
 
 
 

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 26 年２月 12 日（水） 午後１時 30 分から３時 30 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 

 ⑴ 委員長の互選、委員長職務代理者の指名、専門分科会所属委員の指名 

 ⑵ 平成 26 年度当初予算のポイントについて（報告） 

⑶ 第２期復興実施計画案について（報告） 

⑷ 福祉・介護人材の確保育成に係る研究について（報告） 

⑸ 岩手県地域福祉支援計画（第 2 期）の策定について（報告） 

⑹ 民生委員・児童委員一斉改選について（報告） 

⑺ 岩手県障がい者プランの中間見直しについて（報告） 
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１ 開  会 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから岩手県

社会福祉審議会を開会いたします。本日司会を務めさせていただきます保健福祉企画室企

画課長の伊藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日のご出席は、委員総数20人中15人であり、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が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おります。 

 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 保健福祉部長あいさつ 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 初めに、根子保健福祉部長から御挨拶を申し上げます。 

〇根子保健福祉部長 県の保健福祉部長の根子でございます。岩手県社会福祉審議会の開

催に当たりまして、御挨拶を申し上げます。 

 審議会委員の皆様にはご多忙のところお集まりいただき、厚く御礼申し上げます。ま

た、本日の審議会でございますが、委員の改選後初めての審議会でございますけれども、委

員の就任をご快諾いただきましたことに改めて感謝を申し上げます。 

 これから本市議会において社会福祉に関する様々な案件について、皆様から広くご意見

を頂戴し、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いたします。 

 県では、東日本大震災津波からの復興を推進するため、昨年を復興加速年と位置づけま

して、保健福祉分野においては既存の施設の復旧あるいは新たな施設の整備など、基盤復

興の取組を推進してまいりました。平成26年度からは被災者一人一人が安心して生活を営

むことができる持続可能な地域社会の構築を目指しまして、これからの３年間を新たに本

格復興期間と位置づけまして、現在岩手県東日本大震災津波復興計画の第２期復興実施計

画を策定しているところでございます。 

 本日は、現在策定中の第２期の復興計画案についてご意見を伺うほか、復興予算が盛り

込まれております平成26年度の当初予算のポイント、それから第２期の岩手県地域福祉支
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援計画の策定状況、岩手県障がい者プラン中間見直し状況などについてご説明をさせてい

ただきたいと考えております。 

 いずれも本県の社会福祉施策を推進するために重要な事項でございますので、委員の皆

様から忌憚ないご意見を頂戴するとともに、一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い

申し上げまして、挨拶といたします。本日はよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員の紹介 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 本日は、本年２月１日をもって委員の改選が行われまし

てから最初の審議会でありますので、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。 

 それでは、お手元の名簿の順に従いまして、ご紹介させていただきます。 

 岩手弁護士会所属弁護士の姉帯幸子委員につきましては、本日欠席でございます。 

 岩手県医師会副会長の岩動孝委員でございます。 

〇岩動委員 どうぞよろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手日報社常勤監査役の小笠原裕委員でございます。 

〇小笠原委員 よろしくお願いいたします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手医科大学理事長・学長の小川彰委員でございます。 

〇小川委員 よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県町村会理事で野田村長の小田祐士委員でございま

す。 

〇小田委員 小田でございます。よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県手をつなぐ育成会副会長の鎌田哲子委員につきま

しては、本日欠席でございます。 

 岩手県議会議員の喜多正敏委員会でございます。 

〇喜多委員 喜多です。どうぞよろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 なお、喜多委員におかれましては、本日議会用務のため

途中で退席される予定となっております。 

 岩手県社会福祉協議会会長の桑島委員でございます。 

〇桑島委員 どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県肢体不自由児・者父母の会理事の佐々木秀子委員

でございます。 

〇佐々木委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 公募委員の佐藤芳郎委員でございます。 

〇佐藤委員 佐藤です。よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県社会福祉協議会社会福祉法人経営者協議会会長の

関口知男委員につきましては、本日欠席でございます。 

 岩手県精神保健福祉連合会理事長の高橋修委員でございます。 

〇高橋委員 高橋です。よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県社会福祉協議会保育協議会常任委員の田口和子委

員でございます。 

〇田口委員 田口です。よろしくお願いいたします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県身体障害者福祉協会会長の田村幸八委員でござい

ます。 

〇田村委員 田村です。よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県立大学社会福祉学部学部長の遠山宣哉委員につき

ましては、本日欠席でございます。 

 岩手県市長会、大船渡市長の戸田公明委員につきましては、本日欠席でございます。 

 岩手県民生委員児童委員協議会副会長の米田ハツエ委員でございます。 

〇米田委員 米田でございます。よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県母子寡婦福祉連合会会長の松本笑子委員でござい

ます。 

〇松本委員 よろしくお願いいたします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県老人クラブ連合会副会長の山内霜子委員でござい

ます。 

〇山内委員 よろしくお願いいたします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県遺族連合会事務局長の吉田正広委員でございます。 

〇吉田委員 吉田でございます。よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 以上、よろしくお願いいたします。 

 次に、出席している県の職員を紹介させていただきます。 
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 先ほど御挨拶申し上げました保健福祉部長の根子忠美でございます。 

〇根子保健福祉部長 よろしくお願いいたします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 地域福祉課総括課長の齋藤昭彦でございます。 

〇齋藤地域福祉課総括課長 よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 長寿社会課総括課長の鈴木豊でございます。 

〇鈴木長寿社会課総括課長 よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 障がい保健福祉課障がい福祉担当課長の菊池優幸でござ

います。 

〇菊池障がい保健福祉課障がい福祉担当課長 よろしくお願いいたします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 児童家庭課総括課長の菅野啄也でございます。 

〇菅野児童家庭課総括課長 よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 最後に、保健福祉企画室の伊藤でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

４ 委員長の互選 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 引き続きまして、議事に入らせていただきますが、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し、進めるべきかと存じますが、大変僣越ではございます

が、委員長が選出されるまでの間、事務局のほうで議事を取り進めさせていただくことと

してよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 委員長は、社会福祉法第10条の規定により委員の互選に

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。 

〇高橋委員 指名推選でお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 指名推選とのご発言がありますが、指名推選によること

としてよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 それでは指名推選によることとします。 

 どなたか指名推選をお願いいたします。 
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〇高橋委員 桑島委員さんにお願いしたいと思います。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 ただいま桑島委員さんを推選するとの発言がございまし

たが、ほかにございませんでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 異議ないようでございますので、桑島委員さんを委員長

とすることに決定いたします。 

 

５ 委員長あいさつ 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 それでは、桑島委員さんに委員長席にご移動いただきま

して、御挨拶を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

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。 

 前期に引き続きまして、今期も委員長を務めることとなりましたので、どうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

 本日の会議でございますが、先ほど根子部長さんの御挨拶にもありましたとおり、第２

期復興実施計画案についての報告、また保健福祉部の来年度復興予算が盛り込まれており

ます平成26年度当初予算のポイントなど６項目につきまして、事務局からご報告をいただ

く予定となっております。皆様からさまざまなご意見をいただきまして、県においてはそ

れらを県政の推進に十分役立てていただきたいと考えておりますので、積極的なご意見を

お願いしたいと存じます。 

 委員の皆様におかれましては、円滑な議事進行にご協力をいただきますようお願い申し

上げまして、私からの御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 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１項の規定により、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、桑島委員長にお願いいたし

ます。 

 

６ 委員長職務代理者の指名 

 

〇桑島委員長 それでは、次第に従いまして会議を進めてまいります。 
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 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、当職から指名することとなっております。 

 つきましては、遠山委員を指名いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、遠山先生は本日ご欠席でございますが、事前に事務当局のほうからご了承をいた

だいているということを伺っておりますので、ご報告を申し上げます。 

 

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

職から指名をすることとなっております。 

 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させます。 

 ただいまお配り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、いかがでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇桑島委員長 それでは、よろしくお願いを申し上げます。 

 

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

祉審議会運営規定第５条第２項の規定によりまして、当職から指名をすることとなってお

ります。 

 つきましては、松本委員と山内委員を指名いたしますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 

９ 報告事項 

 （１）岩手県東日本大震災津波復興計画第２期復興実施計画（案）について（報告） 

 （２）平成26年度当初予算のポイントについて（報告） 

 （３）福祉・介護人材の確保育成について（報告） 

 （４）岩手県地域福祉支援計画（第２期）の策定について（報告） 
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 （５）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（報告） 

 （６）岩手県障がい者プランの中間見直しについて（報告） 

 

〇桑島委員長 次に、報告に入ります。 

 最初に、（１）の岩手県東日本大震災津波復興計画第２期復興実施計画（案）につきま

して、事務局から説明を願います。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 それでは、第２期復興実施計画（案）につきましてご説

明申し上げます。座ったままで失礼させていただきます。 

 岩手県東日本大震災津波復興計画第２期復興実施計画をご説明申し上げる前に、前回８

月の審議会におきましても説明させていただきました東日本大震災津波からの復興に向け

ました保健福祉部の取組状況についてご説明申し上げます。 

 資料１―１、東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況をごらんください。大変細

かい文字で恐縮でございます。まず１、地域医療の確保についてでございますが、ページ

下の表にございますとおり、被災した医療提供施設の修繕、移転整備の支援によりまし

て、昨年12月末時点で沿岸地域における医療提供施設数は震災前と比較いたしまして

91.5％となっているところでございます。 

 ２ページに参りまして、２、地域における高齢者や障がい者等への支援の（１）、応急

仮設住宅地域におけるサポート拠点の設置・運営支援につきましては、高齢者サポート拠

点が27カ所、グループホーム型の仮設住宅が９カ所で運営されている状況でございます。 

 ３ページに参りまして、（２）、介護予防や介護・障がい福祉サービスの充実につきま

しては、応急仮設住宅での生活における高齢者の孤立防止や介護予防を図るため、高齢者

が気軽に参加できる介護予防教室や運動教室を実施しており、昨年12月末時点で計157回開

催しております。 

 ②、障がい者福祉サービスにつきましては、障がい福祉サービス事業所の安定した運営

を支援するため、事業所支援アドバイザーの派遣や事業所研修を実施しており、昨年12月

末時点でアドバイザー派遣が42件、研修開催が68回となっております。 

 ４ページに参りまして、（３）、社会福祉施設等の復旧、運営支援につきましては、ペ

ージ下の表にありますとおり、被災した社会福祉施設の修繕や移転整備の支援によりまし

て、昨年12月末時点で、沿岸地域において福祉サービスを提供している施設数は、震災前

と比較すると105.5％となっているところでございます。 
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 ５ページに参りまして、３、被災者の健康の維持・増進につきましては、被災地の保健

活動、食生活・栄養支援活動、口腔ケア活動に対応するため、応急仮設住宅集会所等を活

用し、健康相談、保健指導、歯科検診、口腔ケア指導等を実施しており、昨年12月末時点

で8,039人の相談等に対応してございます。 

 ６ページに参りまして、４、被災者のこころのケアの推進につきましては、昨年12月末

時点で、沿岸部の４合同庁舎内の地域こころのケアセンターにおきまして、7,988件の相談

に対応しているところでございます。 

 ５、要保護児童等への支援につきましては、昨年12月末時点で、各児童相談所が152回の

巡回児童相談を実施しておりますほか、延べ1,261人の児童がいわて子どもケアセンターを

利用しているところでございます。 

 ７ページに参りまして、６、被災者の日常生活や災害時要援護者を支える取組の推進に

つきましては、昨年12月末時点で、県と市町村の社会福祉協議会に生活支援相談員を189名

配置し、応急仮設住宅や在宅の被災者を対象に生活福祉資金の貸し付けを初めとする各種

相談の受け付けのほか、民生委員の皆様と連携しながら被災者の安否確認や見守り活動等

を実施しています。 

 また、（３）、災害時における福祉（介護）の広域的な支援体制の構築につきましては、岩

手県災害派遣広域支援推進機構を昨年９月に設置し、災害派遣福祉チームの創設に向け、ワ

ーキングの会議や周知、啓発のためのセミナー等を開催しているところでございます。 

 以上で資料１―１についての説明を終わります。 

 引き続きまして、資料１―２、岩手県東日本大震災津波復興計画（第１期）検証、暫定

版をごらんください。現在、平成26年から28年度までの第２期復興実施計画を策定中でご

ざいまして、今月23日までパブリックコメントを実施しているところでございます。本日

は、パブリックコメントの資料の中から当部関連の重点事項を中心にご説明させていただ

きたいと思います。 

 第１期の全体状況につきましては、安全の確保、暮らしの再建、なりわいの再生の３つ

の原則のもと各種の取組を行ったところでございますが、その成果は②にありますとお

り、おおむねの目標は達成できたものの、安全の確保の原則の構成事業を中心といたしま

して、復興まちづくり計画との調整などのために進捗におくれが生じているところでござ

います。 

 また、③の復興の状況と県民の復興の実感では、復旧、復興がややおくれているとの回
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答が増加傾向にある状況でございます。 

 当部関連の記載について、３ページをお開き願います。（２）、暮らしの再建の原則に

ついてでございますが、①の第１期（基盤復興期間）の取組につきましては、応急仮設住

宅の整備や応急仮設診療所による医療の提供などの緊急的な取組や、医療機関や社会福祉

施設等の機能回復、被災者の健康の維持、増進や、心のケアなどの支援を実施したところ

でございます。 

 ②、第１期（基盤復興期間）の成果でございますが、構成事業の進捗の関係でございま

す。まず、第１期末目標を達成できなかった主な事業といたしましては、当部関連では被

災地医療確保対策事業による診療機能回復施設数など、また老人福祉施設整備事業により

ます施設整備数、被災地こころのケア対策などが、また進捗におくれが生じている主な事

業といたしまして、用地の確保の関係から被災地医療施設の移転、新築医療施設数、児童

福祉施設等災害復旧事業による保育所、児童館等復旧施設数などが挙げられます。 

 ③の復興の状況と県民の復興の実感の関係では、右のグラフをごらんいただきますとお

り、医療提供施設数が平成24年１月の70.4％から平成25年、昨年10月では91.7％と21.3ポ

イント上昇している状況でございます。 

 また、④、第２期（本格復興期間）に向けての課題につきましては、復興まちづくりを

進める上で中核となります医療施設などの早期復旧などのほか、応急仮設住宅の生活長期

化に対応いたしました健康の維持、増進や、こころのケアなどの支援、応急仮設住宅団地

内のコミュニティ活動の支援など、生活の質の向上のための取組も必要といったことが主

な課題として掲載してございます。 

 次に、資料１―３をごらんいただきたいと思います。資料１―３の１ページの中段、右

側の箱囲みでございますが、第２期の計画期間について若干説明がございます。計画期間

を26年度から28年度までの３年間といたしまして、取組の柱として第１期と同様３つの原

則であり、それから三陸創造プロジェクトとするものでございます。 

 １の計画の取組方向でございますが、被災者一人一人が安心して生活を営むことがで

き、将来にわたって持続可能な地域社会の構築を目指します本格復興といたしまして、２

の計画を進めるに当たり、参画、つながり、持続性を重視していくこととしております。 

 ２ページをお開き願います。２ページの３、復興に向けた３つの原則ごとの取組方向の

うち、当部関連では（２）の暮らしの再建でありますが、ここでは被災者一人一人が安心

して心豊かに暮らせる生活環境を実現することを取組の方向に掲げており、被災した県立
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病院の移転整備を完了すること、被災した医療施設の移転、新築を支援すること、また自

主的な健康づくりに取り組む自治会や団体等を支援することを取組例として掲げてござい

ます。 

 続きまして、資料１―４、厚いものでございますが、これが実施計画の本体になります

が、この中の主要な事業の概要をご説明いたします。恐れ入りますが、時間の関係上、83ペ

ージをお開き願いたいと思います。 

 ここで、主要事業のみご説明させていただきたいと思います。第２期の復興実施計画に

掲載いたしました主な事業のうち、当部所管の事業は６つの主要事業として事業を掲げて

ございます。 

 まず、ナンバー13の被災地医療施設復興支援事業についてでございますが、被災した沿

岸地域の民間医療機関や公的医療機関等の移転整備や医療機器の再取得等を支援するもの

でございまして、第２期の期間中に移転新築施設は３カ所、仮設医療施設から恒久的医療

施設への移行５カ所を目標としているところでございます。 

 次に、84ページをお開き願います。ナンバー14の被災地高齢者支援事業についてでござ

いますが、応急仮設住宅から災害公営住宅へと住環境が変化してきていますが、そうした

中にあっても高齢者が安心して暮らすことができるよう、孤立化や生活機能の低下の防

止、見守り体制の整備を支援するものでございます。 

 事業概要といたしまして、高齢者サポート拠点の運営支援、巡回相談や運動指導等従事

職員の養成など、主要な５項目を掲げてございます。また、下のイメージ図にありますと

おり、市町村が応急仮設住宅等の高齢者に関して行う支援を県が各事業を通じまして、直

接的、間接的に市町村を支援するものとなってございます。 

 続いて、85ページのナンバー15の被災地健康維持増進事業についてでございますが、こ

の事業は被災者の健康の維持増進を図るため、健康課題の分析評価や対策に関する検討結

果に基づき、市町村が行う保健活動の支援や住民の自主的な健康づくりを支援するもので

ございます。 

 事業概要といたしまして、岩手県被災地健康支援事業運営協議会によります健康課題の

分析、健康支援対策検討のほか、内陸部等からの保健師、栄養士等の派遣による保健活動、 

食生活、栄養支援活動等の支援など主要５項目を掲げまして、被災地域の健康維持増進を

支援していくこととしております。 

 次に、86ページをお開き願います。86ページのナンバー16、児童養育支援ネットワーク
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事業についてでありますが、この事業は保護者を失うなどした要保護児童の状況を継続し

て把握し、安定した家庭的な環境のもとで養育されるよう支援すること、また被災した児

童の心のケア等を行い、健やかな成長を促進すること、さらに被災孤児の養育者やひとり

親家庭となりました保護者に対する支援を行うことを目的といたしまして、市町村や社会

福祉団体等へ委託し、実施しています。 

 事業概要につきましては、要保護児童の状況把握及び相談、情報提供、児童精神科医に

よります診療や専門スタッフによる相談等を実施、また身近な支援者に対する研修会を実

施するなど、主要４項目となってございます。 

 次に、87ページのナンバー17、こころのケアセンター等設置運営事業についてでござい

ます。この事業は、災害により精神的負担を抱えております被災者の精神的負担を解決す

るために、震災直後から長期間にわたる専門的なケアについて、岩手医科大学様に委託

し、実施するものでございます。 

 事業概要といたしましては、全県の中核となります岩手県こころのケアセンターの設

置、沿岸４地域に地域こころのケアセンターを設置し、心のケアの推進を図るものでござ

います。 

 ページを飛んでいただきまして、90ページをお開き願います。ナンバー19、被災者の生

活支援とセーフティネット対策事業についてでございます。この事業は、応急仮設住宅等

で生活する被災者一人一人の個別のニーズに対応し、さまざまな相談に総合的に応じ、被

災者の生活再建を支援するものでございます。 

 事業概要といたしましては、社会福祉協議会に生活支援相談員を配置しての民生委員等

と連携しての安否確認や相談支援、見守り活動の実施、また低所得世帯や障がい者世帯、高

齢者世帯等に対します生活福祉資金の貸し付けや相談援助の実施、沿岸の福祉事務所に生

活再建サポーターの配置による生活保護受給者の早期の生活再建を促進するなど、主要４

項目となってございます。 

 以上で資料のご説明を終わります。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。それでは、ただいま説明のありましたことにつ

きまして、ご質問、ご意見などございましたらご発言を願いたいと存じます。 

 はい、どうぞ。 

〇高橋委員 精神保健福祉連合会の高橋といいます。よろしくお願いします。過日会合が

あって、別な場でも保健福祉部長さんから丁寧なご説明を頂戴したところでございます
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が、今日は社会福祉審議会という場で改めてお話をいただきたいのですが、それはある人

から、思いがけない方からなのですが、実は私はこういう手帳を持っているよと手帳を出

されました。それは例の障がい者災害対応の手引の中でつくられたＳＯＳという手帳だっ

たのですけれども、その障がい者災害対応の手引策定、県社協さんのほうに委託をして進

められた事業だったわけですけれども、県議会において再審査というふうなことが新聞で

報道されておりましたけれども、その再審査の原因は一体何だったのか。それを通してど

ういうことが教訓として行政としては押さえていらっしゃるのか、そのところをお話しい

ただきたいと思います。 

〇根子保健福祉部長 只今の障がい者の復興支援事業の関係の県議会での議論というお話

でございました。この事業につきましては、県が県社協に委託して実施した事業でござい

ますけれども、県議会でいろいろ話題になったのは、事業の目的が十分その事業の成果に

現れていないのではないかというようなことでございました。 

 その中で一番議論になったのは、被災した障がい者の実態調査を行うということで事業

を進めたわけですけれども、その対象者について、そもそも事業の最初の目的と違ってい

たのではないかということでございます。 

 対象者につきましては、最初の目的をつくった段階と、それから実際に事業を進める段

階で、ある程度重度の被災した障がい者を対象と決めて進めたわけでございましたけれど

も、それが９カ所の地域のセンターの方まで十分浸透していなかったということでござい

ました。全体の中でしっかりした共通認識のもとに進んでいないなという部分があって、齟

齬が生じたということが特に一番大きな問題になったのではないかと思います。 

 私どもとしても、県社協からお話を伺いながら、今後について色々考えてきたわけです

けれども、そういったことのないようにやはり県社協全体として、中央のセンターと地域

のセンターが十分な共通認識で進めるべきだというふうに考えておりまして、そういった

ところが一番重要ではないかなと思っています。 

 それから、最初のスタートが、まだまだ混乱していた時期でもありましたし、センター

の立ち上げが職員の確保が非常に難しくて遅れてしまったということ、その他いろいろ事

業を進める上で多々反省すべき点があったなと理解しております。今年度も事業を進めて

いるわけでございますので、そういった反省を踏まえながら、円滑に進めるためにいろい

ろ県社協ともお話し合いをしながら進めているところでございます。 

 それから、手引については、その手引を作るに当たって、事業の委員会の中で色んな方々
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の意見を交えまして、こういった形のものを作りましょうということで手引を作ってまい

りました。それについては、本年度、障がい者の皆様にお配りして、各種団体を通じて色々

活用の仕方をご説明しながら進めている状況でございますので、障がい者の災害対応の手

引についても十分有効に活用できるように進めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。 

〇高橋委員 ありがとうございました。 

〇桑島委員長 そのほかございませんでしょうか。 

 （「なし」の声） 

〇桑島委員長 それでは、特にないようでございますので、次に移りたいと存じます。 

 次の（２）、平成26年度保健福祉部当初予算のポイントについて、事務局から説明を願

います。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 それでは、資料の２をご用意願います。保健福祉部平成

26年度当初予算のポイントによりましてご説明を申し上げます。 

 保健福祉部の平成26年度の予算編成に当たりましては、県の復興計画におきます本格復

興に向けて暮らしの再建の取組をさらに加速させていくとともに、いわて県民計画に掲げ

る岩手の未来をつくる７つの政策の一つであります「医療・子育て・福祉～共に生きるい

わての実現～」に向けて、「地域の保健医療体制の確立」、「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」、「福祉コミュニティの確立」の３項目を施

策のポイントとして重点的に取り組んでいくこととしてございます。 

 まず、保健福祉部の平成26年度当初予算につきましては、資料の一番上の表にございま

すとおり1,329億9,100万円余でありまして、前年度当初予算額と比較して8,200万円余の増

額となってございます。うち震災対応分の予算額は139億2,900万円余となってございます。 

 以下、復興計画関係、それから中ほどにございますが、４ページ以降はいわて県民計画

関係の順に、新規事業及び一部新規事業を中心に概要をご説明いたします。 

 なお、点線囲みに二重丸は新規事業、丸は一部新規事業、星印は部局横断的に取り組む

希望郷推進費などといった凡例を記載してございます。参考としていただければと思いま

す。 

 まず、復興計画関係の震災対応分の予算についてでございますが、ポイントの１つ目、ロ

ーマ数字をつけております、被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援でございま
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す。引き続き、被災者の生活の安定を図るため、被災者に係る国民健康保険等の一部負担

金や利用料の免除に対して支援してまいります。 

 ポイントの２つ目でございますが、災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制の

整備でございます。引き続き、被災者の心身の健康を守るため、被災した医療提供施設及

び高齢者・障がい者福祉施設、保育所等の機能の回復を図り、新たに２つ目の四角でござ

いますが、質の高い医療が受けられる体制の整備におきましては、次のページに飛んでい

ただきまして、ポツの２つ目でございますが、被災地の民間医療施設の耐震化を支援して

まいります。 

 また、一番下の黒の四角でございますが、高齢者が住み慣れた地域で生活できる環境の

構築におきまして、介護人材の確保のため、離職者や被災高齢者の見守りに従事する職員

等の介護資格の取得や住宅確保を支援してまいります。 

 資料の３ページ参りまして、ポイントの３つ目でございますが、健康の維持・増進、こ

ころのケアの推進や要保護児童等への支援でございます。引き続き、きめ細やかな保健活

動とこころのケア活動の推進、保護を必要とする子供たちの養育を支援してまいります。 

 ポイントの４つ目でございますが、地域コミュニティの再生・活性化でございます。全

ての人が安心して地域で生活できるよう、高齢者や障がい者等を住民相互で支え合うなど

地域コミュニティを確立するための体制づくりを支援してまいります。 

 次に、資料の４ページに参りまして、これはいわて県民計画関係の分でございます。ポ

イントの１つ目でございますが、地域の保健医療体制の確立についてでございます。引き

続き、地域医療の確保を図るための取組や感染症対策、生活習慣病予防を推進いたしまし

て、新たに２つ目の黒四角のところでございますが、質の高い医療が受けられる体制の整

備におきまして、ポツの５つ目でございますが、県の救急医療体制の向上のために新たな

ヘリポートを整備するとともに、下から２つ目のポツでございますが、医療施設の耐震診

断を支援してまいります。 

 次に、資料の５ページに参りまして、災害時の医療を確保するため、医療、救急、行政

間の調整を行います災害医療コーディネーター等の育成や、新たにＤＭＡＴ隊員の養成に

取り組んでまいります。 

 １つ目の四角でございますが、生活習慣病予防等の推進におきまして、平成26年度から

始まります第２次健康21プランの推進、岩手県口腔保健支援センターの設置による普及啓

発活動等を体系的に実施してまいります。 
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 また、がんや脳卒中罹患情報の登録、分析や、がん検診等の受診率向上のための普及啓

発、本県の健康課題でございます脳卒中死亡率を緊急かつ迅速に改善するための取組を県

民と一体となって推進してまいります。 

 次に、２つ目の四角でございますが、感染症対策等の推進におきまして、インフルエン

ザの正しい知識の普及啓発、新型インフルエンザの感染拡大防止、円滑な医療を図るため

の取組を実施してまいります。 

 また、風疹の予防接種が必要な住民を効率的に抽出するための抗体検査の実施、違法ド

ラッグの分析体制の整備や違法ドラッグの危険性に関する普及啓発に取り組んでまいりま

す。 

 資料の６ページに参りまして、ポイントの２つ目でございますが、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についてでございます。引き続き、家庭

や子育ての大切さについて意識啓発や情報提供を初め、安全、安心な出産環境の整備、保

育サービスや地域における子育て支援活動の充実、保護、療育を要する児童、ひとり親家

庭などを支援し、新たに１つ目の四角のところでございますが、若者が家庭や子育てに夢

を持てる環境の整備において若者の結婚支援に係る取組を推進するため、講演会等の開催

によります機運醸成、地域のニーズや課題を踏まえた広域的な視点に立った結婚支援のあ

り方を検討してまいります。 

 ７ページに参りまして、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。引

き続き、地域で支援を必要といたします高齢者や障がい者など、一人一人のニーズに応じ

た医療、介護、福祉サービス提供の仕組みづくり、地域の実情に合わせた県民参画による

自殺対策などを推進し、新たに２つ目の四角でございますが、高齢者が住み慣れた地域で

生活できる環境の構築において、市町村が行う地域包括ケアシステムの構築の取組を支援

するため、地域ケア会議の活用推進やトップセミナー等の開催によりまして、医療、介護

連携の取組を支援してまいります。 

 ８ページに参りまして、１つ目の四角でございますが、安全・安心のセーフティネット

づくりにおいて、生活困窮者の自立を支援するため、個別支援計画に基づきまして、包括

的かつ継続的な生活支援等を実施いたしますとともに、市の取組を支援してまいります。 

 最後に、４といたしまして、豊かなスポーツライフの振興ということで、障がい者スポ

ーツ大会の選手育成強化事業にも努めてまいります。 

 以上でございますが、９ページ以降の資料につきましては、ただいまの資料を一覧表に
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したものでございますので、説明を省略させていただきまして、平成26年度当初予算のポ

イントにつきまして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す。それでは、ただいまの説明に対しまして、ご質問、ご

意見などご発言がございましたら、お願いをいたします。 

 はい、どうぞ。 

〇喜多委員 被災地の復旧復興とも絡むわけでありますけれども、被災地では３年を経過

しつつ、高齢者の皆様のいろいろな運動不足とか、あるいは精神的な不安から来る身体の

変調などなどがあるわけでありますが、まず一つお願いをしたいなと思っているのは、医

療と福祉と、そうしたケアが地域包括センターで連携がとれているというふうな形を進め

ているわけでありますけれども、大事なことはその一人ひとりについて、これは福祉の問

題だとか、これは医療の問題だと、あるいは場合によっては国保とか年金の問題とか、あ

るいはいろんな自立支援の問題が出て、そうしたときに各市町村では同じ部署が連携をと

れるような仕組みづくりをぜひ進めていってほしい。 

 それから、もう一つは、ちょっと分野が違うかもしれませんが、岩手医科大学さんと沿

岸の中核病院を情報システムで結びと、こういうことがあるわけでありますけれども、非

常に津波が起こったときに、この方はどういう治療の経歴があるか、あるいはどういうふ

うな投薬の履歴があるか、これがわからなかったということで、保険関係のほうに問い合

わせをして情報をいただいたわけでありますけれども、また通常の場合でも一旦事故が起

きたときに救急で搬出された場合も、被災地ばかりではなくて、県内どこでもそういった

問題が起きるわけであります。 

 国民背番号制とも絡むわけでありますけれども、そうした医療情報や投薬情報をぜひ岩

手医科大学さんが中心となり、県立病院とともに、釜石とか沿岸だけではなくて、こうし

たことを推し進めていっていただきたい。なかなかシステム構築とか予算もかかるわけで

ありますけれども、ぜひお願いしたいと。その中にやはり福祉とかそういうものを、特に

も高齢者の場合はいろんな課題を集約して、まさに包括的に対応できるようなシステムを

ぜひつくっていただきたい。 

 県のほうにおかれても、今年は今年のこの予算が計上されているわけでありますけれど

も、これに県立病院ばかりではなくて、県立病院以外の市中の病院とか診療所を加えたよ

うな仕組みを早急に構築するように努力をしていただきたい。 

〇桑島委員長 では、事務局のほうから。 
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〇鈴木長寿社会課総括課長 ご質問、ご指摘ありがとうございます。 

 ただいま喜多委員からのご指摘でございますけれども、まずこれに答えるために今ご説

明を申し上げました資料２の７ページの福祉コミュニティの確立のところの黒四角の２番

目、高齢者が住み慣れた地域でのところのポツの２つ目の事業ですけれども、この地域包

括ケアシステム基盤確立事業180万円でございますが、新規事業で予定してございます。こ

れは、委員ご指摘のとおり、高齢者が地域で生活するということになると、介護のみなら

ず医療、住まい、あるいは配食とか給食サービス、移送支援などのもろもろの高齢者の生

活を支えることが必要になってきます。現場では、地域包括支援センターというところが

医療、介護を含めまして、その連携を担っておりますが、まだまだ市町村あるいは地域包

括支援センターにおきましては、十分に機能していないという実態がございます。したが

いまして、来年度、地域ケア会議というちょっと耳なれない言葉かと思いますけれども、例

えばその地域にお暮らしになるＡさん、Ｂさん、お一人お一人の高齢者の生活を支えるた

めの課題を協議、審議する中で、その地域にあるサービス資源、不足するサービス資源の

確認などをしながら、公的なサービス、あるいはボランティアがサービスを含めてどうい

うふうなサービスがあれば、この地域で高齢者が住みなれたところで住み続けられるかと

いうことを議論していくための一番のベースとしておりますのは地域ケア会議ですが、こ

れが現状ではなかなか十分に行われておりませんので、これを機能させるための専門家の

派遣、例えば権利擁護、法律関係であれば弁護士さんとか、医療連携でなかなか進まない

ということであれば、場合によっては地域医師会さんのご協力を得たりとか、そういうふ

うなことをきっかけにやっていこうということが１つでございますし、地域包括ケアシス

テムは市町村が実施主体、単位でございますが、何といっても首長さんの取組姿勢とか取

組に対する意欲というところを持っていただかないとなかなか進みませんので、そうした

意味でトップセミナーなど、そういったようなことを開催しながら、高齢者がどこの地域

に住んでいても安心した生活が続けられるような仕組みづくりということで、来年度はこ

ういうふうな事業を実施しております。 

 さらに、在宅医療の推進につきましては、今年度の９月補正予算で医療政策室のほうで

所管しておりますけれども、地域医療再生基金をベースに、訪問診療でありますとか、訪

問看護、それと介護の連携を円滑に進めるべく予算化しておりまして、来年度はさらにこ

の拡充、充実を図ることとしております。 

 以上でございます。 
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〇根子保健福祉部長 私のほうから先に、医療情報の連携の話ですけれども、資料２の１

ページの最後のところ、喜多委員からお話があったところなのですけれども、今年度から

まず岩手医科大学と沿岸の中核病院と結んだ情報システムの準備をしておりまして、その

中で進めていこうということでございます。 

 それから、釜石の圏域が先行して医療情報の連携を進めており、もう少し広げて介護の

施設まで広げて行ければいいかなと思っています。あとは、宮古圏域でもそのようなもの

がありますし、さらに被災地の久慈とか大船渡もそういった動きが出つつあるなというよ

うな状況でございます。そういった地域の連携と、今申し上げました岩手医大と中核病院

の連携を将来的にはこれらの連携をうまく進めていくことが必要だと思っています。あと

は、もう少し長い目で見れば被災地だけではなくてということもあるかと思いますが、当

面は被災地を中心に進めていきたいと思っています。あとは小川委員から補足していただ

ければと思いますが。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇小川委員 今、喜多委員さんからご指摘のあったこと、非常に重要でございまして、こ

れからは医療だけの問題ではなくて、医療と福祉が全部連携をしなければだめだというこ

とは、もう自明の理でございまして、その方向に進めていかなければならないと思ってお

ります。県でもその方向でいろいろ施策を進めているところだと思います。 

 それから、医療情報の共有という非常に重要なことをご指摘いただきましたけれども、被

災したときに医療が速やかにもとに戻らなかった一つの原因には、医療情報、カルテが紛

失をしたということがございます。これを受けまして、文部科学省のご支援を受け、地域

医療再生基金のご支援を受けまして、矢巾に地域医療支援教育センターという４階建ての

建物が昨年の４月から運用が開始されておりまして、そこにこどもケアセンターも入って

おりますけれども、４階の部分に将来的には岩手県全県の全ての住民の医療情報を保存し

ておけるコンピューターが用意されております。ただ、これはすぐに右から左にパパッと

できるものではございませんので、先ほど部長がお話しになりましたように、今年は主だ

った県立病院との間での連携、将来的にはサテライトの病院、さらには開業の先生方、あ

るいは在宅の方々まで含めて、そこに情報をストレージできるような体制にはなっており

ますので、ぜひお使いいただければと思っております。本当にいいお話をありがとうござ

いました。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 
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〇喜多委員 ぜひ被災地のみならず、こうした医療、福祉、年金、それからだんだん年と

ってくると成年後見人制度も重要になってきて、個人でやる成年後見人制度も良いですけ

れども、やはりこれは機関として、継続性でケアができるような仕組みづくりを、やがて

高い確率で南海、東海の地震が起きるというようなことでもあるので、そうしたことにつ

いて岩手は先導的な役割を果たしていっていただきたい。そういう意味でもその相談体制

については、震災が来て、あるいは困っている人が来てから対応するのではなくて、アウ

トリーチ型の仕組みをぜひつくっていっていただきたいなというふうに思っております。 

 それから、小川先生と岩動先生にはぜひそうした医療情報の共通化とクラウド化、あな

たはいつ手術しましたかとか、どんな薬を持っていますかと、本人に聞かれてもいつ手術

したかわからない状況があります。これは何とかデータベース化して、本人が常にクラウ

ドにアクセスができて、あるいは先生にカードを渡すとパッと出てくるというような、ど

こで倒れても、どんなことがあっても適切な治療が、あるいは投薬が受けられるような仕

組みづくりをぜひ進めていただきたいと思います。 

 それから、ぜひ地元の大学、岩手県立大学のソフトウェア情報学部もなかなか優秀であ

りますので、学際的な連携をしていただければ大変ありがたいというふうに思っておりま

す。ありがとうございました。 

〇桑島委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

〇佐藤委員 喜多委員のほうからお薬の話がちょっと出ましたので、関連してなのですけ

れども、ちょっと１カ月前ぐらいに新聞を読んでいましたらば、福岡だったと思うのです

けれども、残った薬の回収とか、それから万が一亡くなられた方の薬を回収して、医師及

びケアマネジャーが管理して有効に役立てるというようなことを福岡でやっているという

ことで、薬代を２割ぐらい減らしたというような記事が出ておりましたけれども、本県に

おいてもそのようなきめの細かい薬事行政をやられて、ぜひ薬代のアップにつながらない

ような細かい施策をしていただければなというふうに思います。 

〇桑島委員長 事務局、わかりますか。 

 では、岩動先生のほうで。 

〇岩動委員 お薬についてですが、一回患者さんに渡ったものを回収して、それをまた別

な患者さんに使うということが、果たして安全かどうかという観点で検討する必要がある

のです。お薬を患者さんに渡した後に、その後そのままであればいいのですけれども、何
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か細工するとか、可能性としてはほとんどないと思うのですけれども、そういう可能性を

秘めている限り、余ったお薬を回収して、それをまた別な患者さんに使うということにつ

いては、ちゃんと検討してしっかりと安全性を確かめた上でないと、なかなかそういうこ

とは難しいのではないかというふうに思います。県の方でもそのあたりを考えていただけ

ればと思いますが。 

〇根子保健福祉部長 今日は社会福祉審議会のため薬務担当が来ておりませんので、大変

申しわけないのですが、今のお話についての情報を確認させていただいた上で、県として

どういう形でできるかどうかについてちょっと考えてみたいと思います。 

 岩動委員がおっしゃったように、簡単にすぐできるものではないのではないかと思いま

す。福岡県の情報というのは恐らくもっと何か違った方法といいますか、使えるような工

夫があるのかなと思いますが、それがどういう中身か十分承知していませんので、そこは

少し情報を収集した上で考えてみます。 

〇桑島委員長 では、そういうことで、ひとつよろしくご了承いただきたいと思います。 

 それでは、次の３に移りたいと思います。３の福祉・介護人材の確保育成についてでご

ざいますが、事務局から説明を願います。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 それでは、資料３でございますが、Ａ３判の資料を用意

してございます。そちらのほうをごらんいただきたいと思います。 

 現在県が行っております福祉・介護人材の確保育成に関する取組についてご説明させて

いただきます。まず、資料上段の１、背景と課題の福祉を取り巻く社会情勢の変化でござ

いますが、少子高齢社会の進展によりまして、福祉サービスに対します需要の増大、多様

化が見込まれております中、福祉サービスの担い手であります人材の確保と資質の向上が

求められております。 

 また、行政におきましては、多様化するニーズに応じた制度改正等への対応ですとか、複

雑化、高度化いたします相談援助業務等への対応が求められている状況にございます。 

 次に、隣でございますが、本県における福祉・介護人材の確保育成に関する現状・課題

でございますが、簡単に記載してございますが、社会福祉施設等におきまして、サービス

量が増加傾向にございますが、新たな人材の確保が困難な状況となっております。 

 また、人材の定着や資質向上のためには、職員のキャリアアップが可能なやりがいのあ

る職場づくりに取り組んでいくことが必要となってございます。 

 一方、県には県や市町村の福祉行政に携わる職員の資質の向上を図るための研修などの
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訓練が社会福祉法に義務づけられておりまして、多様化、複雑化するニーズに対応できる

よう研修を充実させていく必要がございます。 

 この資料の下段のほうをごらんいただきたいのですが、取組状況及び今後のスケジュー

ル案の平成25年度の欄をごらんいただきたいと思います。ただいまご説明いたしました課

題等に対応していくため、県では平成25年度から本県の福祉、介護人材の確保育成に係り

ます方策のあり方についての研究を岩手県立大学に委託してございます。 

 主な取組事項にありますとおり、人材の確保育成に関します調査、従事者需要推計など

を実施いたしまして、人材確保育成に関するビジョンや具体的な方策案の取りまとめを行

っているところでございます。 

 また、研究とあわせまして、福祉人材育成のための研修も平成25年度から同大学に委託

しております。行政職員研修を実施しておりますほか、法人役員研修、地域コミュニティ

の再構築などに関します特定課題研修を実施しているところでございます。 

 来年度、平成26年度についてでございますが、資料の中ほどにございますが、平成26年

度におきましては、平成25年度、今年度の研究成果を踏まえつつ、県、岩手県立大学、岩

手県社会福祉協議会、岩手県社会福祉事業団、いきいき岩手支援財団、岩手社会福祉士会

を構成団体といたします、いわて福祉コンソーシアムにおきまして、本県の福祉・介護人

材の確保育成に関する指針内容を検討いたしまして、10月に中間案を作成し、平成27年３

月に指針を完成させたいと考えてございます。 

 また、26年度の研修内容につきましても、研究成果等を反映し、充実を図っていくこと

としてございます。 

 平成27年度以降につきましては、平成26年度中に取りまとめます指針中間案などに基づ

きながら27年度の施策、事業を検討し、市町村や福祉関係団体等と連携しながら、福祉、介

護人材の確保育成に取り組んでいく予定としてございます。 

 以上で岩手県における福祉・介護人材の確保育成についての説明を終わります。 

 以上でございます。 

〇桑島委員長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局の説明につきまし

て、ご質問、ご意見等、ご発言が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 それでは、特にないようでありますので、次の４、岩手県地域福祉支援計
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画（第２期）の策定について事務局から説明を願います。 

〇齋藤地域福祉課総括課長 それでは、私から岩手県地域福祉支援計画（第２期）の計画

の策定についてご報告をさせていただきます。 

 お手元資料４―１のＡ３の資料と資料４―２の現時点での未定稿ではありますが、計画

素案をご用意いただきます。まず、Ａ３の資料でございますが、計画策定の趣旨から順次

資料に沿ってご説明をさせていただきます。 

 平成21年３月に本県の地域福祉支援計画を策定いたしました。「互いに認め合い、共に

支え合いながら、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現」を基本理念といたしまして、こ

れまで地域福祉の推進に取り組んできたところでございます。 

 計画策定以降、人口減少や高齢化等が進展をいたしまして、地域における福祉ニーズも

増加、多様化しております。また、国、県では要介護高齢者の地域包括ケアの推進などの

取組を順次行ってきているところでございます。 

 この間、東日本大震災津波による被災地では、人口減少等に伴います生活環境の大きな

変化が懸念をされ、実際大きく変化をしているわけでございまして、この地域の中には福

祉コミュニティの再構築が求められている地域もございます。 

 こうしたことを踏まえまして、第２期計画では地域の特性を生かした岩手らしい地域福

祉の推進に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 計画の位置づけでございますが、この計画は社会福祉法に基づきまして、県の地域福祉

の推進の理念や基本方針を示ししますとともに、市町村が策定をいたします地域福祉計画

の達成に資するために広域的な見地から地域福祉の推進を支援する計画でございます。 

 また、県民、地域団体、福祉事業者、市町村等がそれぞれの役割に基づきまして取り組

むべき地域福祉分野に関する活動の基本的方向を示すものでございます。 

 いわて県民計画のもと、福祉の各領域にあります各計画、そして東日本大震災津波復興

計画とも連携をしながら、本県の地域福祉の総合的な推進を図るべく計画でございます。 

 計画の期間は、平成26年度から30年度までの５カ年でございます。 

 その下に計画の概念図ということで図示してございます。上のほうに市町村地域福祉計

画というものがございます。市町村では、ここに書いてございます福祉サービスの適切な

利用の推進、社会福祉を目的とする事業の健全な発達、地域福祉活動への住民参加の促進

という事項を盛り込んで、各領域別の計画を横断的に捉えて計画をつくるということにな

ってございます。 
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 岩手県の地域福祉計画は、これらの市町村の計画の支援をしますとともに、社会福祉を

目的とする事業に従事する者の確保、資質の向上、先などの人材確保などでございます。ま

たは、福祉サービスの適切な利用促進及び社会福祉事業の健全な発達の基盤ということ

で、例えば権利擁護でありますとか、各サービスに共通するための基盤などについて、こ

の計画で示すことにしてございます。 

 ４の地域福祉を取り巻く状況を改めて見てみたいと思いますが、本県の人口につきまし

ては平成32年には120万6,000人まで減少し、高齢化率は33.7％となる見込みでございます。 

 また、世帯の状況を見ますと、平成32年には高齢夫婦のみ世帯と高齢者単独世帯を合わ

せまして全世帯の24％まで増加するということが見込まれてございます。 

 福祉サービスの利用者の状況を見ますと、介護保険の居宅の受給者、そしてまた軽度で

はありますが、要支援の認定者の方々もこのようにふえているところでございます。 

 地域で暮らす障がい者の方々の状況でございますけれども、何人かでグループで住まわ

れて、共同で暮らすグループホームやケアホームの利用者の方もこのようにふえてきてお

りますし、認知症の高齢者や知的障がい、精神障がいの、いわゆるみずからがさまざまな

福祉サービスを利用する際に判断が十分にできない、または金銭管理などが不十分な方な

どが利用いたします日常生活自立支援事業の利用者も今後もふえていくところでございま

す。 

 また、一方市町村における地域福祉計画の策定状況でございますが、この計画は義務に

はなってございません。努力義務ということになってございます。平成24年度現在で20市

町村において、地域福祉計画が策定されているところでございます。 

 地域福祉をめぐる県民の方々の意識でございますが、平成25年の２月の希望郷いわてモ

ニターアンケートによりますと、地域福祉のイメージということについてはこのような回

答になってございます。 

 また、ふだんの近所づき合いについてお尋ねいたしましたらば、顔が合えば立ち話をす

る、挨拶を交わす程度というのが３割程度になってございます。 

 しかしながら、近所づき合いについて、ふだんの近所づき合いや地域の人がお互いに助

け合う活動に関する考え方については、東日本大震災津波前と後では、必要であり積極的

に参加したいというふうに、前は２割程度の方がそう思っていたが、震災後は３割を超え

る方がそのように思っているというようなことで、県民の意識もまた変わってきていると

いうことでございます。 
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 現在の地域の福祉課題については、地域で支援をする必要がふえている、隣近所で支え

合う関係が少なくなっているなどなど、このような意識が県民のモニターアンケートから

は見えているところでございます。 

 こうした状況を踏まえまして、計画の基本的な考え方は前計画と同様に、「互いに認め

合い、共に支え合いながら、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現」といたしまして、基

本方針といたしまして、これも前計画と同様でございますが、県民誰もが、身近な地域社

会で、年齢や性別、心身の障がいの有無に関わりなく、お互いの個性や尊厳を認め合い、共

に生活するという考え方、ソーシャル・インクルージョン、社会的包摂とか包含というよ

うな日本語訳をされますが、に基づいた地域社会の実現といたしたところでございます。 

 具体的な方策、方針といたしましては、今回（１）の市町村の体制づくりと（５）の被

災地の福祉コミュニティの再生と生活支援の２つを新たに設けまして、５本柱でこれらを

進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 今年度５月から県の地域福祉推進協議会を開催し、12月から１月にかけてパブリックコ

メントや県内４カ所での地域福祉推進セミナー、そして２月に既に地域福祉推進協議会の

最後の協議会を開催いたしまして、これまで地域福祉推進計画の策定を進めてまいったと

ころでございます。まだ素案の段階でございまして、これからもなお修正などを加えまし

て、３月をめどに策定をし、４月から施行してまいりたいというふうに考えてございます。 

 具体的な内容でございますけれども、お手元の資料４―２をちょっとお開き願います。表

紙をめくっていただきまして、目次のところを見ていただきます。今お話をいたしました

ような計画の概要、地域を取り巻く状況、計画の基本的な考え方、施策の基本方向として

大きく５つ、そしてそれぞれの項目に分けて記載をする予定でございます。 

 １ページ以降が具体の趣旨でありますとか、地域福祉を取り巻く状況など、国の政策動

向も含めて記載をさせていただいているところでございます。 

 19ページをお開き願います。ここに先ほどお話をいたしました基本方針として、左側の

ところに大きく５つございます。そして、それの中項目といたしまして13に分けてそれぞ

れ項目立てをしているところでございます。 

 そして、それをさらに34の項目に分けて、新たな項目立てをしているところでございま

す。特にも１の市町村の体制づくりにつきましては、地域福祉計画をまだ策定していない

市町村に対する支援と地域福祉計画を既に策定している市町村への新たな支援ということ

で書いているところでございます。 



- 25 - 

 ３の福祉サービスの提供の仕組みづくりの（１）、地域トータルケアシステムのカとキ

のところをごらんいただきたいと思いますが、ここに社会的孤立の防止と生活困窮者支援

の推進というものを今回新たにつけ加えたところでございます。 

 下に行きまして、５の被災地の福祉コミュニティの再生と生活支援につきましては、人

材の確保・育成、被災者の安心を確保と生活支援、そして新たな福祉コミュニティの形成

支援ということで、さらにその下にも項目を４つほどつけまして、被災地の支援、コミュ

ニティの再生、生活支援に取り組むということを記述したものでございます。 

 特にも被災地の支援につきましては、48ページをお開きいただきます。先ほども申しま

したとおり、被災地におきましては人口減少でありますとか高齢化が急激に進行していた

り、または転居を余儀なくされた方々が多くいらっしゃいます。高齢の方々が新たな生活

環境の中で、住民相互の支え合いや見守りなどにより、被災前と同様に安心して暮らせる

地域コミュニティ、福祉コミュニティを再生する必要があろうかと考えてございます。そ

のため、市町村、市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、町内会、自治会、ボランティア、Ｎ

ＰＯなど、多様な主体の参画のもとにそれらが連携をし、被災者の方もまた主体となって

地域福祉活動が展開できるように県としてもさまざまな支援をさせていただきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 また、今回の地域福祉支援計画には、51の事例を取り上げております。県内、県外の優

良事例を地域のさまざまな取組の参考にしていただくということで、事例を多く載せてい

るところが特徴となっております。 

 なお、55ページでございますが、地域福祉につきましては、高齢、障がい、児童など、さ

まざまな分野ごとにございます、さまざまな取組を横に節出しをするというのでしょう

か、横断的に見ながら地域福祉という概念で整理をしているところでございまして、55ペ

ージに書いてありますが、今後これらを進めるに当たって、評価、検証の目安とする主な

項目といたしまして、ここに書いてあります11項目を評価、検証の目安として、今後これ

らの項目をチェックし、検証してまいりたいというふうに考えているところでございま

す。詳細につきましてはご説明する時間がございませんが、以上で私のほうからの岩手県

地域福祉計画（第２期）計画についての概要の説明とさせていただきます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、ご質問、ご意見

など、ご発言がございましたらお願いいたします。 

 高橋委員さん。 
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〇高橋委員 ２点でございます。１点目は、55ページのところで、高齢者ふれあい・いき

いきサロンということが書かれてございます。そのことは、これは19ページを見ますと、被

災地の福祉コミュニティの再生と生活支援のところで、被災者のふれあいの場づくり等の

項目があるわけですが、高齢者のいきいきサロン、ふれあいの場というのは、これは被災

地に限らず、大きな地域の課題ではなかろうかなというふうに思われますし、実際私の周

辺でもそういう状況が起きて、いわゆる孤独死が出てしまったり、そういう実態が浮き彫

りになっていると。そういう中で考えたときに、これは19ページの５のところだけではな

くて、４の福祉でまちづくりの中にきちっと位置づけておく必要があるのではないかと。検

証するということであればあるほど、そういう位置づけがあってこそ検証の場というのが

出てくるのではなかろうかなというふうに思われてなりません。 

 したがいまして、まとめますと19ページのところの４の福祉でまちづくりのところに、き

ちっと高齢者のふれあい活動、あるいはいきいきサロンなり、どういう文言が適当である

かはわかりませんけれども、そういう位置づけが必要ではないのかなと。検証するという

ことであるわけですから、そうあるべきではないのかなというのが私の思いでございます。 

 ２点目です。２点目は、今この計画を読ませていただいた時点で、文言の説明が後半の

ほうに出てきているわけでありますが、63ページのところに要配慮者という文言が出てま

いります。今まで要援護者という文言がよく出てきているわけですが、その要援護者とい

う文言と要配慮者という文言の違いがどうなのかなというふうに、ちょっと読み取りがで

きませんでした。要支援者という文言も出てくるのです。この辺、どう読み取ればいいの

かわかりませんでしたので、要配慮者については説明があるわけですけれども、要援護者

と要支援者はどこがどう違うのか教えていただきたいというふうに思います。以上です。 

〇齋藤地域福祉課総括課長 まず、サロン活動につきましては、現在委員ご指摘のとお

り、全県的に社会福祉協議会や、また地域の町内会、自治会の方々などを中心として、非

常に多くのところでやられているというふうに認識をしてございます。 

 この素案の中でもサロン活動のご紹介もさせていただいてございまして、特にも31ペー

ジの民生委員の活動の中でも取組事例の16などで、ここでは子育てサロンでございます

が、紹介をさせていただいたりしているところでございます。特に被災地だけでやるとい

うことでなくて、全県的な形で今後とも進めてまいりたいというふうに考えてございまし

て、特にも被災地においては自宅をなくしたり、または転居をするということで、ばらば

らになった方々を結ぶ一つの手段として、サロン活動などに一層力を入れていきたいとい
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うことで記載をさせていただいたところでございます。 

 また、要配慮者という言葉についてでございますけれども、今般災害基本法などが改正

になりまして、従来災害時要援護者というような言葉も使われてございましたが、もう少

し広い概念で、必ずしも介護が必要だとか、具体に支援が必要だという方ではないけれど

も、何らかの十分な配慮が必要な方々という、少し広い概念として要配慮者というような

言葉が今回新たに使われているというふうに理解をしてございます。 

〇高橋委員 そうしますと、今までと同じように要配慮者については、私はこれこれの理

由で配慮をお願いしたいと手を挙げて、その方を要配慮者として地域で見ていくと、こう

いうふうなことになるのですか。 

〇齋藤地域福祉課総括課長 今の被災者に関しては、災害時にみずからが何らかの支援を

必要とすると、またその方の個人情報をいろんなところに公表するというようなことにつ

いて同意をいたしますかどうかというようなことでいろいろお伺いをしております。 

 43ページをちょっとお開きいただければと思いますが、43ページ、ちょっと字がにじん

だりして見えにくいかと思いますけれども、この中に例えば市町村と上にありますが、そ

の下のほうの地域防災計画というところに、災害時要援護者避難支援プランというものが

ございます。このように災害時に援護の必要な方、何らかの支援の必要な方については、個

別に要援護者の個別の支援プランというものをつくりましょうということになってござい

ます。そして、そういう方の中で避難行動の際に必要な方については、要支援者名簿とい

うものを市町村ではつくりましょうというふうになってございます。こういうふうに、こ

れまでも取り組んできたものを市町村でこれは必ずやらなければならないというようなこ

とで、今般災害基本法などが改正をされているところではございます。 

 あと要配慮者という方については、避難所などで何らかの配慮が必要な方々という、も

う少し広い概念で捉えた考え方として要配慮者という考え方がここに出てきているという

ことでございます。 

〇根子保健福祉部長 私も今聞いていて混乱してきたのですけれども、避難行動要支援者

というのは、今回の災害対策基本法の改正でこういう言葉が出ましたので、いわゆる避難

するのに支援が必要な人としてこの言葉は使うことになると思います。ただ、高橋委員が

おっしゃった要配慮者と要援護者という言葉の使い分けについてはちょっと整理させてい

ただきます。この言葉については何を根拠に使っているのか、確かに混乱している感じが

いたしますので、そこのところはちょっと整理したいと思います。避難行動要支援者につ
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いては、避難するのに支援が必要な人という法律上の言葉だというふうにご理解いただき

ます。 

〇高橋委員 わかりました。 

〇桑島委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

〇喜多委員 地域福祉計画をつくっている市町村が平成24年度末で20市町村になるという

ことでありますが、この20市町村については県のホームページで公表されているのか。や

はりこれが大もとなので、なお一層策定について指導というか、督励をしていただきた

い。そうしたことについては、各市町村の福祉関係団体からの要望とか、こういう行動も

必要なので、そのことについてお願いをしたいということ、これは要望であります。 

 それから、成年後見人の法人を育成することについては、全くそのとおりで、やっぱり

個人でやるよりは法人でやったほうが何かと継続性もあるし、成年後見人制度も高齢化し

てくるという状況もあるので。 

 一つお願いしたいことは、財産管理の観点からすると金融機関のプロに委託した方が安

心できるということで、ぜひ金融機関の何らかのビジネスモデルといったものを支援の中

で検討していただきたいということ、これは要望であります。答えは要りません。 

〇桑島委員長 要望ですね。 

〇齋藤地域福祉課総括課長 どの市町村がどういう計画をつくっているかについては公表

してございますので、今回は来年度以降ですが、これまでなかなか県が出向いて直接的な

未策定市町村への働きかけが震災対応などでやや薄かった面がございますので、来年度に

はそのことも計画をして、より全ての市町村において地域福祉計画ができるように努めて

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

〇桑島委員長 それでは、大分時間も押してまいりましたので、次に進みたいと思います。 

 次に、５の民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選についてでございます。事

務局から説明を願います。 

〇齋藤地域福祉課総括課長 それでは、引き続き私のほうから資料５により説明をさせて

いただきます。 

 民生児童委員及び主任児童委員の一斉改選についてでございますが、平成25年12月１日

付で民生委員、児童委員が一斉改選となりまして、定数3,379人のところ3,287人の方々に

委嘱をいたしましたし、主任児童委員については定数355人のところ343人に委嘱をいたし
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たところです。充足率は、それぞれ97.3％、96.6％となったところでございます。欠員が

合わせて104人おります。早急に候補者の確保に努めますとともに、候補者の確保に時間を

要する地区につきましては、その間要援護者の相談支援や見守り等に支障が出ることのな

いよう、該当市町村には県といたしましても働きかけをいたしまして、欠員地区において

は隣接地区担当委員が一時的にカバーするなどの対応がとられているところでございます。 

 定数の状況でございますが、3,379人のうち盛岡が518人となってございまして、今回は

増員の市町村が６市町村30人となってございます。減員の市町村はございませんでした。 

 主任児童委員につきましては355人でございますが、うち盛岡市が56人となってございま

す。増員の市町村は、滝沢村が市制に移行するということなどもございまして３人の増

員、奥州市の民生委員協議会が10あったものが５つに減少いたしましたものですから、そ

の関係で主任児童委員が10人減員となってございます。 

 委嘱状況でございますけれども、前回の22年と今回の25年を比較しながら見ていただけ

ればと思いますが、このような状況になってございます。特にもここの中では新任のとこ

ろが約31％ということで、10人に３人の方は民生委員の方は新任ということになってござ

います。平均年齢が若干前回よりも高くなったというところでございます。 

 主任児童委員につきましても、こういう状況ですが、特にも民生委員とやや異なるとこ

ろは女性の方の割合が高いということがございます。また、新任の割合はやや民生児童委

員よりは低いことになってございます。平均年齢は、若干前回よりも高くなっているとい

う状況にございます。 

 今後の欠員などをどのように対応するかということでございますけれども、市町村にも

働きかけをしながら、引き続き候補者の早期の確保に努めてまいりたいというふうに考え

てございますし、順次市町村から推薦があり次第、委嘱手続を進めてまいりたいと思って

ございます。 

 現在民生委員の方々については、さまざまな福祉ニーズの増大、多様化がございまし

て、非常にお忙しい状況にございますが、より活動しやすい環境づくりということを進め

るために、県といたしましても県民生児童委員協議会と一体となり、また県民児協のさま

ざまな活動を応援しながら、民生児童委員の方々の相談支援体制の充実を図ってまいりた

いというふうに考えてございます。 

 県、そしてまた県民児協においては各種研修会をこのように開催をしていくところでご

ざいますし、５月12日は民生児童委員の日となってございますので、これらの周知も図り



- 30 - 

ながら、県民の皆様方の理解を深めるべく努力もしてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

〇桑島委員長 只今の説明に対しましてのご質問、ご意見などございましたらご発言を願

います。よろしゅうございますか。 

 （「なし」の声） 

〇桑島委員長 それでは、特にないようでございますので、次の（６）の岩手県障がい者

プランの中間見直しについて事務局から説明を願います。 

〇菊池障がい保健福祉課障がい福祉担当課長 障がい保健福祉課の菊池でございます。私

のほうから、このたび行いました岩手県障がい者プランの中間見直しについてご説明をい

たします。 

 資料６―１、Ａ３の資料をごらんいただきたいと思います。この資料でご説明をいたし

ます。まず、左上に岩手県障がい者プランとあります。このプランは、障害者基本法にお

きまして都道府県における障がい者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければ

ならないとされておりまして、これに基づいて策定をしているものでございます。括弧書

きにありますとおり、現在プランは平成23年２月に策定をしております。 

 基本目標でございますが、「障がいの有無に関わらず、それぞれの力を生かし、共に助

け合いながら、いきいきと暮らすことができる「共に生きるいわて」の実現」でございま

す。 

 施策の基本的方向について４点ございます。①として、障がい者の権利を守り、谷間の

ない適切な支援の提供、②といたしまして、ライフステージに応じた切れ目のない支援の

提供、③といたしまして、自己選択、自己決定に基づく自立と社会参加の促進、④といた

しまして、必要な支援を受けながら、安心して暮らしていける地域づくりとなっておりま

す。計画期間は、平成23年度から29年度までとなっております。 

 下に参りまして、今回の中間見直しの趣旨、１でございます。これは、国の障害者制度

改革の動向等を踏まえまして、こうした新たな障がい者制度に対応できるように中間見直

しを行うというものでございます。 

 下に参りまして、２の中間見直しに向けた主な経過でございます。岩手県障害者施策推

進協議会におきまして、昨年の３月、見直しの方向性について協議を行いました。そして、９

月に同協議会におきまして素案の協議をいたしまして、それを踏まえまして10月30日から

11月30日まで１カ月、パブリックコメントを実施しております。そして、11月に障がい者
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関係団体との意見交換会など、こういった機会に説明をいたしまして、意見を踏まえまし

て成案をつくっていきまして、最後の行ですけれども、先日の岩手県障害者施策推進協議

会、ここで最終案を協議いたしまして承認をいただいたところでございます。 

 続きまして、３の見直しの方向性について、４つの視点から見直しを行っております。１

つ目は、障がい者制度改革への対応です。若干説明をいたしますと、障がい者の権利、尊

厳の保護に向けた取組につきまして、国際的に障害者権利条約が採択をされるなど進展が

図られております。国におきましても、同様に障がい者の権利、尊厳の保護に向けまして、さ

まざまな制度改正を行ってきております。平成23年に障害者基本法の改正を行っておりま

すが、その後昨年、ここにありますが、障害者虐待防止法が施行されております。それか

ら、障害者総合支援と、これは従来の障害者自立支援法の改正という形で施行が行われて

おります。それから、今年度、障害者優先調達推進法が施行されております。 

 若干ご説明をいたしますと、障害者虐待防止法につきましては、従来児童、高齢者につ

いての法制度だったわけですけれども、改めまして障がい者に対する虐待の禁止、それか

ら虐待を受けた障がい者に対する保護、それから養護者に対する支援、そういったような

ことが定められております。 

 それから、次の障害者総合支援法につきましては、昨年度、障がい者の範囲に難病を加

え、制度の谷間を埋めるという趣旨でそういった改正が行われておりますし、それから重

度訪問介護の対象拡大、こういったものが順次施行されているということになっておりま

す。 

 それから、障害者優先調達推進法でございます。これは、25年の４月施行でございます

けれども、障がいのある方が勤めています障害者就労支援施設等の仕事の確保に努めると

いうような視点で、国や地方公共団体がこういった障害者就労支援施設等に優先的に業務

を発注、それに努めるというような趣旨の法律であります。順次こういったものが整備を

されてきているということでございます。こういったさまざまな制度の改正に対応できる

ように、プランの見直しを行っているところでございます。 

 なお、参考までに、先ほどの障害者権利条約につきましては、日本でも12月に締結にな

っているところでございます。 

 それから、２の東日本大震災津波からの復興関係でございますが、ここにありますとお

り、現行プラン策定後に大震災が発生をしておりますので、復興に関する取組などについ

て追加をしていくということでございます。 
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 ３といたしまして、その他状況変化等に伴う見直しということで、施策の進捗状況など

を踏まえまして見直しを行うということでございます。 

 それから、４つ目に国の障害者基本計画、これは昨年９月策定、整合性も考慮というこ

とでありますが、この国の基本計画の主な変更点といたしますと、先ほどご説明いたしま

した国の障がい者制度改革、こういったものが中心ですので、今回のプランの見直しとい

う観点でいきますと、１の部分、大部分が含まれるということで、整合性に配慮した見直

しということでございます。 

 それから、右に参りまして、４の主な見直し内容、総論でございます。米印にあります

けれども、ＡからＣの表記は先ほどお話しした３の見直しの方向性にＡ、Ｂ、Ｃとありま

すが、これに対応しております。Ａが障がい者制度改革、Ｂが震災復興、Ｃが状況変化等

ということでございます。 

 Ⅰの障がい者施策の現状と課題ということでございますが、ア、イとあります。ここが

Ａになっておりますけれども、先ほどお話ししました障がい者制度改革に伴います関係法

令、制度改正に伴う見直しであります。 

 それから、イの部分につきましては、障がい者の現状に関する数値を最新のデータに更

新ということでございます。例えば障がい者の現状、障がい者数について申し上げます

と、これは手帳所持者という形になりますけれども、ご紹介いたしますと傾向としますと

身体障がい者はやや減少傾向、これに対して知的障がい、精神障がいは増加傾向にあると

いったような内容になっております。 

 それから、ウの課題についてですけれども、県立療育センターが重症児の受け入れな

ど、新たなニーズに応えられるよう機能拡充が必要であるということ。それから、災害に

関しましては、災害時に障がい者が安全に避難できるよう日ごろの備え、あるいは地域に

おける防災の取組を推進することが必要といったようなことを追加をしております。 

 Ⅱの計画の基本的な考え方につきましては、ア、イにありますとおり、震災関係の部分

を追加をしております。 

 Ⅲの計画の推進、障害者虐待防止法や障害者総合支援法の施行に対応し、関係部分を修

正ということでありますが、若干ご紹介いたしますと、障害者虐待防止法によりまして、市

町村が虐待の通報、相談に対応するということになっておりますので、そういった推進体

制についての修正、あるいは法改正に伴う文言の整理、こういったことを行っております。 

 次に、さらに右に参りまして、５の主な見直し内容のうちの各論でございます。米印、Ａ
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からＣの表記は先ほどと同様でございます。 

 最初、Ⅰ、障がい者の権利を守り、谷間のない適切な支援を提供するということについ

ては、アに今度は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律というのが出てまいり

ます。これも先ほどの制度改革の一環でありますが、法律の施行が平成28年４月１日とな

っております。この法律によりまして、関係機関の連携でありますとか、不利益解消に向

けた啓発活動、こういったものが求められてまいりますので、これについての対応を記載

をしているということです。 

 それから、また以下の障害者虐待防止法に関しましては、先ほどお話ししたとおり、市

町村の通報、相談への体制についての役割、こういったことが追記されておりますので、修

正をしております。 

 なお、先ほど差別の解消に関して、ちょっとお話ししましたけれども、本県ではこの法

律に先立ちまして、平成23年７月に障がいのある人もない人も共に学び共に生きる条例を

制定しておりまして、こういった不利益解消、そういったところに取り組んでいるという

ことでございます。 

 それから、イが相談支援制度の改正ということですが、これは障がい福祉サービスを利

用する方、利用計画を策定するということに制度が変わりましたので、計画相談の推進に

ついて記載をしているというもの。 

 それから、ウは先ほども触れましたとおり、難病患者が障がいの定義に含まれる、追加

をされたということで、障がい福祉サービスの対象ということについての追加でございま

す。 

 Ⅱがライフステージに応じた切れ目のない支援でございますが、アは震災対応のうちの

こころのケアということで、被災者や支援者の相談対応を行っていくこと。 

 イは、療育センターの整備につきまして、療育センターは障がい児教育の拠点として役

割を一層担えるよう機能の充実強化、これに取り組んでいくということ。 

 ウが、これも制度改正に係る分ですけれども、障がい児福祉サービス体系の改正と、こ

ういったことを行っております。 

 Ⅲが障がい者の自己選択、自己決定に基づく自立と社会参加を促進するということにつ

いてですけれども、アですけれども、これは１の部分でお話ししました障害者優先調達推

進法に基づく調達方針ということですけれども、障がいのある方の経済的自立のための施

策の一つということで、国や地方公共団体が障害者就労支援施設からの物品の調達方針を
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策定いたしまして、こういった施設から優先的に購入するよう努めるということでござい

ます。 

 イが同じ趣旨で、経済的自立に向けた支援ということで、就労支援事業所における共同

受注、共同購入体制の構築、こういったことを追加しております。 

 ウは、平成28年度に開催されます全国障害者スポーツ大会、希望郷いわて大会という名

称になっていますが、これに向けましたボランティアの育成や本県選手の育成強化、こう

いった取組を追加しております。 

 次に、Ⅳですけれども、安心して暮らしていける地域づくりということでございます。や

はり障害者自立支援法改正による同行援護とありますけれども、これは視覚障がいの方な

ど、移動に困難を有する方について、外出時に同行をするというサービスでございます。そ

れから、ケアホーム、グループホームへの一元化というのがありますけれども、ケアホー

ム、グループホームの違いというのは、ケアホームのほうが介護がついているサービスで

ありまして、グループホームは共同生活をするサービスと、端的に言うとケアホームのほ

うがそういう日常的なサービスがついているというところでありますが、グループホーム

に住んでいる方も高齢化等によって、そういうサービスが必要になってくるということ

で、今回一元化されるというものでございます。 

 イ、ウは、先ほどご説明したことと関連しますので、省略をいたします。 

 エですけれども、復興支援ということで施設の復旧、それから人的体制の回復支援と、こ

ういったことをしておりますし、就労支援事業所の販路拡大、新たなサービスに向けた支

援、こういったものも現在取り組んでいるところでございます。 

 オといたしまして、防災対策ですけれども、福祉避難所の指定、協定の締結促進、それ

から障がいのある方が日ごろの備え等を行うための取組推進、災害派遣福祉チームの設

置、こういったことを追加をしております。 

 なお、一番下にありますけれども、東日本大震災津波を踏まえた対応ということで、最

後に今回の震災を踏まえたものを一括して整備をするというような体裁としております。 

 資料６―２が策定をいたしました障がい者プランでございます。今日は、先ほどの資料

の説明で具体的なものは省略をさせていただきますが、１ページを見ていただくと下線が

引いてある箇所がございます。このように今回見直しを行った部分を下線で示してござい

ますので、後でご覧いただければと思います。説明は以上でございます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見がございましたらご発言願

いたいと思います。よろしゅうございますか。 

 

10 そ の 他 

 

〇桑島委員長 報告等につきましては含めて終了いたしますが、事務局のほうから何かご

ざいますか。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 特にございません。 

〇桑島委員長 委員の皆様方から何かございますか。 

〇佐藤委員 済みません、１点。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇佐藤委員 ちょっと探していて、見つからないのですけれども、先ほど項目の中で介護

職員の流出防止云々というような項目がどこかにあったと思うのですけれども、防止とい

うのは具体的にどういう防止策があるのか、また、報道等で都市部の高齢化が田舎よりも

もっともっと速いスピードで進展していくということに関してなのですけれども、そうす

るとはっきり申し上げて高給の取れる都市部に流出する可能性が大だと思うのですが、そ

の辺の県としての対策はどのようなお考えなのでしょうか。 

〇鈴木長寿社会課総括課長 長寿社会課の鈴木です。介護職が他の職種に比べて離職率が

高いのは事実でありまして、その要因として仕事の割に評価されない、給料が少ない、全

産業比較で約75％から80％ぐらいというデータがあります。それから、介護職の離職の特

徴的なものの一つとして、経営者の理念についていけないというのがあります。これは、ほ

かの職種と違って際立った理由となっておりますが、理由の一つとして、特養等を経営し

ているような大規模な社会福祉法人であればともかくとして、例えばデイサービスだけと

か、ホームヘルプだけという介護事業の中には比較的零細な事業所も多く、経営、運営の

マネジメントが十分ではないところもありまして、今年度から特に力を入れております

が、介護人材確保事業というのを実施しております。 

 内容としては、介護事業所の労働環境の改善ということで、全国でいろいろ介護事業を

経営している、あるいはマネジメントについていろいろ効果を上げている先生方をお呼び

しまして、経営者の方々あるいは事業者の方々を含めまして、そうしたセミナーを内陸部

と沿岸部を合わせて14回、今年度実施しておりますが、来年度もこの中で特に人気のある
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講師を中心に、こうした取組をやっていくということにしております。 

 それから、２つ目ですけれども、東京、千葉、神奈川、埼玉等の大都市では、いわゆる

団塊世代の方々が後期高齢者になるのが2025年でございまして、地方から都会に行った方

がそのまま高齢化が進むので、大都会では特に高齢化が急激に進むことが言われておりま

す。しかしながら、大都会はなかなか特養を建てるということに、施設の用地確保が容易

ではないと。それから、在宅サービスに比べて施設サービスだけ偏重しますと、介護保険

財政のほうがもたないということがありますので、そうしたことも踏まえて、できるだけ

居宅で支えられないかというのが地域包括ケアの一つでもあります。 

 これについては、岩手県でもできるだけ住みなれた地域での生活を支えるという観点で

は大事な取組ということで、大都会ではないのですけれども、岩手県でも地域包括ケアを

進めていくということでございます。 

 それから、介護報酬自体は全国的にもそう差異はないのですが、サービスの効率性を考

えると、介護が必要な高齢者が集中して住んでいる都会のほうが事業者にとってサービス

効率がいいですので、やはり都会のほうの介護サービス事業者の方が若干給料が高いとい

う事実がございまして、それに基づいて、例えば県内の介護事業養成校を終わった方々で

も、県内ではなくて都会のほうに出ていっているのも事実でございます。 

 一方、介護職の方々からいろいろお話を聞いてみると、介護そのものに対する魅力、や

りがいを感じるということもありますので、都会の流出というのはなかなか大変なところ

もありますが、逆に今年度取り組んだところでは、ＢＳフジを使いまして、被災地支援と

して都会の若者に被災地の支援として介護の仕事をしてみませんかというふうな情報発信

を出したりとか、あとは例えばヘルパー２級等の資格をお持ちで、今主婦はやっているけ

れども、仕事をしていない等々の方をターゲットにして、県内テレビ局のＩＢＣを使いま

して、介護の魅力発信というふうな情報発信などにも努めております。 

 いずれ介護人材の確保をめぐる環境は厳しい状況でありますけれども、特養等を経営す

る団体も県社協の中にありますのでそうした関係団体と連携をとりながら、官民でできる

ことを色々工夫しながら、介護人材の確保に努めていきたいと考えております。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 
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11 閉  会 

 

〇桑島委員長 それでは、以上をもちまして本日の会議を終了いたします。ご協力ありが

とうございました。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 本日は長時間にわたりご審議いただきましてまことにあ

りがとうございました。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


