

者数）ですが、被災・津波でお亡くなりになった方、あるいはいろいろな事情で他県、他市

町村に移動した方を除いた高齢者のうち新規認定等が何件あったということで、そうした状

況を考慮したうえでも被災地も全県と同様の状況となっております。 

  平成 23 年に新規認定率が内陸約 10 パーセントに対して沿岸部約 20 パーセントと倍に 

なっておりますが、これは明らかに応急仮設住宅あるいは避難所において負担の大きい生活

を送られたとか、逆に大船渡市ではそういった状況になることを懸念した保健師を中心に、

認定申請を勧奨したということもあると聞いております。 

  要介護認定者の認定率自体は、現在、内陸と沿岸部に大きな差はありません。その中で認

知症の方について詳しくは分析しておりませんが、傾向としていえるのは、要支援や要介護

１の比較的軽度の方が増えてきているので、平成 23 年度の比較的早い時期から、できるだ

け要支援や要介護にならないような取組を公益財団法人いきいき岩手支援財団が運営する県

高齢者総合支援センターの支援なども得ながら実施しておりますが、今いったとおり、軽度

の方がまた増え始めています。ここに介護予防の取組をきっちりしないと、どんどん要介護

１、要介護２の方が増えていくと懸念しており、引き続き介護予防の取組に力を入れていく

こととしております。 

 

 （細江会長） 

    いろいろな施策を行っても、参加者の固定化や男性の参加率の低さが指摘されている。 

   参加しないのは仕方ないと考えずに、参加してもらうためにもう少し知恵を絞らなければい

けないと、今日改めて思った。予防というのは重要であり、参加してもらう工夫が必要であ

る。 

 

（２） 地域包括ケアの推進について 

   （資料№２ 説明者 稲葉高齢福祉担当課長） 

    事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

    

（野田委員代理） 

  地域包括ケアシステムを将来的には進めていかなければならないと思いますが、介護人材

不足、また医療関係では医師、看護師が足りない、そのほか社会福祉士も足りないといわれ

ているが、これから、子どもが少なくなるというところで、専門職を養成したいといっても

養成した看護師は東京、関東方面に引っ張られる。どのように専門職を養成していくのだろ

うと考えますが、いかがでしょうか。 

 

（鈴木総括課長） 

  生産年齢人口がどんどん減少する中、一方で要介護の高齢者が増える。介護福祉士、ヘル

パーがそれに比例して必要となるけれども、生産年齢人口数はなかなか増えないというとこ

ろで、先ほど説明した「介護人材確保事業」のように、介護の仕事はやりがいのある仕事だ
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と積極的に情報発信しながら、厳しい生産年齢人口の条件の中で、介護や看護の魅力発信を

してどんどん来ていただくのがひとつですし、不幸にして現在は仕事をしていないけれども、

何かやろうかといったときに、ただ資格を取得して頑張ってくださいでなく、働きながら介

護職員初任者の資格が取得できる仕組みだとか、介護福祉士養成校の卒業のタイミングに合

わせて福祉の魅力を発信しながら、うまくマッチングするように福祉人材センターを中心に

しながら回していくなど、ひとつの手立てだけではなく複合的に、考えられる課題を明らか

にしながら、特にも平成 25 年度は県がきっかけづくりをしながら進めていこう。何とか数

字に結びつけていきたいと思っております。 

 

（小田島部長） 

  少し補足をさせていただきますと、地域包括ケアの場合、先ほどご指摘がありましたとお

り、医療との連携が非常に大切だということで、今回のとりまとめの中にも医療と介護のネ

ットワークづくりの話をまとめさせていただいているところですが、医療人材の確保、これ

も非常に大きな問題でして、特に医師については奨学生制度、平成 20 年に新しい制度を創

って拡充しているところです。これが早ければ平成 28 年度あたりから卒業される方々が出

てくるということで、そういった奨学生制度を活用してきっちり配置していきたい。それか

ら、看護師も半分ぐらいは県外に就職されているという実態にあります、こういう方々の県

内定着の施策もいろいろ進めており、人材定着にも尽力をしてそういう方々とのネットワー

クを地域包括ケアの仕組みの中に盛り込んでやっていこうと考えておりますので、関係機関

の皆様方にもご協力いただきながら進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

します。 

 

（木村委員） 

  昨日も東京で医師会の在宅研修の地域包括ケアの話を聴いてきましたが、地域包括ケアと

いうのは関東の話であって、いわゆる、どこで亡くなるかという死に場所づくりなのです。 

施設がない、それと病院も少ないという関東の状況。戦後、集団就職で人を集めてしまっ

たために、関東近県に人口集中してしまった。そのために病院とかそういったものも全く少

ない状態で過ごしてきて、今までは良かったのだが、そのつけが今になってきたというのが

国の問題点としてあがっていて、それをどうするか、その亡くなる人たちが病院で亡くなる

には病院が少なすぎる。自宅で亡くなるには問題がある。そういったことで、その亡くなる

人たちをどこで円満に死なせるかというのが地域包括ケアの一番大事なところなのです。そ

れをやっていくと、家でもない、病院でもない、施設でもない、有料老人ホームとか、サー

ビス付き高齢者向け住宅とか、そういったものをつくってやっていくということになってい

くのですが、ただ、岩手県の場合は全国に先駆けて高齢者の数も多くなっていますし、とり

わけ山間部ですね、高齢化率 40 パーセントとかいっているところでも、そんなに大きな声

として上がってきていないのではないかと思っています。国が声を大きくして地域包括ケア、

包括ケアといっているのですが、高齢化を先進的に行っている岩手県で、そんなに大きな声

が上がっていないということは、これどうなのかなという疑問を感じながら会議で聴いてき

たのですけれども。はたして地域包括ケアが、僕も取り組んではみたのですが杞憂に終わる
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のではないかというところも、一部感じています。岩手県の高齢化率の高いところの状況の

検証をもう少ししてもらった方が、今後の状況について見えてくるのではないかと思ってい

るのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

 

（鈴木総括課長） 

  木村委員ご指摘のように、地域包括ケア、とりわけ高齢者の住まいの問題が、国を挙げて

問題視されているのは確かに東京、千葉、埼玉、神奈川などで、今後爆発的に高齢化が進む

ところでの住まいの問題を中心とした話ではありますが、一方、この地域包括ケアというの

は、全体的なお話をさせていただきますと、高齢者がどこに住んでいても安心して住み慣れ

たところで生活し続けることができる。そのための仕組みづくりというのが、定義の大前提

であります。岩手県でも、県立大学の調査等によりますと、４地域をピックアップしたサン

プリング調査ではありますが、特別養護老人ホームをひとつ例にとりますと、特別養護老人

ホームに入所したいと希望しているのは本人ではなく、７割は家族である。ということはや

っぱり大きい問題であろうと思います。そのためには、過疎地でなかなかサービスの効率性

が悪くて事業者が参入しにくいところに、どのようなコンパクトなサービスを 持ってきた

らいいのか、あるいは、その特別養護老人ホームを中心にしながら、地域の資源で医療サー

ビス、介護サービスをやっていくのですが、そうはいってもなかなか参入しない地域は、住

民も一緒になって、例えば見守りシステムをこうやろうかとか、そのような仕組を創ってい

かなければいけないと思っております。したがいまして、東京型の地域包括ケアではなくて、

どちらかというと過疎地域なども視野に入れながら、例えば西和賀の「雪つばきの里」とい

うＮＰＯ法人では、廃校を活用して住民主体の小規模多機能型居宅介護事業所を運営してお

ります。今は大丈夫だけれども、もっともっと過疎化して高齢化率が高くなると大変だと。

したがって、今のうちからそういう仕組みづくりをやろうというふうなところもあります。 

それから、医療と介護の連携では、「チームもりおか」あるいは「チームかまいし」あるい

は県立高田病院の石木先生、あるいは藤沢病院の佐藤先生、もちろん盛岡地区では木村先生

のところでもそうですけれども、モデル的な取組があります。それらを参考にしながら、岩

手でも都会型、あるいは田舎型とでもいいますか過疎型、それぞれどんな仕組みがあればい

いのかということを、平成 25 年度前半に、市町村それから地域包括支援センターの詳細調

査をしまして、なぜできていないのかというのを責めるのではなく、その要因、背景を捉え

たうえで、県としてどういう支援をしていけば良いのかを明らかにしながらロードマップと

して示していこうと考えている段階です。 

 

（山本委員） 

  私の町には県立病院があり、県立病院を中心に医療と介護・福祉を連携してやっておりま

す。ただ、うちは恵まれているのですが、町村全体から申し上げますと、各市町村で病院を

持っているところと、医療過疎と申しますか病院がないところの格差が非常に大きいと  

思っております。そういった意味でいろいろな民間の医療機関、それから県立病院、それか

ら各市町村の病院との格差の是正と申しますか、取り組み方の課題が大きいのかなと思って

おります。 
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基本的には高齢者の方は在宅と申しますか家で終生過ごし、死を迎えるというのが理想だ

と思いますし、高齢者の方々は口々にそういうことを申します。そういったことで、私はで

きるだけ在宅で過ごせるようないろいろな施策をしておりますが、特に配食事業ですね、高

齢者、特に一人暮らしになりますと食生活がかなり不規則になります。そういうことで、見

守りを兼ねて配食サービスをやっておりますけれども、できる限り在宅で過ごせるような施

策が大切かなと思っております。 

 

（３） 次期岩手県保健医療計画（認知症関係）について 

     （資料№３－１、３－２ 説明者 稲葉高齢福祉担当課長） 

      事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

   

  （平賀委員） 

    詳しいことはわからないのですけれども、私たち地域に住んでいると、本当に近くの方た

ちが、「ちょっとおかしいんじゃないの」とか、「あの人認知症になっているんじゃないかし

ら」という会話がこのごろすごく多いです。その時に「家族の方がいればその方に言った方

がいいんじゃない」とか、誰もいいたくはないんです。家族が気付かずにいる。なぜかとい

うと共稼ぎで若い人は日中ほとんどいないということもあって、一人暮らしの方たちもいま

すので、そういうときには「親戚の方にいった方がいいんじゃないかしら」とかいろいろな

話がでるのですが、なかなかそれがうまく伝わっていかない。「民生委員の方にお願いしてち

ょっと中に入ってもらおうかしら」とかいろいろ考えると民生委員が認知症までやるのかと

いった話題にもなりますし、地域としては誰かがお節介を焼きながらその方を見守らなけれ

ばいけないのでないかという話になるのですが、私たちも本当にこの方が認知症なのかどう

なのか、でもおかしいよね、というのはわかるけれども判定はできないものですから、病院

にまず行ってみてというお話をするしかないんだと。そのあたりが今、地域の中でもどの程

度どうしたらいいのかというので、実をいうと困っています。でも、大分もの忘れがひどく

てお家に帰るのを忘れる方もいたり、長靴と靴と半分ずつ履いたりと見るからにおかしいと

いう方もでてきていますので、一般の私たちもどうそういうことに応援したたら良いかとい

うのを知りたいと思っているところです。 

    それから、会員の中には仕事を辞めた 60 代、70 代の婦人たちがたくさんいるのですけれ

ども、その方たちが、「私たちもまだ今元気だから何かお手伝いしたい」、例えば、「特別養護

老人ホームでもどこかに行って、半分ボランティアでもいいし、全部ボランティアでもいい

けれども何かお手伝いできることはないかしら、でも資格も何にもない、でも私たちが歳を

とったときにはお世話になりたいし」そういう話題がすごくでています。60～70 代の元気な

方たちを高齢者対策の中に組入れられるものがあったらいいという希望の意見です。 

 

（鈴木総括課長） 

    まず、認知症というのはどういうことなのだろうとか、どういう症状、行動をとった場合

認知症かなということについて、理解を得るようにということで、普及啓発事業として認知

症キャラバン・メイト養成研修とか、認知症サポーター養成講座、特に岩手県の特徴として
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は、小学校、中学校、あるいは高等学校で「孫世代のための認知症講座」を実施しておりま

す。それから委員ご指摘のように、そうはいっても地域ではなかなか声をかけにくいし、ど

うしたらいいのだろうというところですが、先進事例を集めて、例えばこのような取組があ

りますよとこれからご紹介していこうと思っております。 

例えば、県内でも奥州市水沢区の桜屋敷東町内会というところは自治会単位で、認知症と

いうのは困った人ではなくて人生の先輩だから、町内会でも理解し合って支えようという動

きがございます。例えば、若いころ警察官だった人がお花が好きで、認知症になって花泥棒

みたいにポンポンととって歩いて、そのあとを奥さんが追いかけて歩いて、「こうこうこうな

んです、すみません。」みたいなのをやっていたのを、町内会では警察官当時大変お世話にな

ったということで、北日本銀行のギャラリーを使って、その人が若いときに撮りためた写真

を貼って、パネル展をやっているという取組。それから少し離れますが九州の福岡県大牟田

市では、認知症の疑似体験で認知症高齢者の役になってもらい、天気が良いのに傘をさして、

暑いのにコートを着て歩いて、それを地域の人が声掛けして支えていくような取組をここ 10

年間やってきて、中・高生まで含めてそういった訓練をして声掛けをしたり、実際に徘徊し

ていた人をちょっとおかしいのではないかということで、地域包括支援センターに連絡が 

いって早めに見つかったというような取組もございます。 

そうした先進的に取り組んでいる事例を、県としても積極的に紹介したり。資料№３－１

の９ページの最後のコラムにも書いてありますが、盛岡信用金庫さんはずいぶん前から認知

症サポーター養成事業に企業として取り組んでいただいておりまして、これからは 65 歳以

上の 10 パーセントが認知症であるということですので、言い換えればお年寄りの 10 パーセ

ント、１割を超えるお客様がそういう方々ですので、そういうお客様が来てもちゃんと対応

できるようにしようというような事業などもやっております。 

    それから、地域支援事業の介護予防の取組の中で、介護予防支援ボランティアというので、

先ほどおっしゃっていたように 60 歳で定年になって、あるいは子育てが終わってある程度

時間があり、そうしたお手伝いをしたいけれども何かできないだろうかというものを後押し

する事業です。残念ながら本県ではまだ取り組んでいるところがなくて、先日の地域包括支

援センターの関係の会議の時に市町村にご紹介しました。東京の稲城市というところが先進

的に取り組んでいるのですが、例えばそういうふうな取組を、国とか県の補助を受けながら

やれますよというご紹介などもしておりますが、まだまだこちらからの情報発信も十分でな

いと考えておりますので、積極的に情報発信にも努めていきたいと考えております。 

 

  （竹村委員） 

    資料№３－１の８ページの関連イメージ図というのはわかりやすくもあるのですが、イメ

ージですから詳しいところが見えないというところもあるのです。この中でもともと県職員

の中に保健師さんたちがいらっしゃると思うのですが、それで家庭訪問等はもちろんこれに

関わらず、もともとあった仕事だと思うのですけれども、介護と医療というふうに二つに分

かれて本人が真ん中にあってわかりやすい図にはなっているのだけれども、そもそも県職員

として保健師さんたちが行っているような事業というのは、この中のどこに位置付けられる

のか。家族が日中いないとか、家族はそうであってほしくないから状況が悪くなってもそう
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じゃないと考えしまうということも確かにあると思うのです。そういう中で、従来地域医療

を考えている保健師さんたちというのは、発見の一番の最前線にいるのではないか。お医者

さんの話は今お聞きして、ずいぶん進んでいるようですけれども、県職員としてあるいは市

町村職員としての保健師さんたちの活動というのは、どこに位置付くものなのでしょうか。 

 

  （鈴木総括課長） 

    少し遡った話になりますが、平成３年の福祉八法改正以降、福祉それから保健の仕事も県

から市町村にだいぶ権限移譲、事務移管が進んでおりまして、保健事業はほぼ市町村事業に

なっております。県にも確かに保健所があり保健師がおりますが、県の保健所でやっている

保健事業というのは、精神疾患とか、結核・感染症予防等でして、身近なところではほぼ市

町村の保健センターにいる保健師さんの関係になります。 

    ここの図には書いておりませんが、地域包括ケアのところで少しだけ触れさせていただき

ましたが、問題なのは認知症高齢者を含めて要介護の高齢者が、急性期病院に入院して何の

連絡もなく退院して、１週間後にケアマネジャーに連絡がつき、ようやく医療サービス・介

護サービスに結び付くということが問題としてあります。ここを、まだ詳しくは調整してい

ないのですが、県の保健師をコーディネート役にして、病院の看護師とケアマネジャーを結

びつけるようなコーディネート支援、退院・入院の瞬間から担当ケアマネジャーを探して、

お医者さんの手を煩わせないよう、看護師さんがお医者さんから情報を得て、その情報を得

た看護師さんが、退院した場合のケアマネジャーを想定して、そこと連絡を取るというよう

な連携コーディネートを保健師の地域包括ケアを進めるうえでの仕事にできないだろうかと

考えております。まだこれは実施段階の調整は進んでおりませんが、そういうことを考えて

おります。そのことはこの８ページのイメージ図には直接書かれておりませんが、県の保健

師の関わりということになりますと、現時点ではそういうことなどを考えているところです。 

 

（４） 平成 25年度長寿社会課主要施策について 

   （資料№４ 説明者 稲葉高齢福祉担当課長） 

    事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

 

（長澤委員） 

  総花的な話ですが、パブリックコメントで私もお送りした事項があったと思うのですけれ

ども、先ほど木村先生から都会型の少子・高齢化問題が、岩手県でどこまでどうなんだとい

うお話がありました。私も確かにそこのところを非常に気にして文書にしてお届けしたと思

うのですけれども、この 15 年で 41 万人、高齢者が５万人も増えるという言い方もあるし、

５万人しか増えないということだろうと思うのです。我々団塊の世代が今 37 万人ぐらいで

すね。それが昭和 100 年、平成 37 年。これが増えて 41 万人くらいになるということですか

ら。しかも岩手県の人口の動態というか、全体では減ると。しかも５人に１人が盛岡圏内、

都市部に住んでいる。あとのところは一体どうなるのだろう。そこのところが木村先生のお

話で見え隠れしたものですから、県の方でどうお考えになっているのか。地域包括ケア、こ

れも高齢者の方々が自分の家で最後まで、看取りの場所とすると私はいろいろな意見がある
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のですけれど、できるだけご自宅で過ごしたいと、生活に寄り添うというふうなことでも、

高齢社会では切っても切れない問題だろうと思いますし。それから平賀先生からお話があっ

た認知症のこと、これも資料ではたしか神経内科の先生方がこれぐらい、一般の先生方の７

割は興味がないとあったが、冗談じゃないと思うのです。これは絶対におかしいよという進

行した認知症は精神科、あるいは神経内科の先生方のお世話になる。だけどそのひとつ前に

我々ゲートキーパーのドクターがそこに参加すべきですよ。７割が興味ないなんていう話は

とんでもないと思うのです。一番大事なところがかみ合わないのではないかと思っていまし

た。これは大変いい方法なのではないかと思ったのは、お孫さんの世代に早くそういうこと

を教えたらどうだろうと、私も一関中学校の学校医をやっていまして、中学校３年生を対象

にがんの話をしました。それから生きるということを話しました。聴いてもらいました。そ

したらその感想文がすごくまじめな感想文なのです。私少し年代を間違えて話をしたかなと

思って話をしたのですけれども、感想文を見て、ああ、いい世代に話をすることができたな

と思いました。がんの仕事をやっておりますので、それも含めて認知症も併せてああいう世

代にぜひ聞かせたい。そしてそういう人材を、小さい時から生きるということはこういうこ

となのだと、そんなチャンスを作っていったらどうなんだろうかということを、今日は、ま

とめて話をさせていただきました。 

 

（鈴木総括課長） 

  総論的なところでのお話をしますと、岩手県は非常に持ち家率が高い。そして現状で言え

ば高齢者のみ世帯が約 20 パーセント、これが平成 37 年になると 25 パーセント。つまり今、

５軒に１軒が高齢者のみ世帯、それが 13 年後には４軒に１軒ということになりますので、

見守り体制、声掛け体制、それから認知症の話をしますと、高齢者人口、昨年 10 月１日現

在統計で 27.9 パーセント、約 37 万人ということですが、構成比は、後期高齢者 75 歳以上

がだいたい 55 で、それ未満が 45 ぐらいで３～４年前から逆転しています。平成 37 年の 41

万人というのは 65 歳以上です。そのうち、おそらく６割ぐらいが後期高齢者ですので、今

だと人口の 10 パーセントといっていますが、安易な予測はできませんが、10～10 数パーセ

ントが認知症になっていくのだろうと思います。先ほど話したとおり、65 歳以上の１割以上

が認知症だということは、地域で当たり前の病気だということになりますので、地域である

程度見ていただかないと困ります。あまり興味をお持ちでないお医者さんが多いのは困りま

すので、認知症のかかりつけ医研修というのは、今まで郡市医師会にお願いして、手を挙げ

た地区だけを中心にやってきました。これも一つの方法ではあるのですが、県内どこに住ん

でいても云々ということになれば、まずいのではないかという話をしておりまして、薄い地

域に県の方で声掛けして、ぜひここの地区の医師会でやっていただけませんかというふうな

ことを意識的にもっていかなければならないと思っています。 

それから、福岡県大牟田市のような取組、これは地域包括ケアを進めるうえで、一言でい

えば地域包括ケアというのは、特別養護老人ホームに入所しないことではなくて、その地域

で安心して生活していくための仕組づくりですので、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を

組み合わせた事業導入はできないだろうかと、それを持ってくるために経営する事業者の皆

さんにこのようなシュミレーションをすれば大丈夫だよというような情報発信するとか、盛
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岡型、西和賀型、雫石型、宮古型とそれぞれあろうかと思いますので、あとは地域包括支援

センターが地域包括ケアの中核機能だといっております。３職種、主任ケアマネジャーと保

健師と社会福祉士を置くことになっていますが、はっきりいって県北の沿岸地域ではそもそ

も社会福祉士すらいませんよというところは一体どうするかとか、その辺のところを丁寧に

つぶさに実態調査をしながら、ではそういったところはどうすれば支援ができるかというよ

うなことを地域、地域、市町村に応じたような形での支援の仕方を考えていきたいと思って

いますし、一生懸命やっているところはどんどん情報提供して、そんな取組もあるんだなと

いうことを、市町村でいろいろな情報を集めて選択するのに役立つような情報提供なども県

の仕事と考えています。 

 

（長澤委員） 

  その流れで、先ほど在宅医療の話が少し出ました。この間お世話になりました在宅医療連

携地域リーダー研修会に私もオブザーバーで出席させていただきまして、そのあと一関で私

が代表になり開業医６人で「いわい西」というチームを立ち上げました。ですから、チーム

は、チームもりおかと、チームかまいしと、それから我々のチームいわい西と３か所あるの

です。それぞれの医師会のトップの方は大変忙しいのです。大変お忙しくて在宅まではなか

なか動けないという先生がほとんどだと思うのです。けれども、その地域、地域で在宅をお

やりになっている先生方は必ずおいでになります。その先生方の背中を押していただきたい。

リーダー研修会と称したところに、郡市医師会の執行部を、実際に動いてなくてもいいので

す。ただ、自分たちの仲間の中でこういう先生方がいるということを、一緒に育ってほしい

なと思います。 

  あとひとつ、少し気になったのが、先ほど退院調整のところに保健所の保健師さんをとい

うお話でしたか。どうでしょう。私が公衆衛生で仕事をしていた時代と今の保健所の保健師

さんというのはずいぶんと変わってきているというか、その辺のところを段階を踏んで進め

ておやりになった方が良いのかなと思ったものですから。 

 

（小田島保健福祉部長） 

  何点かご指摘等をいただきましたが、保健所の保健師の役割としての退院調整のところで

長寿社会課総括課長から話をしたのですが、それもひとつのやり方としての例でありまして、

保健所保健師がそれを必ず全てのところで担うというではなくて、退院調整をきっちりコー

ディネートする人が必要だろうと。病院と例えば介護施設だとか在宅だとか、そのひとつの

役割を担う者としてそういうものが考えられるということでお話申し上げましたので、そこ

はこれから十分検討させていただきたいと思います。 

  それから、地域包括ケアを進めるうえで、やはり在宅医療を担う方々、この方々との連携

が非常に大切になってまいりますので、「いわい西」の取組も含めて、背中を押す、いわゆる

モデルになっているところの方々を見つつ、県としても施策を十分注力していきたいと考え

ております。 

  ３点目、非常に大事なお話で、これは木村先生からもお話をいただきましたし、長澤先生

からもお話しいただいたのですが、岩手県において例えば町村部の過疎の高いところで大丈
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夫なのかと、実際にどうやっているかというのを確認しなければならないというのは、まさ

にそのとおりだと思います。今おそらく、病院なり介護の施設に入っておられるか、あとは

在宅でなんとか頑張って家族の方々が介護されているか、そういう状態だと思います。今、

岩手県におけるいわゆる在宅系のサービスは、全国的に見ると町村部での利用は非常に低い

状況になっております。ですからそういう状況だろうと考えておりまして、そこを高めてい

く、そういう努力をする必要があるだろうと。そういう仕組みをまさに地域包括ケアの中で

つくりあげていきたいと考えておりまして、これは県全体として必要なのですが、まずは被

災地の医療機関の復旧、あるいは介護施設の復旧の中でモデル的につくっていこうというの

がひとつの考え方になっております。その辺も市町村の様々な調査の結果や、これからの意

見交換の中で実際の姿を浮き彫りにしながら、方策についてまた御協議させていただければ

と思います。 

 

（木村委員） 

  住み慣れた地域でという言葉がいつも先に立つのですが、これは実際無理だと思うので、

あまりそれを表に出す必要はないと思うのです。これはいろいろな規程に残っていて障がい

者の方でも必ず出ますけれども、厚生労働省の方ではどうも地元に帰したい。東京に出てき

た人たちを、集団就職できた高齢者を、最終的には地元に帰したいという考えがあるのです。

これは確かに住み慣れた地域かもしれないですね。あと、お金のあるうちに外国で余生を暮

していただきたいという。だからそのためにフィリピンなどから看護師を連れてきても帰し

てしまう。けれども日本語を覚えているから、そういう人たちに看てもらえという話とか。

そういう裏があるような話を聞くのです。だから住み慣れた地域でといったって、住み慣れ

た地域が過疎で、若い人たちが全然いないといった状態があるみたいです。できれば住み慣

れた地域でというくらいの、あまり表に出してもしょうがない気がします。 

  いわゆる団塊の世代が過ぎればあとは自然公園みたいな町村も出てきます。そうところも

含めて少し考えなければならない。 

  在宅の問題も、だいたい 80 パーセントの男性は結婚するのですが 20 パーセントの男性は

結婚しないんです。孤独死ですね、男性の場合は結婚していれば奥さんが看てくれるのです

が、そのあと奥さんが一人になったとき、今の時代はもう息子・娘に頼る時代ではないです

から、それを在宅、在宅という言葉でごまかすと、結局孤独死が増える。かかりつけ医が診

ていたとしても、最後は誰もいない状態で亡くなっていくというのが当たり前ですから、少

し、そのことを強く打ち出すのは本当に良いのかどうかというのが問題だと思う。 

  入院を長くさせないために在宅で看ていて、だけれども亡くなるときはやっぱり病院でと

いうのが、どこの地域、全国的にもそういうふうな話なので、ただ、長々と入院させない、

亡くなるときちょっと前にというのを、訪問診療している先生がどうするか家族に聞いて、

そこで阿吽の呼吸で、お願いしますといわれたら入院させる。そういうのもうまく利用しな

ければだめではないかという全国の話なのです。その辺を考えていただきたい。 

  過疎地で、在宅でと強くいうのは少し厳しいのではないかなと思った次第です。 
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（山本委員） 

  木村先生の発言も十分わかりますが、過疎地というのは純農村地帯ですから、土地に対す

る執着が強い。ですから、家から離れたくないという。環境もありますが、できるだけ体が

動く限り田畑を耕すなど、土地に執着していきたいという気持ちが強い。長野県はかなり長

寿というか高齢化率がかなり高いが、軽い農作業などをかなりの年寄りでもやっています。

そういったものがひとつのボケ防止とか健康づくりにもつながっているという感じもします。

様々な事情があると思いますので、ぜひそういう部分もあるということをご理解いただきた

いと思います。 

 

（佐藤委員） 

  テレビを観ていたら青森の方かな、大学生を消防活動に参加させて、不足しているところ

を補うとか、そういうことをさせているようなニュースを観ましたけれども、年金ちゃんが

どんどん育ってくるという時代ではないので、すそ野をできるだけ広げて、看護師でいえば

正看護師がいて准看護師をもう少し引き上げるというか、元看護師とかそういうことも含め

てもう少し多面的に広げて、底上げをして少しでも手伝っていただくという取組が、必要な

のではないか。 

  年金ちゃんは育ってこない、マレーシアから看護師を養成しようとして招いても、500 人

に１人や２人しか採用しないなどというのではどうにもならないと思うのです。自分のとこ

ろでなんとかしないといけないという発想がないとだめなので、そこに創意と工夫が必要な

のではないかと感じました。 

 

（細江会長） 

  今日はいろんな議論が側面から出ており、部長にも聞いていただいたのでよろしくお願い

したい。 

 

（小田島保健福祉部長） 

  今日は本当に熱心にご議論いただき、いろいろなご意見を頂戴いたしました。私ども震災

からの復旧・復興とあわせ、これからの高齢化社会をどんなふうに設計していくかというこ

とで、いろいろな問題提起をさせていただきまして、それに対してご意見を頂戴いたしまし

た。 

最後に木村委員がお話しされたこともそのとおりだと思います。ただ、課題も非常に多い

と思います。併せて、亡くなる方ご本人、あるいは体が弱くなった方が、自分の住み慣れた

ところで一生送りたいんだというご希望がある方について、希望を叶えてあげたい。それを

地域の中でケアしていきたいという思いから、このような設計をさせていただいているとこ

とで、いろいろな希望に合わせた形で選択できるような形で我々は設計をしていきたいと考

えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

また次の機会もございますので、そのときもまたいろいろなご意見を頂戴したいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

本当にありがとうございました。 


