
平成 24年度第３回岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会議事録 

 

１ 開催日時 

  平成 24年 3月 13日（火）午後 1時 30分から 3時 30分まで 

 

２ 開催場所 

盛岡市中央通一丁目 1番 38号 

エスポワールいわて大ホール  

 

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               桑 島 正 安 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：安田 雄次郎 氏）  竹 村 祥 子 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 

八 幡 博 文 委員               山 内 二三男 委員 

渡 辺   均 委員 

 

 【県側出席者】 

  小田島保健福祉部長 岡村長寿社会課総括課長 石田高齢福祉担当課長 

  藤原介護福祉担当課長 武蔵主任主査 西野主任主査 ほか保健福祉部職員 

 

４ 開会 

  〈会議成立報告：委員 19名中 17名の出席〉 

 

５ あいさつ 

   小田島保健福祉部長 

 

６ 議事要旨 

（１）報告事項 

「いわていきいきプラン２０１４（仮称）（岩手県高齢者福祉計画・岩手県介護保険事業

支援計画）」（素案）に係るパブリック・コメント等の実施結果について 

    （資料１ 説明者 藤原介護福祉担当課長） 



 

事務局から（１）について説明を行った。 

 

（議長 細江会長） 

    比較的今回はいろいろな意見が出たほうではないですか。 

    全般的な傾向などについて、事務局からお話しいただければと思います。 

 

（岡村総括課長） 

    今回行った地域説明会では、400 名を超える多く方に出席いただきましたが、どちらかと

いうと、計画の内容そのものよりは、新しい制度や今後の報酬改定の取扱いについての質問

などが多かったように思います。 

一方で、今回のプランの施策に反映させるような意見をいただくなど、被災地での取組み

も含めて、様々な意見をいただくことができたと感じています。 

 

 

（２） 協議事項 

「いわていきいきプラン 2014（仮称）（岩手県高齢者福祉計画・岩手県介護保険事業支援

計画」案について 

    （資料２、資料３ 説明者：岡村長寿社会課総括課長、武蔵主任主査、西野主任主査） 

 

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

 

（竹村委員）  

確認を先にさせていただきたいのですけれども、１１ページから載っています、高齢者の

状況というところで使われています、高齢者の社会参加活動の有り方及び参加推進に向けた

取組に係る調査研究なんですが、先ほどちょっとお伺いしていたところ、５市町村くらいの

対象地のサンプル調査のように確かお伺いしたんですが、どこの対象地なのかということの

記載がどこにあるのかということと、聞き逃していなければおおよそ内陸じゃなかったかと

思うんですね。 

内陸を対象にした調査であるということを、本文中にやっぱり明記する必要があるのかと

いうことを思いましたけれども、ちょっとお伺いをいたします。 

 

（岡村総括課長） 

    今回の調査は、当初は沿岸部も含めて、県北のほか、都市部、山間部などのサンプリング

を予定しており、当初は大船渡市なども予定していたのですが、震災の関係で困難だとの回

答で、釜石市や宮古市などにもお声掛けしたのですが、どこも震災で厳しいと回答をいただ



いた経緯があります。 

    今回は、県内のある程度の全体の傾向をつかむという意味で行ったものですが、全県的に

行ったものではありませんので、本文の注記等でその旨記載したいと考えております。 

 

（竹村委員）  

口頭で説明するのではなくって、今年度だけの話でないし、今、差替えをするというお話

でもないはずですから、あのこのプランは、差替えるんですか。 

 

（岡村総括課長） 

    先ほどご説明申し上げたとおり、本文中で注記を加えるということです。 

    今回のプラン（案）は、皆様からいただいたご意見等を参考に必要な修正等を行いたいと

考えております。 

 

（竹村委員） 

はい、そういうことであれば、むしろ内陸の特徴だということを明記すればいいと思うん

ですね。それからどこの地区の対象であるのかということが明記されていればいい。 

というのは、沿岸は、沿岸で、ちょうど 10 章のところで、それなりの対応をしなくては

いけないわけですから、そこは分けてきちっと書かれているということが大切なことだとい

うことだと思います。 

 

（佐藤委員） 

公募委員の佐藤です。先ほど在宅に関してのお話があったと思うですけども、沿岸部の話

だと思うんですけど、3月 10日の産経新聞に、狭い住宅住居で介護用ベッド一つだけで室内

がいっぱいになると、その結果在宅事業者の経営に影響が出たと、つまり現場のことが、こ

ちら当局の計画どおりというかね、違ってきているんじゃないかという部分の説明があれば

お願いしたいということと、もう一つは、50ページの公設民営化についてですね、どこまで

具体的にこうしてこうなんだという進捗状況というか、そういったものがかなり進んでいる

ということが、奈良県だったかな、進んでいるということを聞いていましたけれども、本県

の場合にはどういう形で進捗しているのかという二点についてお伺いしたいと思います。 

 

（岡村総括課長） 

 被災地の仮設住宅についてですが、多くの方は身体の状況を考慮して入居できなかったと

いう状況もあったとも聞いております。風呂や部屋自体の広さ等に制約がある中で、介護用

のベッドを入れれば確かに狭い環境となっていますが、実際には、常時介護が必要な方や仮

設住宅での介護が困難な方々は施設に入所していただいている状況です。 

    今回のプラン（案）は、高齢者お一人お一人にどう対応するのかというより、全体として



どういう方向性で取組みを進めていくのかという形で、県全体のサービス目標量を載せてお

りますので、先ほどの仮設住宅で不自由な暮らしをされている方々については、市町村が事

業者等と連携を図りながら支援がなされていくことになるものと考えております。 

    なお、複合施設については、残念ながら本県ではまだありませんが、本日出席いただいて

いる木村委員が経営されている施設が、矢幅駅の西口に、診療所、介護老人保健施設、保育

所など、医療保健福祉が一体となった施設の整備が進んでいるところですので、今後もこの

ような形のものがそれぞれの地域で展開されていくことが期待されているところでござい

ます。 

 

（木村委員） 

震災の直後にイメージして作ったものではないのですけれども、市街地の中心部にまとめ

て作ったほうがいいのではないかという考えで、老健施設・グループホーム・訪問系サービ

スなどのほか、世代交流センターなども盛り込んだ施設となっております。 

そういったものであれば、小さい場所でも、色んな施設が入りますので、被災地にも充分

有用性が高いものになっていくんじゃないのかと考えております。 

  

（渡辺委員） 

    二点ほどお話したいのですが、まず一点は、人材確保ですけれども、現在今我々が本当に

介護職員の確保が大変で、岩手県に限らずこれは全国的に波及している訳でして、人材をど

のようにして確保するかというその辺をプランに書いてほしいんですよ。 

本当にいないんですよね。 

いないっていうより若者がいないんですけれども、若者は、福祉の方を向いていません、

違う方向に向いています。 

その向いているのは、それは誰が悪いのか分からないのですが、私ども親が悪いのか、何

か分からないのですけれども、いずれ社会状況として、今の子供たちは、福祉を見ていませ

ん。それで私の施設では、インドネシアの二人の介護福祉士候補生がいるんですけれども、

やっぱりそういう外国人の介護従事者の受入体制を県としてもうたっていかないと、これか

らの 10年後 20年後本当に大変なんだと思います。 

国は外国人を受け入れたくないという考えを持っていますから、この間１週間前に民主党

本部で社会づくりの会議でやったんですけれども、日本は受け入れたくないんですね。 

でもこれから 10年 20年後は、外国人は優秀で、大学を卒業して看護師の資格も持ってき

ているわけですので、やはり岩手県としてね、地方の岩手県としては、岩手県から発信して

いかないと、これから先が難しいんじゃないのかということで、人材確保についてうたって

ほしいなと。 

もう一つは、施設居住系サービスのパーセンテージを見るんですが、私も特養をやってい

るわけですが、30人以上の広域の特別養護老人ホームということになるんですけれども、１



４％位しか伸びないということで、これは各市町村の声の結集ということになると思うんで

すが、これは厚生労働省では、特養はもう作らないという考えがありありとある訳でして。 

ただこの地域包括ケアシステムを構築するには、やはり拠点となる特養がしっかりしてな

いと、地域密着型の特養 29人以下にしても、伸びていかないと私は思うんですね。 

ですから、この１４％伸びたっていうことを前に、やはり地域包括ケアの構築としてこう

いうものがあるからこうなんだよっていうことを、なんか説明がないと岩手県の、老人ホー

ムの施設長達は、どうなんだというすぐ反感の意を起こすのではないのかと思う。 

反感の意というのは将来に対して不安を持つということなんですけれども、そんなことを

感じますので、今述べさせていただきました。 

 

（岡村総括課長） 

    一点目の人材確保についてですが、これは国でもなかなか有効な手立てが打ちにくいとい

う状況です。 

介護職員の待遇改善や地位向上と併せて、子供の頃からの福祉教育といいますか、介護に

興味を持っていただくような対策も必要と感じております。 

    外国人の受入れに関しては、県独自の支援というのはなかなか難しいのですが、県内で積

極的に実施している施設に対しては、今後、何からの支援ができればと考えております。 

    特養の施設整備に関しては、広域型と地域密着型を併せますと２５パーセントを超えてお

りますので、決して施設整備を抑制しているということではありません。 

    ただし、市町村によっては、高齢者人口が減り始めている地域もありますので、長期的な

視点に立った形で、かつ、保険料にも影響する話ですので、市町村も慎重にならざるを得な

い状況でもあります。 

    以前は、平成 26 年度の施設・居住系サービスの利用者数を要介護２から５の認定者数の

３７パーセント以下に抑えるという国の参酌標準があったのですが、これが平成 22 年度に

撤廃されており、市町村が自ら必要なサービス量を見込んで整備計画を立てた訳ですが、今

回のプランでは平成 26年度の割合は 42パーセントぐらいとなる予定です。 

 

（佐々木委員） 

    地域包括ケアの推進ということなんですけれども、２４時間３６５日いつでも相談に応じ

られる環境の構築ということでございますが、多分、相談したいなという人が、こういうサ

ービスが増えますと、相談したいという人が多くなってくるのではないのでしょうか。 

今は相談するところが多分少ないと思うので、これは県が窓口なのか、あるいは市町村が

窓口になるのかとか、いろんな相談しやすい体制ということを考えますと、人数のところで

ですね、地域包括支援センターの人員配置計画のところでは、平成 24 年度 80.3％という数

字が、出ていますけれども、そうしますと、例えば相談したいという人が夜中の 12 時でも

いいわけですね、そうしますと出来ないという状況が、起こりうるかなという気もいたしま



すけれども如何なものでしょうか。 

  

（岡村総括課長） 

地域包括ケアシステムを構築する新サービスとして、24時間対応型の訪問介護・看護等の

創設もあり、第５期の計画期間中に、いつでもどこでも必要なサービスが受けられるような

イメージですが、実際は、採算の面で事業者側の負担となっている状況や、深夜間のサービ

スを希望する利用者が少ないという状況もあるなど、今後の取組みの進め方が検討課題と考

えております。 

    また、地域包括支援センターの人員配置計画は、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門

員といった専門職種の配置を充実させようとするもので、必ずしも夜間の相談対応の体制づ

くりのためのものではありませんが、相談しやすい体制づくりを進める必要があると思いま

す。 

今後は認知症に関する相談機能も充実させることを考えているところですし、市町村によ

って、対応はまちまちなのですが、県としては、様々な形で今後も市町村の取組みを支援し

ていきたいと考えております。 

 

（木村委員） 

  特養と老健に関してなんですけれども、被災地３県が、今回は、例えば、特養に関しては、

配置医師を置かなくても良いというのが出たようですし、また、老健に関しては、非常勤で

も構わないということのようですが、今回のこのプランにはその辺は載らないのですか。 

 

（岡村総括課長） 

    現在、特区の計画で、医師等の配置に関して緩和措置を講じているところです。 

今回のプランには被災地における地域包括ケアの取組み事例等を載せておりますが、医師

の配置に関する緩和措置を載せるかは別途検討させていただきたいと思います。 

 

（木村委員） 

もう一点なんですけれども、この高齢者の保健福祉とはちょっと違うかもしれないけれど

も、被災地の方の問題なんですけれども、被災地の方に、心のケアの仕組みを作ったという

ことなんですけれども、実は、被災者が内陸の方にも、特に盛岡の方に３千人位、一関市や

奥州市とかにも来ているんじゃないかと思うんですけど、そっちの方でも心のケアとかとい

うものを、お考えになった方がよろしいんじゃないのかと思います。 

また、被災者の人たちで集まりを持ったりするそうなので、そういった事に対するケアと

いったものにも、取り組んでいただけたらと思います。 

 

 



（岡村総括課長） 

  当課では、介護予防や地域リハビリテーションでも心のケアを含めた事業を実施している

ところです。 

    いただいたご意見につきましては、心のケアの担当部局にお伝えしながら、我々の高齢者

施策と充分連携をとりながら対応していきたいと考えているところです。 

 

（桑島委員） 

    高福祉高負担というのは、今までは、常識的なことのように言われていましたが、介護保

険料がどんどん上昇していって、大変な事態になってくる。 

よって高福祉・高負担という考え方を根底から、直していくんだということが必要だと感

じています。 

やはりハコ物を作れば作っただけ保険料に跳ね返る、そういう方向で、ずっと上り調子で

来るとにっちもさっちもいかなくなる。 

プランの７５ページに保険料上昇の緩和というような表現がありますけれども、試算すれ

ば大体どれくらいの緩和になるのか、年間１万２万上がるというような、大体どれだけの緩

和が出来るのか、また、そこは試算されているのかということをお尋ねします。 

 

（岡村総括課長） 

    社会保険制度ですので、当然給付に見合った負担が求められるというのが原則であります。 

第４期における県内市町村の保険料の平均は月額３，９９０円でしたが、現在、第５期の

各市町村のおおよその平均は、月額４，８５１円程度となっている状況です。 

    財政安定化基金を取り崩して、１９億円程度市町村に交付する予定でありますが、一人月

額１４３円程度の緩和につながると考えているところです。 

 

  （竹村委員）  

    １３２ページ１３３ページのところなんですけれども、被災地における介護サービスの提

供というところなんですが、一つは、９割方は復旧したという御説明だったと思います。 

ということは、ちょっと数えてみるとあとの１割は、復旧がつまり難しいということかと

いうことと、それから緊急の対応として、１３２ページのところにグループホーム型仮設住

宅というのがあると思います。 

このグループホーム型仮設住宅というのは、私、大槌町しか思いあたらないんですけれど

も、この４市町村ということですから、全ての沿岸の１２市町村に均等にあるわけではない

と思うんですね。 

大槌町はかなりあったと思うので、この１２ヶ所というのもなんというのか集中している

地域があるんだなというふうに精査しているのですが、だとすれば、あの名称をあげておい

ても良いのではないか、ということが一つ。 



それから仮設住宅のあるスタイルとして、グループホーム型があるということだとすれば、

仮設住宅は、確か 2年の限定のはずなので、そこの後というのは、2014プランですから、そ

のことは入れて書いておかなくてはならないのではないかということです。 

 

   （岡村総括課長） 

     被災地の介護サービスの状況ですが、被災前と比較して、施設・居住系、在宅系ともに

９割以上の復旧状況となっております。 

     未再開の施設、事業所が一部残っておりますが、新しいまちづくりと併せて、移転整備

等が進められることになると思います。 

     それまでは、仮設の事業所や新たに設置が計画されている施設、事業所をはじめ、内陸

部の入所施設等で対応していくことが必要と考えております。 

グループホーム型仮設住宅は、現在、山田町に５ヶ所、大槌町に４ヶ所、大船渡市に１

ヶ所、陸前高田市に２ヶ所となっておりますが、これらは、地元市町村の要望に応じて整

備したという状況です。 

     グループホーム型の仮設住宅については、仮設住宅として設置されているので、なかな

か追加で整備することは厳しいのかと思っております。 

        設置場所の記載については、別途検討させてください。 

     また、今回のプランは、資料編を設けますので、分かりにくい表現などについては、用

語解説などを設けたいと考えております。 

      仮設住宅は原則２年間ですが、サポート拠点などについては、県が整備した施設ですの

で必要な期間利用できるようにしたいと考えています。 

 

（細江会長） 

    お時間もだいぶなくなってきましたので、本日、様々な意見等が出されておりますが、

それらの意見等の取扱いはどのようになるのか、事務局から説明願います。 

 

（石田高齢福祉担当課長） 

     本日、いただきました意見等を踏まえまして、事務局で検討したうえで、修正等を行い

ます。 

     大きな修正等につきましては、会長にお諮りしたうえで、改めて、委員の皆様にご報告

いたします。 

    なお、数値等の修正や軽微な文言の修正等につきましては、事務局にご一任いただけれ

ばと考えております。 

  

（細江会長） 

    ただいま、意見等の取扱いについて事務局から説明がありましたが、このことを含め、「い



わていきいきプラン 2014 の案」を本協議会として了承することとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の場合） 

 

   それでは、本件については、事務局提出の案を了承することといたします。 

 

 

（３）その他 

事務局から「平成 24 年度長寿社会課主要事業等について」及び「岩手県第２期介護給付適

正化支援計画の策定について」について 

    （参考資料１、参考資料２、参考資料３ 説明者：石田高齢福祉担当課長、藤原介護福祉担

当課長） 

 

    事務局から上記について説明が行われた。（質疑等はなし） 

 

 

  （小田島保健福祉部長から各委員に対し、「いわていきいきプラン 2014（仮称）（岩手県高齢者

福祉計画・岩手県介護保険事業支援計画」案の策定に協力いただいたことに対する謝辞） 


