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平成２４年度第１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 24年 11月１日（木）午後１時 30分～３時 45分まで 

 

２ 開催場所 

岩手県水産会館大会議室 

  盛岡市内丸 16番１号 

   

３ 出席者 

 【委員】（５０音順） 

   伊 藤 悦 子 委員     海 沼   茂 委員（代理：鈴木 敬之 氏） 

   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     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 

   渡 辺   均 委員 

 

 【県側出席者】 

   浅沼保健福祉部副部長 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 保健福祉部職員 

 中村県土整備部建築住宅課主査 

 

４ 開会 

  〈会議成立報告：委員 19名中 17名の出席〉 

 

５ あいさつ 

   浅沼保健福祉部副部長 

 

６ 議事要旨 

報告事項 

（１）「いわていきいきプラン２００９－２０１１」の実績等について 

（資料№１ 説明者 稲葉高齢福祉担当課長、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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（木村委員） 

  ７ページの第１次療養病床の再編成に対してですが、国の方でもう一度調べ直すというこ

とで医療に係る療養病床に関して、どれくらい必要かというのをもう一度試算し直した方が

いい。さらに現状より必要であると厚生労働省から出ているはずですが、計画には盛り込ま

れないのでしょうか。 

 

（藤原介護福祉担当課長） 

  平成 21 年度からの前回のプランの実績ということで、療養病床について方向転換等があ

りましたので、今回の第５期プランの中では位置づけはしていないところです。 

 

（長澤委員） 

  ２ページの沿岸被災地のサポート拠点、あるいは集会所における交流会、ここのお話をし

たいと思います。私共一関の医師会は、宮城県気仙沼市、陸前高田市に応援に行って、被災

していない「和野」という部落ですが、今年の春には餅つき大会、先だっては収穫祭をしま

した。連休の餅つき大会は大雨で、それが幸いしたか仮設の方々にもかなり出ていただきま

した。神戸大学のボランティア活動と一緒にやらせていただいたのですが、今回の収穫祭は

とても良い天気で、いっぱい来てくださったらいいなと思って見ていたら、地元の実行部隊

が多かったということで、これからまた色んな活動をする時に、出てきてほしい方々と特に

男性ということですけれども、そういうところを工夫していかないといけないのかなと思っ

ております。感想でございます。 

 

（鈴木総括課長） 

  貴重なご意見ありがとうございます。このあとの報告事項で、被災地における高齢者介護

サービスの状況についてご説明いたしますが、ただ今長澤委員がご指摘のように、特に男性

の高齢者がなかなか仮設から出てきてくれないというのが被災地共通の声です。社協の生活

支援相談員もできるだけ声かけして歩いたりしておりますし、また、モデル事業ということ

で簡単に説明いたしますが、私もそうですが、だいぶ男の人たちが理屈っぽくて、やりまし

ょうとかやれと言われたことに対して抵抗感があり、それでは自分たちで集まって自分たち

で話しましょう、自分たちでやりたいことをやってみようということを、岩泉町をモデルに

実施予定です。そうしたことなどを検証しながら、被災地に有効な取組だとわかれば、結果

をフィードバックしながら特にも男性高齢者の様々な介護予防とか生活不活発病予防に向け

た取組の参加を促すような支援をしていきたいと考えています。 

 

（長澤委員） 

  ３ページの地域包括ケアのことですが、在宅にシフトしろというわけではないのですが、

地域包括支援センター等、かなり風通しを良くしていかないと、そもそも支援、介護予防と

いう立ち位置で始まったと理解しているのですが、いろんなものがどんどん出てきた場合に、

この今の体制で、３職種の問題もありました。このままでいって大変だろうなと思っている
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のですが、いかがなものでしょうか。 

 

（鈴木総括課長） 

  地域包括支援センターは本当に大変です。やる仕事が介護予防の広域連携、それから包括

的継続的ケアマネジメントということで、医療と介護の連携、それからケアマネジャーへの

支援、権利擁護等。ご指摘の地域包括ケアも、その地域で色々な事業者とか住民を交えての

地域ケア会議で、コーディネートすることが役割として期待されていますが、すごく大変で、

良くできているところもありますし、介護予防だけで手一杯ということで他まで回らないと

ころもあります。そうしたことも含めまして、県で各市町村、あるいは地域包括支援センタ

ーの３職種の充足割合もそうですが、実態を調べて、これから地域包括ケアの中心的な役割

を担っていただくのに、どこに課題があるのか、人が足りないのかお金の問題なのかスキル

の問題なのか、そこを明らかにしながら進めていきたいと思っています。なお、来年度以降

特に力を入れていこうと考えていることは、医療と介護の連携、医療推進課の方でやってお

りますが、在宅医療連携拠点事業というものを昨年度は盛岡市、今年度は釜石市、来年度は

陸前高田市で予定しております。それから中学校区単位で必要なサービスを云々というのが

一つフレーズなのですが、そこにつきましては、原則地域包括支援センターの機能を中心に

しながら、不足しているサービス、これから整備していくべきサービス、介護サービスだけ

ではなくてインフォーマルな、例えば配食とか見守り支援などを含めてそういった体制を平

成 37 年までにはつくって、そのためにどうしたらいいかというのを先程説明しましたワー

キングを中心にやっていきますし、とりわけ、被災地につきましては被害の大きかった山田

町、大槌町、陸前高田市というのは街そのものが流されまして、新しい街づくりを進めてい

くのですが、その場合に地域包括ケアの視点で進めていただくようにということで、岩手県

の中でも被災地を先行的に地域包括ケアのシステムをつくって、施設から在宅へということ

ですが、特養とか老健を全部否定するというのではなくて、特養とか老健についてはその地

域の拠点として地域包括ケアを支えていただく要というふうに位置付けていきたいと考えて

おります。 

 

（木村委員） 

  地域包括ケアシステムの次に、特養とか老健が抜けているみたい。厚生労働省の方から、

あくまで地域密着型を中心とした図であって、それより広域で考えていただく特養、老健に

関してはこの図には載せていないというような厚生労働省の考えで、特養、老健をないがし

ろにしたものではありませんということだそうです。それと地域包括支援センターですが、

厚生労働省の方からなんでもそこに集約するような方向になってきて、特殊例、例えば犯罪

者、刑務所から出た高齢者もそこでみるようにという話もされて、ちょっとそこまでは難し

いのではないかなと、そこまでやれるだけの実力はまだないし、高齢者の後見人制度も上手

くいってない状態の中でそこまでいくのは難しい。社会福祉協議会の役割をもう少し、もう

一度県として考えていただければと思っております。 
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（丸木委員） 

  私も釜石の人間でございまして、釜石には地域包括支援センターが８か所ありまして、な

んとかその機能を充実させていこうという方向性にあるわけですが、お話があったように、

課題は何かということになれば、人と金、スキルはその後にくると思うのですが、やはりい

っぱいいっぱいでやっているところだというのが現実だと思います。社協から見てもお願い

したいのは、市町村だけではもう手一杯で、やはり県、国、特に県の方々のご支援、ご協力

がないとたぶんならない。いきいきプランの方には実績ということで、2011年ちょうど震災

の年まで、実績としては参加人数が少ないとかそういう部分だけなのですが、３年間の中で

は前２年と最後の３年目が非常に大きな違いが出た、社協の立場から見てもこれからの被災

地の復興に関して、地域包括支援センターは大きな役割を担っていく場所だと思うのです。

特に釜石には沿岸を統括した振興局がありますので、ぜひ、県はもちろんのこと、出先にあ

る沿岸を統括した振興局にもう少し県もご支援いただいて、振興局がもう少し動けるように、

そして３職種の方々を揃え、社会福祉士ですか、そういった方々の資格の問題、これは今、

沿岸部では、内陸部でもそうだと思うんですが、特に沿岸部の方がひどいのは、募集をかけ

ても人が来ない。老健にしても特養にしても、せっかく施設が戻ったのですが、そこに募集

をかけてもなかなか来ない。よくよく聞きますと、まず資格を持っているという条件にあた

らない。それとこれは県だけの問題ではないと思うのですが、介護現場の給料が低いという

こともございますので、それらの単純に地域包括支援センターということだけでなく、様々

な要素が絡んできますので、復興にあたる県の福祉部門の手腕を見せていただきたいと、そ

う願いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（浅沼副部長） 

  地域包括支援センターに対する県の支援、特に広域振興局の体制も含めまして、色々お話

をいただきました。各地区で言われておりまして、市町村は今、復旧、復興で手一杯という

ことで県の支援、市町村、行政として一体となってあたらなければ事は成し遂げられないと

いうことは、いろんな際に私も言われておりました。今までは、ともすれば県は県、市町村

は市町村の役割というものはあったのですが、これまで以上にセットで一体となってやって

いかないといけないなというのは、私ども職員は強く意識していると思います。人材確保の

報酬の部分も含めまして、県単独ではなかなか動けない部分が多々あるわけですけれども、

私達の強い問題意識、これも各事業者さんからお声をいただいておりますので、限られるか

もしれませんが、いろんな手立てを講じていきたいということで、検討を進めている段階で

ございます。 

 

（２） 被災地における要介護高齢者及び介護サービス提供体制の状況について 

   （資料№２ 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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（藤原委員） 

  被災地復興に向けて取り組まれている事業の概要が示さてれおりますが、その中の 10 番

の介護サービス施設整備等臨時特例事業につきましては異論ありません。ただ一か所気にな

ったのが、補助（内示）８計画とあり、この中で盛岡市厨川日常生活圏域とありますが、被

災地において地域包括ケアを推進するためという事業内容と盛岡市厨川との整合性はどうな

のかなということをご説明いただければと思います。あと、僕の認識が薄いのかもしれませ

んが、山田町の中でも大沢山田地区はかなり被害が大きいですが、豊間根地区に関してはそ

れほど被災というのはあまりなかったと記憶しております。もし差し支えなければご説明い

ただければと思います。 

 

（藤原介護福祉担当課長） 

  まず、この事業でございますが、被災地というのは岩手県においては沿岸地域というふう

に捉えられるのですが、岩手県全体が被災したということでこの国の事業自体は全県が対象

になっています。最初に事業についての要望を募ったときには沿岸中心に聞いているのです

が、沿岸だけで約 30か所事業採択できるわけですが、沿岸だけで 30か所というのも難しい

ところもございますし、県内全体がこの事業の対象ということもございまして、地域包括ケ

ア推進の取り組みについては、沿岸地域以外のところについてもこの事業の内容に合致する

ものについては対象としており、ただほとんど沿岸地域になります。それから豊間根地区に

つきましても、避難している方もおりますので、そういったことを考えれば豊間根地区で事

業をやるということも、事業内容としては特に問題はないというように認識しております。 

 

（藤原委員） 

  確認ですが、全部で計画はいくつ寄せられたか。つまり計画が出されたけれども内示が認

められなかった箇所などはありませんでしたでしょうか。 

 

（藤原介護福祉担当課長） 

  沿岸地域で挙がってきたところで採択にならなかったというものはございません。ただ内

容について、事業に合うような形に一部見直していただいたものもありますが、事業そのも

のについて不採択になったということはございません。 

 

（平賀委員） 

  感想ですけれども、去年は支援物資を運びながら、いろんなところで沿岸に行く機会がた

くさんあったのですが、今年度は少し方向を変えて、健康、心の問題をということで、月に

２～３回くらいに減らしまして様々なところに訪問に歩いていますが、ついこの間も大槌、

小槌の山の方の仮設に行って、すごく気になったことがありました。小さなたくさんの仮設

があるのですが、集まってくる方たちがわりと高齢ということもあり、女性が８割でしたが、

ほとんどの方の足がむくんでいるんです。内陸部から行った私たちは昔で言えば脚気だなと

ショックをうけたのですが、それでお話だけでは健康になる手だてというのは難しいんじゃ
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ないかということで、皆で一緒に体操したり、足の運動をしたりということに切り替えて活

動をしているのですが、例えば盛岡とか花巻から大槌とか山田というのは時間がかかります

し、費用もかかる、というので地元の婦人たちにそれを中心になってやってほしいというお

願いをしたところ、もう自分たちの生活で手一杯、人様の健康にお手伝いする余裕がない、

とてもとても大変という話もあったもので、ほとんどが老人クラブの皆さんに応援を頼んで

いるようですが、もうちょっと婦人団体の方に助成金を流していただいて、応援ができたな

らばもう少し中身が変わるのではないかと思っいますが、どんなものでしょうか。 

 

（鈴木総括課長） 

  ご意見ありがとうございます。３ページにごく簡単に箇条書きで書いておりますが、今の

お話と似たような、ポツの５つ目にレクリエーション活動とありますが、県のレクリエーシ

ョン協会にお願いしまして、仮設住宅を回って簡単に気楽に楽しめる運動をお願いしており

ますし、あとは地域包括支援センターが中心になってやっています。被害が大きくて体制が

整わない大槌町や陸前高田市には、いきいき岩手支援財団の高齢者総合支援センターのスタ

ッフが入って、地域包括支援センターのお手伝いをしながら、例えばらくらく体操などを行

っています。あとは、健康国保課では、保健師のローラー訪問ということで、少なくとも被

災地に年２回以上、複数回、地元の保健師だけでは足りないので、被災地以外の県の保健師、

市町村の保健師、他県の保健師の応援を受けて全仮設を訪問して、特に健康被害のリスクの

高い方を医療機関に繋げることなどもやっておりますが、まだまだそうしたことがあるとい

うことですので、当課を含めまして地域福祉課、健康国保課、医療推進課がそれぞれ被災地

支援の活動をしておりますが、そういう声があったことを情報共有しながら効果的な事業に

ついて考えていきたいと思っています。 

 

（３） 次期岩手県保健医療計画策定の方向性（認知症関係）について 

     （資料№３ 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。 

   

  （木村委員） 

    認知症対策に関して厚生労働省が当初出した文言は非常に不穏当なものが多くて、精神科

医を誹謗中傷するような内容で、精神科の方でもかなり抗議しております。 

  この岩手の計画はそういったことが省かれていて、非常に協調路線が出ていてすごく素晴

らしいと思います。岩手県の場合は精神科医の協力なしには認知症に関して難しい問題があ

るのではないかと思います。説明の中で「不適切な」という言葉を使われたのですが、そう

いった言葉はなるべく控えていただければと思います。せっかくここでそういうものは全部

省かれているのですからよろしくお願いします。 

 

  （稲葉高齢福祉担当課長） 

    厚生労働省のプロジェクトチームの報告書にあるものをご紹介したということで、このよ
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うに述べているというもので、岩手県では用いておりません。 

 

  （鈴木総括課長） 

    先生ありがとうございます。先日の医師会との会合の中でも種々ご指摘いただきまして、

岩手医大の寺山教授、さらに医師会の常任理事の本間先生などにご相談しながら進めていき

たいと思っております。先程、担当課長が説明したように、県あるいは市町村だけでもでき

ませんし、医療の方でもなかなか難しい問題もあります。どう連携をとっていくかというこ

とが非常に大事になります。今日お示しした概要は基本的に今年の３月に作ったいきいきプ

ラン 2014 に記載している認知症対策を予防から普及啓発までの各ステージで現状課題を中

心に、こういうふうに取り組んでいきたいというようなことをまとめたものです。大きい方

向性としては、９つの二次保健医療圏があるのですが、どの医療圏、どの地域においても、

適切な鑑別診断とか治療が受けられるような体制を、なんとか関係機関のご協力をいただき

ながら作っていきたいなというところが一番になっています。 

 

  （前川委員） 

    この認知症高齢者への対策の中で、かかりつけ歯科医の口腔ケアの記載をいただいたこと

に、まずご理解いただいてありがとうございます。認知症対応と歯科医というのは結びつか

ないかもしれませんが、かかりつけ歯科医としてお役に立てるのではないかと思います。こ

の計画について計画部会の次回開催期日は決まっていますか。 

 

  （鈴木総括課長） 

    11 月 26 日の予定です。その前に認知症の関係は精神保健福祉審議会にもお諮りしながら

進めていく予定にしております。 

 

  （鈴木委員） 

    ヘルパー協会から参りました。５番の、地域での日常生活・家族の支援の強化ということ

ですが、私たちは独居とか高齢者世帯の認知症をお持ちの方のところに伺っております。私

たちから見れば、もう少し家庭、地域で生活できるのではないかなと思いますけれども、や

はり周りの人たちが生活に不安がある、例えば火を出してしまうと困るという問題で、どう

しても施設に入ってしまうという方が多いように感じております。例えば火を使ったときに

安全に使えるものを貸与できるとか、時期的に寒いので、ストーブでも火が出なくても使え

るものにするとか、そういうことによってもう少し在宅で生活ができればいいんじゃないか

なと考えております。認知症がありましても長い生活の中で普通に生活できる、支援があれ

ば生活できるという方がけっこういらっしゃいますが、ぜひその点も考慮いただければと思

います。お願いいたします。 

 

  （鈴木総括課長） 

    そのとおりでございまして、先程、担当課長が説明したように、地域包括ケアというのは
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高齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けるという話なのですが、要介護高齢者の６

割が認知症の方だということを裏返せば、認知症対策をきっちりやらないと地域包括ケアは

できていかないということでありますので、その点の考え方といいますか、視点を大事にし

ていきたいと思います。 

 

（４） 地域主権改革一括法の施行に伴う条例の概要について 

（５） 介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について 

   （資料№４、資料№５ 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。 

 

（渡辺委員） 

  まさしく我々の組織の問題でございまして、特別養護老人ホームの居室に関して、このよ

うにある県では原則１人、それは崩さないという姿勢のところもありますが、岩手県は知事

の判断によりという但し書きが入りましたので、私どもも安心しているところでございます。 

  また、私どもの組織でまさに吸痰、これを受け持っておりまして、県社協が受け持って、

私どもが一生懸命応援してやっているのですが、岩手県としては全国でも結構上なんですね、

受けている候補者数はものすごく多いので、非常に違和感を持っています。これから 27 年

からですもんね。今年度も持続しますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

（鈴木総括課長） 

  先程説明したように、いろんな特例措置で一部行為ができる人が約 3,500人、それ以外の

人もおります。対象者は 4,000 ともそれ以上とも見込まれるのですが、今のところ年間 200

人出すのが精一杯で、このペースですと 20 年かかるのではまずいので、もう少し受講者が

増えても対応できるような方法について検討しているところでございます。 

 

（山内委員） 

  介護保険の認定を受けている方、お金のある方は入るところがあるのですが、体が元気で

お金がない方が入所できる施設がないのです。実際、息子さんが養護老人ホームにお願いし

たら、この方は心身に障がいがないので養護老人ホームの対象ではありません。57歳と若い

と保険者から言われたことがありまして、低所得の高齢者の方も入所できるように養護老人

ホームの入所対象を条例で検討してもらえればいいなという希望なのですが、難しいですよ

ね。 

 

（鈴木総括課長） 

  今回、地域主権改革一括法の対象となっているのが、主として介護保険事業者、養護老人

ホームも入っているのですが、そこを条例でそういう規定をするのは技術的に難しい。お話

があったように養護老人ホームは介護サービスの利用と違って、介護サービスの利用は利用

者と事業者の契約なのですが、養護老人ホームは市町村の措置です。その措置についても費
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用が結構かかって、全国的にも、いわゆる一般的な言葉で言えば措置しぶりというものが問

題になってきているようです。県でもまだ詳しい実態は把握しておりませんので、実態を把

握しながら状況に応じて市町村に、あるいは改善を求めたり、そういうことをしていきたい

と思います。ご指摘のように養護老人ホームは、もともと身寄りがない、あるいは経済的に

苦しいという方々で、介護を必要とするほどではないけれどもという方のための施設ですの

で、適正に運営されていないとすれば問題ですので、実態を把握したうえで対処していきた

いと思います。 

 

（長澤委員） 

  資料の３ページ、２番の表の④が特養のたん吸引の取扱いが 3,177件、私共老健の数字が

違うように書いてあります。 

 

（藤原介護福祉担当課長） 

  経過措置として認められているのは、ここに書いてある国の色々な通知に基づいて、昨年

度まで色々行われていたものについて県の認定を受ければ、昨年までと同様の行為ができる

という経過措置なわけですけども、④というのは特養で 14 時間の施設内研修をした人たち

について適用されているものです。特養では昨年度まで施設内研修を行いまして、２つの行

為ができるのですけれども、そういった研修を受けた方々が県の認定を受けたということで、

老健についてはそういった研修を受けたような特例措置というものがなかったのですけれど

も、ただ、６番と８番の研修を受けた方々の中には老健の方々も入っています。 

 

（鈴木総括課長） 

  若干補足しますと、いわゆる医行為ですので、老健はそもそも医師がいて看護師がいます

から、特養に比べればここの研修を受けて資格を取る必要性がちょっと低い。 

 

（長澤委員） 

  そうですよね。そこのところを私どももこの間ちょっとまとめてみたのですが、これに伴

うリスクがゼロではないということなので、老健ではドクターがいる、夜間も看護師が配置

されている。受けるということを聞いてもそこまでは、という、そういう背景もあります。 

 

（６） いわて高齢者住まいあんしんプラン（岩手県高齢者住居安定確保計画）について 

   （資料№６ 説明者 建築住宅課 中村主査） 

    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。 

 

（木村委員） 

  市町村に有料老人ホームのことを聞くと、全く把握していないということでよくわからな

い。どんな利用者かもわからないと言われるのですが、サービス付き高齢者住宅については

県とか市町村が把握した状態で進められて、例えば指導とか行政的なものがあるのか、そう
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いった関わりがあるのか、知りたいと思います。 

 

（鈴木総括課長） 

  簡単にご説明申し上げます。サービス付き高齢者住宅と有料老人ホームの違いなのですが、

サービス付き高齢者住宅、ごく簡単に言えばサービス付き高齢者向け住宅というのは高度の

バリアフリー化がなされた住宅。高度のバリアフリー化というのは何かというと、原則段差

のない床とか浴室、階段への手すりの設置、廊下幅は 78ｃｍ以上。これがハードの部分で最

低クリアしている。ソフトの部分では色んな支援機能があるのですが、少なくても生活相談

支援とか、１つ以上の支援機能を有することです。このサービス付き高齢者住宅につきまし

ては、県土整備部と保健福祉部の共管になっておりまして、出先にいきますと広域振興局の

土木部と保健福祉環境部で、それぞれで届出がありまして、それを県に報告するという形に

なります。極端に問題がある場合は別ですが、介護サービス事業所のように強力な指導・監

査権限というものが付与されているものではありませんので、ゆるやかに普及を進めていく。

地域包括ケアを進めるうえで、特に都市部が爆発的な高齢化になるので、今までのＵＲ含め

て高齢者向けになっていないので、これを急いで整備していかないと状況が悪くなるという

ことで、これとサービス付き高齢者住宅に加えて、そこからデイサービスとか訪問介護の方

に繋がるようなイメージで国が奨励しているものです。作るときの融資とか補助を国土交通

省サイドで持っておりまして、若干の支援がなされております。 

 

（丸木委員） 

  今、現実に在宅医療だとか在宅介護、ヘルパー、それらのサービスとして考えられるので

すか。 

 

（竹村委員） 

  高齢者住まい安心プランと岩手県保健医療計画策定の方向性、両方についてですが、例え

ば住まいの方は復興支援の公営住宅との関わりとか、それから認知症関係の方では自宅と書

かれていますけれども、仮設住宅という自宅に住んでいる高齢者というのは非常に多いわけ

です。だけど方針からすると２年間しか自宅じゃないはずです。ということは、この期間の

中で住み替えが行われたり、在宅といわれてもなくなってしまう自宅ということもあるわけ

です。仮設がなくなってしまうということもあるわけです。そうするとこの２つ以外のとこ

ろで、復興支援の緊急の県の政策とどういう関係にあるのかということについては、別立て

で、次期保健医療計画の８節あたりでじっくりそこのところ説明が入るわけですか。 

 

（鈴木総括課長） 

  県土整備部の担当から説明させていただいたのは、いわゆる高齢者の地域包括ケアの体制

を作っていくために介護サービスと高齢者向け住宅のストック、あるいは改修を含めてこう

やっていくという計画です。ご指摘の復興公営住宅、仮設から公営住宅へと移行していくわ

けですが、原則として県の災害復興計画に基づいて行うものです。ただ、ご指摘のように問
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題がありますので、これはまだ検討段階で詳しくご説明できないのですが、ややもすると、

これまでは市町村も県も、住宅部局は住宅部局、高齢者福祉部局は高齢者福祉部局で、なか

なか相互に連携がとれた体制が進んでこなかったという点が大きく反省としてございますの

で、従いまして今後仮設住宅から復興住宅へとステージが変わっていくわけですが、その時

点で早期の段階から、例えば阪神淡路や中越地震での実例があります。高齢者の人の孤独化

ですとか相談、見守り支援を色々やってきた実例がありますので、それらを踏まえながら今

後復興公営住宅やっていくときに、高齢者、障がい者を含めてですが、ハードもそうですが

どういう支援をするか、今であれば仮設のサポート拠点ということをやっているのですが、

それと似たような機能が必要ではないかなということを今検討中でして、できればそういっ

た具体の取り組みを今年度から進めて、なんとか予算にも反映させていきたいというところ

で検討しているところでございます。 

 

（竹村委員） 

  ハードの問題もそうですけれどもソフトの問題もあって、どっちも地域包括支援センター

で頑張ると書いてあります。こんなこと、被災地の地域包括支援センターがどれだけ大変か

というのは私がいうまでもない話で、ずっと出てきた話なわけです。そういうところで、人

を増やすとか大所高所から考えなければならないのはそのとおりなのですけれど、そこのと

ころで止まっていて、なおかつこういう大きな動きが出てくるというとパンクしてしまうと

いうことはないのか。それだけではなくて、要は法律と法律を繋ぐということ自体が、先程

の資料でいただいているもので少し繋がるんだなと。地域主権改革というので繋がるかなと

いうのはあるのですけど、県の中での法律と法律を繋ぐ話というのは、今の説明では私には

よくわかりませんでした。復興住宅の話、例えば避難所はもう閉じましたけども福祉避難所

というのは法律では上手くいっていたはずです。できていたはずなのです。ところが、実際

には福祉避難所はそんなにたくさん県内でできたわけではなかったのです、実態としては。

それについては検討が今進んでいるのかもしれませんが、法律ができていても上手くいかな

かった、実施できなかったこともあるわけで、ここで法律を作らないというか、関係が全然

見えないまま、これはこれといって並行で３つくらい動いていて、どうやってそこのところ

を実際に繋いでいくという方策が立つのかと思います。方向性というのがその中で語られて

いく必要があるのではないか。今出ていてもいいのではないかと思うのですが。次期計画の

８節くらいに。 

 

（浅沼副部長） 

  非常に大きなお話だと思います。保健医療計画の８節は方向性という部分、総合的な部分

の記述になるものと考えております。その保健医療計画そのものが具体的な各論の記述とい

うのが、守備範囲が広いので基本的には困難かなと思います。大きな方向性の記述になって

くると思います。それらを踏まえて。 
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（竹村委員） 

  復興計画との関係というのが出てくるかということです。 

 

（浅沼副部長） 

  復興計画との関連性については、今ご意見をいただきましたので、反映させる方向で、趣

旨としては当然復興計画とのリンクというのを念頭においております。記述としてどういう

ふうになるかというのは今検討中でございますので、いただいたご意見は参考にさせていた

だきたいと思います。具体的にそういったいろんな制度がございます。法律、条例、法令上

のものから、こういった保健医療計画など計画的なものまで様々ありまして、それらといわ

ゆる連携、繋ぎの部分、抜け落ちている部分、指摘を受けてございます。今日のこの会議の

場でもそうですし、今いろんな場面の対応がありまして、多方面から既存の制度の隙間の部

分、もう少しこうあるべきだというご意見を多数いただいております。ですので、こういう

ような場面で今いただいたようなご意見を、少しずつなんとか現実に解決に向けて取り組む

というような作業を重ねていくということで、努力をさせていただいております。どんどん

そういうご意見をお寄せいただければ、私どもが気付いていない部分もあるかと思いますの

で、どんどんそういう隙間の部分、隙間という言葉が適切ではないかもしれませんが、解決

に向けて取り組んでいきたいと思っております。 

 

（佐藤委員） 

  関連するのではないかなと思うのですが、ロコモティブシンドローム対策の県としての進

捗状況を伺いたいということと、私一関の方面ですが、どこのお店に行っても床がぴかぴか

に磨かれていて、非常につるつるして、足元の悪い方、ご老人を連れて歩く人が危ないです。

この間も転んでしまい立ち上がれなくなった知人が、這って車まで行ったのですけれども、

条例とは言わないけれどもせめて椅子１つ、机１つ、杖１つですね、そういうところに置い

ていただけるような呼びかけというか、県民会館のように絨毯を敷いていただくとか、なん

とか足元を安心して歩けるような取り組み、そういうことをお願いということで２点お願い

します。 

 

（鈴木総括課長） 

  １点目のロコモティブシンドロームに対する県の直接的な施策というのはなく、間接的に

なりますが、地域リハビリテーション連携指針というものを作っておりまして、いわてリハ

ビリテーションセンターが県の支援センター、二次保健医療圏域ごとにリハビリテーション

をやっている病院ですとか老人保健施設等を、地域リハビリテーション推進施設と指定して

おりまして、そこが中心になって市町村とか介護関係職員への地域リハビリテーションを進

めるための研修事業等を行っております。 

２点目の高齢者に優しい歩道なり建物の話ですが、地域福祉課で所管している、ひとにや

さしいまちづくり条例があり、具体的には推進指針で、ハード、ソフトの進め方を書いてお

ります。ハードの方は具体的には廊下幅でありますとか、できるだけエレベーターの設置で
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ありますとか、それを支援するために、ひとにやさしいまちづくり推進資金の貸付制度等で

施策誘導しております。当課所管では、高齢者、障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

というものを持っておりまして、これは既存のそれぞれ個人の住宅が高齢化に伴ってトイレ

に手すりが必要だとか、段差解消とか、そうしたことに県単独の一般財源で年間 4,500万円

程措置しておりまして、個人の住宅のバリアフリー改修等を支援しているものです。まだま

だ不十分だと思いますので、ご指摘のようにいろんな機会を通じて、ハード、ソフト、高齢

者、障がい者に優しいまちづくりについて、地域包括ケアにも繋がってくるのですが、考え

ております。 

 

（佐藤委員） 

  厚生労働省の課長に伺いましたところ、40～50歳代に関節器症候群で整形外科に通った方

の 70～80%が、70～80 歳代で必ず整形外科にまた通うというパターン、統計が出ているそ

うで、そういった観点からいいますと 40～50 歳代からすでに、つまり前期高齢者の段階か

らそういう啓発運動を早急にしていくことが喫緊の課題であるみたいなことでちょっと意見

を交換したのですが、ぜひ県としても、そういったことも、要するに整形外科に通わない、

70～80 歳代になってから必ず通わないという方向に啓発するような運動もぜひ起こしてい

ただければと思います。 

 

（議長 細江会長） 

  副部長から話がありましたが、意見等があればこの会議の場でなくても担当にお伝えいた

だければと思います。 

    少し予定時間を過ぎましたが、以上をもちまして、議長としての役割を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 


