
 

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 23年 8月 25日（木）午後 1時 30分から 3時 45分まで 

 

２ 開催場所 

岩手県盛岡市内丸 16番 1号  

岩手県水産会館 大会議室 

 

３ 出席者 

 【委員】（５０音順） 

   石 杜 有 慎 委員           岩 部   茂 委員 

小 野   務 委員           木川田 典 彌 委員 

木 村 宗 孝 委員           桑 島 正 安 委員 

小 池 専 治 委員           鈴 木 佐知子 委員 

高 橋 千恵子 委員（代理：中田 勇司） 髙 橋 敏 彦 委員 

竹 村 祥 子 委員           平 賀 喜代美 委員 

細 江 達 郎 委員           前 川 秀 憲 委員 

松 田 豊 子 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 20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 

報告事項 



（１） 岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会委員の変更について 

    （資料１ 説明者 岡村長寿社会課総括課長） 

 

（２） 「いわていきいきプラン２００９－２０１１（岩手県高齢者福祉計画・岩手県介護保険事

業支援計画）」の進捗状況について  

（資料２－１、２－２ 説明者：石田高齢福祉担当課長） 

 

事務局から（１）及び（２）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。 

 

 

 

（議長 細江会長） 

 先ほどの説明について、気になるところがありましたら何でも結構ですのでご質問ください。 

 

（高橋委員） 

 資料２－１のプランの進捗状況の２ページ目の最初の第一のところ、②県高齢者社会貢献活動サ

ポートセンターの活動状況と、それからアイーナの同じ６階にＮＰＯの活動交流センターがありま

す。それらの棲み分けはどのようにされているのかお伺いできればと思います。 

 

（事務局 石田高齢福祉担当課長） 

 平成２１年度までは「いわてＮＰＯセンター」に委託していたところでございますが、平成２２

年度からは、先ほど申しましたとおり、それぞれの充実を図るために、「ＮＰＯ法人いわての保健

福祉支援研究会」に運営委託しているところでございます。 

 

（高橋委員） 

ちなみに、どの程度の委託金額で事業が行われているのですか。 

 

（事務局 石田高齢福祉担当課長） 

 委託費は大体４７０万円程度でございます。 

内訳としては、主に活動支援員の人件費や情報誌の発行でございます。 

なお、老人クラブなどの組織的な活動につきましては、国の補助制度もありますが、高齢者が自

主的に活動を行いたいというものに対しては、例えば、これから団塊の世代が増えますが、それら

の世代の高齢者が自主的に活動を行いたいというものに対して、様々な活動を支援するというもの

であります。 

 

 



（議長 細江会長） 

 他にご質問等ある方はいらっしゃるでしょうか。 

 

（小野委員） 

 資料２－１の３ページの第３ 地域包括ケアの推進についてですが、国が定める専門職員の３職

種全てを満たす地域包括支援センターは、ほぼ３０パーセントですが、県では引き続き充足率の向

上について市町村に対して要請を行っていくかと思いますが、この３０パーセントという低い数字

の要因はどのように捉えていらっしゃいますか。 

 

（議長 細江会長） 

 事務局いかがでしょうか。 

 

（事務局 岡村長寿社会課総括課長） 

 地域包括センターにつきましては、市町村直営の地域包括支援センターと、社会福祉法人等に委

託している地域包括支援センターがございます。 

特に、市町村直営の場合、主任介護支援専門員の配置については、行政職員の場合ですと、業務

経験年数等の関係から資格要件を満たすとことが非常に難しいと思います。 

市町村の場合、比較的保健師の配置はスムーズにいくのですが、社会福祉士の有資格者や主任介

護支援専門員は、どうしても人事異動がございますので、常に１００パーセントに出来ないという

のが現状でございます。 

それから社会福祉法人等に委託している地域包括支援センターにつきましては、委託料の中で人

員配置していただいておりますが、やはり法人内の他の業務との関係で、有資格者がいる場合でも、

関連施設や事業所に優先的に配置しているところもあるようでございます。 

 

（小野委員） 

地域包括支援センターの運営については、各市町村の責任で行われるものだと思いますが、県は

充足率の課題の要因を解決するような支援をやっていかなければいけないだろうと、そのような思

いで質問させていただきました。 

今後、このような解決策を市町村とやっていく中で、県の方策などがあればお聞きしたいのです

が。 

 

（事務局 岡村長寿社会課総括課長） 

 有資格者の配置につきましては、介護保険事業の運営費の中で、人件費の財源として国庫負担や

県費負担の措置が講じられておりますので、市町村に対しては、他の一般職員の配置よりも手厚い

職員配置にしていただきたいということで、要請をしているところでございます。 

 



（議長 細江会長） 

 せっかくの機会ですので、地域包括・在宅介護支援センター協議会の山内委員からご意見があり

ましたらお願いします。 

 

（山内委員） 

地域包括支援センターの３職種のうち、主任介護支援専門員に関しては、当初は、地域包括支

援センターに配置されていれば、主任介護支援専門員研修の受講資格がありましたが、３年前か

らその基準もなくなりまして、５年間の実務経験がないと主任介護支援専門員研修を受講できな

くなりました。 

市町村直営の地域包括支援センターで、介護支援専門員の資格を持っている方でも、５年間介

護支援専門員としての実務を行っている方はなかなかいらっしゃらないので、市町村では主任介

護支援専門員をなかなか配置できないですが、市町村直営の地域包括支援センターが徐々に民間

委託のほうに移行してきておりますので、民間委託が進めば、主任介護支援専門員の充足率も上

がってくると思います。 

 

（議長 細江会長） 

事務局から他に説明はありますか。 

 

（事務局 岡村長寿社会課総括課長） 

主任介護支援専門員の研修受講要件につきましては、国で基準例を示しておりますが、本県では、

在宅介護支援センターでの実務経験も認めておりますので、他県より主任介護支援専門員研修の受

講者は比較的は多い状況でございます。 

それでもやはり市町村ではなかなか確保が難しいということで、市町村によっては、社会福祉法

人等民間からの職員派遣を受けながら運営されている事例もございますので、県では、他県や各市

町村の取組み状況などお示ししながら、市町村に働きかけを行っているところでございます。 

 

（３）岩手県東日本大震災津波復興計画について 

   ア 岩手県東日本大震災津波復興計画復興基本計画等について 

    （資料３－１ 説明者：保健福祉企画室佐藤主任） 

   イ 東日本大震災津波による被害への対応状況等について 

    （資料３－２ 説明者：岡村長寿社会課総括課長） 

 

    事務局からア及びイについて説明の後、以下のとおり協議、質疑応答が行われた。 

 

 

 



（議長 細江会長） 

これについて、ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

なお、今回の震災に直接関係なさった委員もいらっしゃるかと思いますので、発言をお願いしま

す。 

 

（渡辺委員） 

先日の新聞紙上に、条件付の仮設特養等の設置が認められるという内容の記事が掲載されました

が、本県ではどのように進めようとしているのかお聞きしたいのですが。 

 

 

（事務局 岡村長寿社会課総括課長） 

まず、県内の主な施設の被害状況でございますが、山田町の介護老人保健施設「シーサイドかろ」

が津波で全壊しております。 

それから、大船渡市の特別養護老人ホーム「さんりくの園」も津波で全壊しております。 

さらに、仮設整備の対象とはなっておりませんが、釜石市の「養護老人ホーム五葉寮」も津波で

浸水し、入所者は全員内陸の施設に入所されております。 

これら施設につきまして、仮設で再開するかどうかということでございますが、被災した地域に

はこれらの施設の仮設施設として利用できる建物がほとんどないといった状況ですし、また、事業

者から、仮設施設の具体的な整備要望もございません。 

 

（議長 細江会長） 

 よろしいでしょうか。他にご意見があればお願いします。 

 

（木村委員） 

私どもの病院では、地域リハビリテーション広域支援センターの指定を受けており、被災地の支

援をしたいと思っているのですが、リハビリテーションに関する被災地支援については、いわてリ

ハビリテーションセンターと県理学療法士会と県作業療法士との間でいろいろ話し合いがされて

いると伺っております。 

その話し合いを受けて、県理学療法士会と県作業療法士会から各会員に対して、被災地派遣の要

請があるようですが、各病院に対して要請をいただければ、病院の業務として派遣することも可能

ですし、万が一事故等に遭っても労災保険の適用になるのですが、会員個人に要請されると病院と

しては、有給休暇を取得していただいて活動していただくしかない。 

いわてリハビリテーションセンターにも「病院に要請があれば職員を派遣します」とお話もして

いるのですが、現実として、いわてリハビリテーションセンターだけに負担がかかっている状況で

す。 

県のほうで、専門職員派遣の仕組みを考えていただければもう尐し上手く回っていくのではない



かと感じたところです。 

お声がけしてもらえれば、可能な限り協力いたしますので、よろしくお願いします。 

 

（議長 細江会長） 

この件について、事務局からお願いします。 

 

（事務局 岡村長寿社会課総括課長） 

大変ありがとうございます。 

資料の３－２の７ページの下から３段目の「沿岸地域高齢者リハビリテーション支援事業」につ

いてですが、今後、いわてリハビリテーションセンターが各職能団体や沿岸の地域リハビリテーシ

ョン広域支援センターと協議しながら被災地支援の枠組みなど協議していく予定でございます。 

なお、委員からご指摘いただいたとおり、いわてリハビリテーションセンターが直接、全ての被

災地の支援を行うことはできかねますので、例えば気仙圏域から支援要請があれば、内陸の広域支

援センターへ協力をお願いするなど、連携の仕組みについても検討中でございますので、是非継続

してご支援いただきますようにお願いします。 

 

 

（議長 細江会長） 

 リハビリテーション支援について、木川田委員からご意見などはありますか。 

 

（木川田委員） 

私の介護老人保健施設も、広域支援センターの指定を受けていますので、今後、大船渡市や陸前

高田市の様子を見ながら、いわてリハビリテーションセンターなどと連携しながら、必要な支援が

できればと思っております。 

 

（４）協議事項 

   「いわていきいきプラン 2012-2014（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）」の策定について 

   （資料４－１、４－２、４－３ 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、以下のとおり協議、質疑応答が行われた。 

 

（議長 細江会長） 

ありがとうございました。詳細については、11月の第２回目の協議会で中間案が示されるという

ことで、今日は、その全体像について議論していきたいと思いますので、ご意見、ご質問等があり

ましたらお願いします。 



 

（小野委員） 

 国の方針を見ても、それから岩手県の方針案を見ても、居宅サービスの方にシフトしてきている

のではないかという思いがするのですが、国の方針は方針としても、岩手の実情から考えた時に、

特に県南と沿岸では違いますので、例えば高齢者の受け入れについて、今回の震災においても、や

はり在宅だけでは難しい、ある程度施設が必要なのではないかという意見もございます。 

そういった状況の中で居宅サービスにシフトしていっていいのかということについて、もう尐し

議論していく必要があると思うのですが、その辺の具体的な案なども含めて聞かせていただきたい

と思います。 

 

（議長 細江会長） 

大変重要なご指摘だと思いますので、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 岡村長寿社会課総括課長） 

策定の方向に書いてございますように、基本的には地域の実情に応じた必要なサービスについて、

中長期的に整備が進められるよう、市町村への支援を行うこととしております。 

また、施設整備につきましては、昨年参酌標準が撤廃されたことにより、市町村が地域で必要な

居宅サービス・施設サービス量を見込むのですが、介護保険制度以前の高齢者の介護サービスは、

施設サービスを基盤として展開されてきましたので、どうしても、居宅サービスを充実させなけれ

ばならないというのは、介護保険のサービス全体の中ではそういった傾向になるのですが、全く施

設サービスを充実させなくてもよいということではありません。 

人口が 10万 30万という都市部の市街地域におけるサービス基盤の整備と、中山間地あるいは高

齢化の進んだ交通の不便な地域でも、同じサービスの仕組みを入れるというのは現実的ではありま

せん。 

ぜひ市町村においては、地域の実情に応じて日常生活圏域ごとに必要なサービス提供体制を考え

ていただきたいと考えております。 

 

（議長 細江会長） 

 他にどなたかご意見あればお願いします。 

 

（小野委員） 

地域での介護サービスの現状について、現実的なお話をさせていただくと、24時間のサービス体

制がとれる地域と、片道 30分も 40分もかけて訪問に出かける地域もあります。 

比較的、県南地域など、北上川流域はいいのですが、県北や沿岸のサービスを考えた時に、やっ

ぱり行政などが、ある程度施設の整備をやっていかなければ、現実的には、業者も入ってこないし、

サービスの資源もない状況です。 



現実に何もできないのではないかと、そんな危機感を感じていますので、是非その地域の実情と

いうか、データだけではなくて、もう尐し現実的な対応をふまえた上で検討していただきたい。 

 

（議長 細江会長） 

ありがとうございました。どなたかありますか。 

 

（岩部委員） 

今、地域包括支援センターの話がありました。私のところは小さい村でございまして、全てを正

職員となれば、それは大変な問題です。 

地域包括支援センターにしましても、私の村のほうでは、社会福祉協議会を使いまして、その中

でいろいろな役割を果たしていただくというような体制をとっております。 

私は、かえって直営よりも、その方がより効率的ではないかと思います。 

私は、そのやり方が九戸村には合っているというように思っております。 

 

（議長 細江会長） 

地域の実情に応じてというお話がありましたが、他の方からご意見等ありませんか。 

 

 

（竹村委員） 

 確認とお願いですが、今度の「いわていきいきプラン 2012～2014」は、復興計画と対比させると、

第 1期基本復興期間にちょうど当たる、こういう期間の中で行うものなのですね。 

それで先ほどの国の基本方針をご説明いただいたときに、資料４－２の２ページの一番下のとこ

ろで、「第 5 期計画の策定に当たっては、この方針に関わらず、実情に応じて弾力的な取扱いをし

ても良い」と書かれております。 

この弾力的な取扱いというのが一番重要な点で、大きく分けて内陸側と沿岸側では、いきいきプ

ランの基盤になるものが違っている。 

内陸のほうは、概ね第 4期計画の延長上としても、差し支えないかもしれないけれど、沿岸側に

関して言えば、担い手がどうかについても書かれていますけれども、これまでの前半部のご説明の

ような、基盤がどういうようになっているか。要は何人くらいのお年寄りが、どういうような状態

になっているのかということに関しては、いかがな状況なのでしょうか。 

先ほどのご説明では、いくつかの事例について、例えば大槌町とか釜石市の状況とか、それから

グループホームの状況とかの説明というのは出てきたのですけれども、最初のところで、昨年度の

事業の説明がなされたぐらいのところで、市町村レベルでも把握がなされているものなのでしょう

か。 

高齢者の死亡が多かったというご説明があったのですが、そこはいかがでしょうか。 

この基盤を基にして、計画がやはりもう尐し具体的に調整される必要がある。ただ、この辺のデ



ータが出てきて欲しいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（議長 細江会長） 

 事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 岡村長寿社会課総括課長） 

 高齢者人口や要介護認定者数などについては、現在、各市町村が推計作業を行っておりますので、

次回の協議会で、具体的な数値などをお示しできればと思います。 

なお、国から、被災地市町村でサービス量や保険料の推計を行う方法の一つとして、簡便なやり

方でやって差し支えないということが示されたことから、現在、沿岸市町村で検討を行っていると

ころです。 

また、サービス基盤の状況についてですが、入所系の施設では、規模が大きいところでは、高台

にある施設が多いので、現在ですと震災前と同じような機能が果たせるようになっております。 

また、訪問介護や通所系サービスにつきましても、事務所が被災したところや職員が被災した事

業所は、ダメージを受けているのですが、サービスの需給関係を見ますと、サービスの需要よりも

供給体制の方が、全体としてはあるという状況となっております。 

 

（議長 細江会長） 

 他にはご質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

（石杜委員） 

 今の質問にも関連してきますが、震災との関わりで既存の計画も見直しすると思うのですが、そ

の中で震災を教訓として得たもので、この点を見直してみるとか、そういう部分があるのかどうか

お伺いしたい。 

もし、いくつかあるのであれば、こういう点を震災後、直接の被災状況もそうだと思うのですけ

れども、それ以外にも直接の被害でなくても、いろいろなライフラインの問題であるとかあると思

うので、こういう観点から見直しをするというものがあれば、次回までにいくつかあげていただき

たいと思います。 

 

（議長 細江会長） 

 重要なご意見ですので、是非ご検討いただけたらと思います。 

それでは皆さんまだ若干時間がありますがいかがでしょうか。 

 

（高橋委員） 

 直接、県の策定には関わらないかもしれませんが、今年の６月８日に全国市長会がありまして、

その中で介護保険制度に関する重点提言ということで、４項目提言しております。 



その中の一つとして、平成２１年度からの介護報酬改定で、介護従事者の処遇改善のための緊急

特別対策ということで、介護報酬３％増と、それは国が負担するということの決定でありますけれ

ども、これを平成２４年度以降も継続的な措置を講じて、被保険者の負担増にならないようにとい

う項目の要望を出しているところでありますが、これに対して岩手県のスタンスや、もし分かれば、

今後の国の動向を教えていただきたいと思います。 

 

（議長 細江会長） 

 事務局お願いします。 

 

（事務局 岡村長寿社会課総括課長） 

 介護報酬につきましては、現在、いろいろと国の社会保障審議会介護給付費分科会の方で検討さ

れているところですが、一つは予算編成とも関係して、現在市町村の方に、各サービスにどれくら

いのニーズがあるのか、それにはどれくらいの費用がかかるか、それには介護報酬の点数といいま

すか、介護報酬改定や処遇改善の件もだいたい年明けごろに方向性が示される予定です。 

また、現在、介護職員の処遇改善交付金という制度がありまして、前回、平成 21 年度の介護報

酬改定の際に、３％アップだけでは事業者の方から職員に給与としてなかなか流れていかないとい

うことが課題としてあって、報酬改定の後に上乗せ交付金を出しております。 

それらを含めてだいたい月額 15,000 円くらいの改善を図っているところですが、処遇改善の交

付金の取扱いにつきまして、本来は介護報酬に含まれるべきものですが、賃金改善になんとか反映

させたいといったこともあって、国の審議会では、結論がでないまま、両論併記のような取扱いに

なっております。 

全国知事会におきましても、介護職員の処遇改善とともに、地方や被保険者・事業者に負担とな

らないように、財政措置を講じてほしいということを国に要望しているところですが、県としても、

処遇改善を維持しながら介護報酬の設定をしていただきたいと考えております。 

今のところ、具体的な話はまだ聞こえてこないところですが、今後も国でいろいろな議論がされ

ると思われます。 

 

（議長 細江会長） 

重要なご指摘ですので、よろしくお願いします。段々時間になってきたので、もしどなたかあり

ましたらお願いします。 

 

（木村委員） 

 地域包括ケアシステムというのは、慶応大学の田中滋教授が出したイメージが国の会議などで用

いられてできているもので、これはあくまで東京など都市部のことを想定して作ったものであり、

これを参考に全国各地の自治体も地域の実情を勘案してそれぞれにあったものを作っていただき

たいという話をされていたかと思うのですが、岩手県の場合は、東京などの都市部とは全く状況が



違うので、例えば入所系サービスの施設に関しては東京よりは多くできている。 

しかし訪問系サービスは、経営的に難しいという問題があるので、これらを各地域の実情に応じ

て考えてほしいというような話をされているので、東京で出された資料をそのまま岩手で用いるの

は難しいのではないかと思います。 

そういった状況でも岩手県で地域包括ケアシステムの策定をしていくのか、それとも市町村で考

えていくのかについて教えてください。 

  

（議長 細江会長） 

 事務局からお願いします。 

 

（事務局 岡村長寿社会課総括課長） 

木村委員がおっしゃいましたとおり、本県も地域の実情に応じた形で、地域包括ケアシステムを

考えていたく必要があると思います。 

地域包括ケアシステムというのは、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、高齢者の状況に

応じたサービスを在宅・施設、医療と介護が連携して提供できるように、高齢者ニーズに応じて、

あるいは地域の特性とか実情に応じて計画的にやってくださいというものです。 

日常生活圏域内の課題を地域ごとに考えていただく、その中で、圏域内や県や国と調整を行うな

ど、決して一律に行っていくものではないと思っています。   

 

（議長 細江会長） 

  よろしいでしょうか。 

 

（木村委員） 

 今日添付していただいた「サービス付高齢者住宅と介護保険の連携イメージ」ですが、都市部で

月１５万円～２０万円の料金を想定しているようですが、はたして岩手県でうまくいくのかなと。 

実際に２４時間サービスというのをこういうところやったら確かにうまくいくのでしょうけれ

ども、岩手県の状況から考えて２４時間サービスをやったら、その施設はつぶれてしまう。 

まず、看護師の確保が難しい。訪問看護をしている人は、２４時間サービスをやるのであれば病

院で働きたいという方もおり、なかなか実態として難しい問題ではないかと感じております。 

 

（議長 細江会長） 

いずれ今日は、時間も迫っておりますので１１月の協議会までに皆さんお気づきのところはどん

どん提言をお願いできればと思います。 

最後に何かあればご自由にご発言していただいて結構です。 

 

（木川田委員） 



 今日は、東日本大震災・津波復興計画等の議論をしていただきましたが、私は、大船渡市と陸前

高田市で老健、病院、特養等を実際に運営している法人の責任者でありますので、皆さんにこの場

をお借りしまして、災害に対して人的あるいは組織的な支援をしていただきましたことに感謝申し

上げたいと思います。 

どうもありがとうございます。 

また、岩手大学の先生が、高齢者の怪我が多いという指摘をされていましたが、やはり我々は津

波浸水想定区域という表示を無視してきたのではないかと思います。 

実は国の方で想定をしており、陸前高田市の場合も国道に表示されてあるにも関わらず、低い所

に、平気で行政が津波の避難場所と書いているわけですね。 

市民ホールに逃げなさいというように指導しても、考えてみると車の運転も出来ない、あるいは

お年寄りは、体育館に逃げ込んできてそして多くの人が亡くなったということがあるのですね。 

ですから我々は、命を汲み取って「大地と共に生きる故郷岩手」というのを、復興計画で掲げて

いただいたわけですが、これを復興計画の中で盛り上げていく、そうすれば検証する必要が有るわ

けですね。 

私も岩手県の老健協会の会長をしておりますが、山田町の老健が壊滅的な被害を受けましたし、

大船渡市でも多くの入所者の方が亡くなり、職員も亡くなっているのですね。 

また、大船渡市の特別養護老人ホームの８３％の利用者が被災している。 

ところが、本当に想定地域内に入っているのにも関わらず、３０メートルから５０メートル逃げ

れば良かったのに、逃げないでそれだけの被害になってしまった。 

皆、やはり明治２９年や昭和８年の津波をイメージして、多分ここには津波が来ないだろうとい

う安易な気持ちでいてしまった。 

ですから、復興実施計画を策定するときには、やはりきちんと検証して、単に山の方に施設など

を造ろうとすると、山津波が起こる危険性もあることから、そういうことを是非検証して復興基本

計画を作っていただきたい。 

そういう気持ちで今日は参加させていただきました。 

本当にありがとうございました。 

 

 


