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岩手県社会福祉審議会議事録 
 

 

 

１ 開催日時  平成 26年 10月 27日（月） 午後１時 30分から 3時 00分まで 

 

２ 開催場所  岩手県盛岡地区合同庁舎 8階 大会議室 

 

３ 出 席 者  別添出席者名簿のとおり 

 

４ 会議の内容 

  報告事項 

(1)  ひとにやさしいまちづくり推進指針の見直しについて 

(2)  介護保険制度の改正内容及び「いわていきいきプラン 2015-2017（仮称）」に

ついて 

(3)  子ども子育て支援新制度について 

(4) 「いわての子どもを健やかに育む条例（仮称）」について 

(5)  東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況について 
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１ 開  会 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 ただいまから、岩手県社会福祉審議会を開会いたします。 

 本日のご出席は、委員総数20人中14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、会議は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。 

 進行に入る前に、前回社会福祉審議会以降に新たにご就任いただきました委員をご紹介

いたします。岩手県身体障害者福祉協会会長の藤井公博委員でございます。 

〇藤井委員 藤井でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 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。 

 委員の皆様には、ご多忙の中お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。  

 県では、ことし６月に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す本格復興を全体の取り組み方向とする第２期の復興

実施計画を策定し、取り組みを進めているところでございます。 

 保健福祉分野では、既存施設の復旧に加えて、新たな施設の整備も進んできているとこ

ろでありますが、今後も新たなまちづくりと連動した質の高い保健、医療、福祉サービス

を継続的に提供する体制の再構築に向け、さらなる取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 本日の審議会でございますが、平成 27年度からの子ども・子育て支援新制度への対応

や、新たに制定を目指します、仮称でございますけれども、いわての子どもを健やかに育

む条例、第６期目となるいわていきいきプラン 2017の策定状況などについてご報告するこ

ととしております。 
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 委員の皆様から忌憚のないご意見を頂戴するとともに、本県の社会福祉施策の推進のた

め、一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、挨拶といたします。本日はよ

ろしくお願いいたします。 

 

３ 委員長あいさつ 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 次に、桑島委員長からご挨拶をお願いいたします。 

〇桑島委員長 委員長を仰せつかっております桑島でございます。本日はどうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

 本日の会議の内容につきましては、既にご案内を申し上げておりますし、またただいま

部長さんのほうからも、ひとにやさしいまちづくり推進指針の見直しについてから東日本

大震災津波からの復興に向けた取組状況につきましてということでご紹介いただいたとこ

ろでございます。これらにつきまして、委員の皆様から積極的なご意見等を賜ればとこの

ように考えておるところでございます。 

 どうぞ委員の皆様におかれましては、円滑な議事の進行によろしくご協力をお願い申し

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。 

 以後の進行につきましては、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、桑島委員長にお願いいたします。  

 

４ 専門分科会所属委員の指名 

 

〇桑島委員長 それでは、早速でございますが、先ほど新しく委員となられました藤井委

員の専門分科会の所属でございますが、岩手県社会福祉審議会条例第５条第１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。 

 藤井委員につきましては、身体障害者福祉専門分科会にご指名を申し上げます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

５ 議事録署名委員の指名 
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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

祉審議会運営規程第５条第２項の規定により、当職から指名することとなっております。  

 つきましては、岩動委員と小笠原委員をご指名申し上げますので、どうぞよろしくお願

いを申し上げます。 

 

６ 報告事項 

 （１）ひとにやさしいまちづくり推進指針の見直しについて 

 （２）介護保険制度の改正内容及び「いわていきいきプラン2015―2017（仮称）」につ 

    いて 

 （３）子ども・子育て支援新制度について 

 （４）「いわての子どもを健やかに育む条例（仮称）」について 

 （５）東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況について 

 

〇桑島委員長 それでは、早速でございますが、次の６の報告事項に入ります。 

 （１）から（５）までの報告事項の説明を受けました後、皆様からご質問、ご意見をい

ただきたいと存じておりますので、よろしくご容赦をいただきたいと思います。 

 それでは、（１）のひとにやさしいまちづくり推進指針の見直しについて、地域福祉課

から説明をお願いいたします。 

〇千田地域福祉課総括課長 地域福祉課の千田と申します。私のほうから、ひとにやさし

いまちづくり推進指針の見直しについてご説明を申し上げますので、資料ナンバー１とい

うものをお願いいたしたいと思います。恐れ入ります、座って説明をさせていただきます。  

 資料ナンバー１の１、見直しの趣旨からでございますが、ご承知のとおりではございま

すけれども、本県では全ての県民が安心して生活し、かつひとしく社会参加することがで

きる豊かで住みよい地域社会の形成を目指しまして、平成８年４月施行ということで、ひ

とにやさしいまちづくり条例を制定してございます。この条例に基づきまして、施策の基

本的な方向等に関する推進指針として、ひとにやさしいまちづくり推進指針というものを

策定し、平成21年３月には大幅な見直しがございましたが、以後この指針に基づいて各種

の施策を推進してきているところでございます。 

 現在の指針につきましては、四角い囲みのところがおおよそのところでございますが、簡

単に申し上げますと、まず最初にこの指針の中ではユニバーサルデザインとはということ
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で、説明をしてございます。これは、ユニバーサルデザインという言葉そのもの等も割合

新しい言葉でございましたので、その言葉あるいは背景などを説明しているということで

ございまして、本当に簡単に申し上げますと、障がい者など特定の人にだけではなくて、誰

にとっても使いやすい、優しい、住みやすい、そういうまちをつくろうということでござ

います。 

 ２番目の丸ですが、ひとにやさしいまちづくりを取り巻く状況ということで、少子化等々

の現状認識を記載してございます。 

 それから、３つ目の丸で推進上の主な課題ということで、課題の抽出が行われ、４つ目

の丸で、推進の基本的な視点ということで、県として取り組む場合の姿勢、あるいは留意

点などを記載してございまして、その次の具体的な推進方向、ここが指針の中核になる部

分でございます。取り組みの方向性を５つの分野に分けて記載しておるものでございま

す。５つの分野と申しますのは、括弧書きされておりますが、ひとづくり、まちづくり、も

のづくり、情報・サービス、そして社会参加、この５つの分野でございます。 

 そのほか、主要な指標、あるいは推進主体の役割、推進指針の見直しの時期を含めまし

て、全体として指針というふうに構成されているものでございます。 

 その下のほうの記載でございますが、この指針に基づいて施策を推進してきたわけです

けれども、ご承知のとおり、平成 23年３月の東日本大震災津波の発生、また人口減少、あ

るいは平成28年に開催を予定されております国体・全国障害者スポーツ大会の対応など、ひ

とにやさしいまちづくりを取り巻く諸状況に変化が見られております。こういう変化に的

確に対応していくために、今回推進指針を見直すこととしたものでございます。 

 なお、この見直しに当たりましては、見直しのための専任の指針改定検討委員会を組織

しまして、そこで基本的な事項について協議がなされたところでございます。 

 ２番の見直しの視点及び新たな推進方向等でございますが、３つの視点、主な視点で見

直しを行ってございます。まず、（１）としまして、東日本大震災津波の経験、対応を踏

まえた見直しということで、この見直しに基づく新たな推進方向として４つ挙げられます。 

 １つが東日本大震災津波からの復興まちづくり、ここにおけるユニバーサルデザインの

導入の促進ということ。 

 それから、これより下の３つにつきましては、東日本大震災津波というよりも、東日本

大震災津波を踏まえて、これから起こる災害に備えた対応になるわけですが、２つ目のと

ころにございますのは、防災ボランティアの育成、活動団体のネットワークづくりの推進。  
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 ３つ目としまして、災害時の福祉避難所の指定、あるいは避難施設のユニバーサルデザ

イン化の促進。 

 そして、４つ目が避難行動要支援者名簿の作成、そして障がい者の災害対応マニュアル

の普及の推進といったようなことになります。 

 ここで避難行動要支援者名簿の作成というふうに書いてございますけれども、これは災

害対策基本法の改正で、市町村に義務づけられているのですが、なかなか各市町村でまだ

手が回っていないということですので、ひとにやさしいまちづくりの観点からも、これら

の促進を図ろうということ。 

 あるいは障がい者の災害対応マニュアルにつきましては、平成 24年度に障がい保健福祉

課で作成しているわけですけれども、今度はそれらの普及に力を入れていこうと、こうい

う点も人に優しいまちづくりの観点では重要なことだという視点を入れたものでございま

す。 

 １ページめくっていただきたいと思います。次に、（２）の国体・全国障害者スポーツ

大会の開催を契機とした見直しでございます。新たな推進方向としまして、国体・全国障

害者スポーツ大会の開催を契機として、取り組みの方向性を３つ掲げてございます。 

 まず、点訳、朗読、手話、要約筆記などの障がい者を支援するボランティア活動の促進

や人材育成の推進ということで、大会に当たりましては障がい者を支援するのはこういっ

た方だけではないのですけれども、特に要約筆記などの情報支援、コミュニケーション支

援の養成について、検討委員会でも声が大きかったということで、ここに特に掲載してい

るものでございます。 

 それから、２つ目で、競技会場や宿泊施設、観光施設のユニバーサルデザイン化の促進。 

 そして、３番が活動への高齢者や障がい者などの当事者参加の促進、受け入れる側の意

識の向上といったことも盛り込んでございます。 

 （３）、その他、状況の変化等による見直しでございますが、新たな推進方向として、高

齢者や障がい者にかかわることへの理解、イメージアップを図る取り組み、ひとにやさし

いまちづくりに対する意識の向上・醸成を図る取り組みということで、イメージアップと

いう言葉が出てきますけれども、検討委員会の中では、これまでどちらかといえば高齢者

や障がい者にかかわるということは地味なものだったけれども、もっとそういうものが人

の心を引きつけるような力もあるものだということを前面に出してもらいたいみたいな声

がございまして、それをイメージアップというような言葉で表現してございます。  
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 それから、ひとにやさしいまちづくりに対する意識の向上・醸成を図る取り組み、これ

までも取り組まれていたわけですけれども、検討委員会でまだまだやっぱり必要だと、物

だけではなくて気持ちの問題などは重要だという意見がございましたので、それをさらに

盛り込んでいるものでございます。 

 それから、２つ目の丸でございます。高齢者や障がい者の観光客の受け入れ体制整備な

どユニバーサルデザイン観光に係る検討とございますが、このユニバーサルデザイン観光

といいますのは、障がい者の方々は一人一人障がいの状況も違うわけですけれども、そう

いった一人一人の個別の状況に合わせた観光プランを作成したり、あるいは現地での受け

入れや調整などをする活動、ユニバーサルデザイン観光という分野でございますけれど

も、既に宮城県、福島県などではバリアフリーツアーセンターといったようなことで、観

光協会などで設置したりしておるのですけれども、岩手県でもそういったことも視野に入

れながら取り組んでいきたいというような内容でございます。 

 そして、３つ目ですが、平泉の世界遺産登録などにより見込まれる外国人観光客の増加

への対応ということで、多言語化して対応できるように整備するものでございます。 

 推進主体の面では、「県民」というくくりの中に高齢者や障がい者の当事者の役割を追

加、そして「民間団体等」に自治会・自治組織の追加がございます。当事者の役割につき

ましては、新たな役割を追加するというよりも、当事者自身も推進主体としてきちっと認

識し、そのことを記載して、さまざまな、ご自身あるいは周囲からの理解につなげるよう

にという趣旨でございます。 

 それから、民間団体に自治会・自治組織を追加、これは今までの記載はＮＰＯというこ

とが特に記載されていたのですけれども、住民の組織として自治会等が参画することも大

事だという意見がございまして、この辺を追加したということでございます。 

 見直しの時期につきましては、ここに記載のとおり、東日本大震災津波からの復興状況

等を勘案して、平成31年度をめどに見直しを行うこととしてございます。 

 （４）の今後のスケジュールでございますが、21日にひとにやさしいまちづくり推進協

議会、これは条例によって設置している諮問機関でございます。ここに諮りまして、案に

ついておおむね了承を受けてございます。この後パブリックコメント等を経まして、３月

に県議会による議決等々を経て確定していくものでございます。 

 あと、資料のところにございますが、３ページからは主な構成、それから４ページから

は詳細に、もう少し詳しい資料をつけてございますし、７ページ目ではＡ３判、大きい紙
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で、全体を俯瞰できるような資料を添付してございますけれども、この場の説明は以上と

させていただきたいと思います。ほかの資料につきましては、後刻ご確認いただければと

思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは次に、（２）の介護保険制度の改正内容及び「いわていきいきプラン 2015―

2017（仮称）」について、長寿社会課から説明を願います。 

〇齋藤参事兼長寿社会課総括課長 長寿社会課、齋藤でございます。では、私からご説明

をさせていただきます。座らせていただきます。 

 私の説明は、資料ナンバー２でございます。ごらんください。まず初めに、介護保険制

度改正の主な内容でございますけれども、１つは地域包括ケアシステムの構築でありま

す。次のページをお開きをいただきます。ここに国が示しております地域包括ケアシステ

ムの構築に関する説明とイメージ図がございますが、国では団塊の世代が 75歳以上となり

ます2025年、平成37年を目途に、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供さ

れる地域包括ケアシステムの構築の実現が必要と、増加が見込まれる認知症高齢者の地域

生活を支えるためにも重要としています。 

 また、高齢者が急増する大都市部と高齢者が横ばいで人口減少する町村部とで大きな地

域差があり、地域包括ケアシステムは市町村、都道府県が地域の自主性や主体性に基づ

き、地域特性に応じてつくり上げることが必要としております。 

 また前のページにお戻りをお願いいたします。地域包括ケアシステムの構築に関しまし

ては、サービスの充実として在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア会

議の推進、生活支援サービスの充実強化が地域支援事業の充実として挙げられております。 

 その下のところですが、地域包括ケアシステム構築に関する重点化・効率化でございま

す。１つ目は、要支援１、２の方への全国一律の予防給付のうち、訪問介護と通所介護を

市町村が行う地域支援事業に移行し、これまでの介護事業者によるサービスに加えて、Ｎ

ＰＯ、住民ボランティア等による多様なサービスを可能とし、効果的、効率的な事業が実

施可能とされております。 

 ２つ目は、特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護３以上の中重度者に限定する

ものであります。 

 改正の主な内容の２つ目は、費用負担の公平化であります。資料の右側でございます。こ

れは、低所得者の保険料軽減を拡充し、一方、所得や資産がある方の利用者負担を見直す
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ものでございます。保険料軽減ですが、例えば年金収入 80万円以下の方は５割軽減から７

割軽減に拡大されます。なお、資料にあります保険料の見直しは全国ベースのものであり

まして、本県の各保険者の平均月額保険料は4,851円となっております。 

 次に、費用負担の公平化に関する重点化と効率化でありますが、１つ目は一定以上の所

得がある利用者の自己負担を１割から２割へ引き上げるものでありまして、その所得水準

は単身で年金収入のみの場合は、年収で280万円以上の方となります。詳しくは、３ページ

に詳細書いてございますので、後ほどごらんをいただければと思います。 

 ２つ目は、低所得の特別養護老人ホーム等の施設利用者の食費、居住費に対する補助、い

わゆる補足給付の給付要件を見直すもので、例えば預貯金等が単身で 1,000万円、夫婦で

2,000万円を超えている場合は対象外とするものであります。 

 以上がこのたびの介護保険制度改正の主な内容であります。 

 こうした制度改正を受けての次期介護保険事業計画の策定に見ます国の考え方や策定に

当たってのポイントが４ページから６ページにありますけれども、６ページが都道府県計

画を策定する際のポイントであります。ここに４つ挙げられておりまして、１つは医療・

介護連携等の市町村支援、または団塊の世代がおおむね75歳以上となる2025年に向けての

介護人材の推計、県が策定する医療計画との整合性、住宅部局との連携による高齢者居住

安定確保計画との調和の４項目が掲げられているところでございます。 

 それでは、県プラン、県計画について説明をいたします。７ページをごらん願います。ま

ず、趣旨でありますけれども、本プラン、計画は、本県の高齢者の総合的な保健福祉施策

の基本的な方針等を明確にし、市町村の介護保険事業の円滑な実施を支援するため、県高

齢者福祉計画と介護保険事業支援計画を一体的に作成するもので、３年を１期とし、平成

27年度から29年度を計画期間とするものでございます。 

 策定のスケジュールは、３に記載のとおりでありまして、今年度中の策定をするもので

ございます。 

 プランの計画策定の基本的な考え方についてでございますが、８ページの資料によりご

説明をさせていただきます。８ページのＡ３の横長でございます。最初の箱書きの国の考

え方につきましては、これまで説明をいたしましたとおりでございます。県の考え方も記

載のとおりでありますが、市町村における地域包括ケアシステムの構築を支援するため、第

５期計画の方向性や地域の実情、国の基本方針等を踏まえまして、いわて県民計画などの

関係諸計画との整合性を図り、計画をするとしております。 



- 10 - 

 次に、右側の第６期計画の策定方針、策定の方向性、県が対応すべき課題及び背景につ

いてご説明をします。おおよそは、左側に記載しております第５期計画を引き継いでおり

ますが、記載４つの策定方針、 12の策定の方向性により課題等を整理しております。策定

方針３で市町村における地域包括ケアシステム構築への支援、調整を明記しております。  

 策定の方向性、県が対応すべき課題、その背景でございますけれども、２つ目の在宅医

療・介護連携の推進を新設し、医療と介護のサービスを切れ目なく一体的に提供するため

の連携体制の構築への支援を、 11の介護人材の確保とサービスの質の向上を全面修正いた

しまして、参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善の視点からの対策を、 12の被災

した高齢者が安心して暮らし続けることができる環境づくりの推進は、復興状況を踏まえ

て全面修正をいたしまして、転居等による生活の変化の中でも安心して暮らし続けること

ができる環境をつくるための見守りや介護予防などの取り組みへの支援を盛り込みたいと

考えております。 

 他の項目でありますけれども、１では元気高齢者の自主的な社会参加活動への支援につ

いて、３では認知症高齢者の行方不明問題等も含めて、安心して暮らし続けることへの支

援について、４では介護保険制度の見直しも踏まえて住民主体の多様なインフォーマルサ

ービスの確保による生活支援について、５では介護予防での地域住民主体となった事業実

施について、６では地域包括ケアシステム構築の中核となる地域包括支援センターや地域

ケア会議について、これら以外も含めて必要な見直しをすることとしております。  

 この基本的な考え方につきましては、去る８月21日に岩手県高齢者福祉介護保険推進協

議会に提案をし、各委員の方々から多くのご意見をいただいておりまして、委員会の意見

や、その後示されております国の制度改正に関する具体的な方針、９月には市町村からの

計画策定に係るヒアリングを実施しておりますので、それらも踏まえて、当課におきまし

て11月10日開催の第２回推進協議会に向けて、現在素案作成を進めているところでござい

ます。本日の審議会のご意見につきましても、計画に反映をさせていきたいと考えており

ます。 

 以上で説明を終わります。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは次に、（３）でございます。子ども・子育て支援新制度について及び（４）の

「いわての子どもを健やかに育む条例（仮称）」についてを子ども子育て支援課から説明

をいただきます。 
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〇南子ども子育て支援課総括課長 子ども子育て支援課、南と申します。それでは、私の

ほうから２点につきまして、まず第１点目は、来年４月から施行予定となっております子

ども・子育て支援新制度につきましてのご説明、２点目は現在策定中、検討中であります

が、いわての子どもを健やかに育む条例についてご説明を申し上げたいと思います。恐縮

でございますが、座ってご説明を申し上げます。 

 まず初めに、横長の資料ナンバー３、子ども・子育て支援新制度について、表紙を１枚

おめくりいただきまして、１ページをお開き願います。この図は、子ども・子育て支援新

制度における財政支援の体系をあらわしたものであります。子ども・子育て支援新制度に

おける財政措置につきましては、大きく２つに分けられるものであります。１つ目の財政

措置は、施設型給付であります。図を２つの点線で囲っておりますけれども、上の点線の

中の上段の認定こども園、左下の幼稚園、その右側の保育所に対しましては、現行制度に

おきましては幼稚園及び認定こども園を構成する幼稚園に対しては私学助成という財政措

置が、そして保育所及び認定こども園を構成する保育所に対しては、保育所運営費による

財政措置が講じられてきたところでありますけれども、これが新制度におきましては、こ

れにかえて、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の施設型給付による措置が講じ

られることとなるものであります。ただし、左下の幼稚園でありますが、点線を飛び出し

ているところがあります。幼稚園に関しては、子ども・子育て支援新制度に移行せずに従

前の私学助成による財政措置を選択することも可能とされているものであります。 

 ２つ目の財政措置は、下のところにございます地域型保育給付であります。下の点線の

中に４つの保育事業を記載しておりますが、子ども・子育て支援新制度においては、先ほ

ど説明いたしました施設型給付に加えて、定員 19名以下の小規模な保育事業につきまし

て、ここにありますように小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育、こ

の４つの保育事業を市町村による認可事業として児童福祉法に位置づけた上で、地域型保

育給付の対象とするものであります。 

 このように、子ども・子育て支援新制度におきましては、教育、保育施設を対象とする

施設型給付及び小規模の保育事業を対象とした地域型保育給付により、多様な施設や事業

の中から利用者が必要とするサービスを選択できる仕組みが構築されるものであります。  

 次に、資料をおめくりいただきまして、２ページをごらん願います。この資料は、市町

村が実施する地域子ども・子育て支援事業の概要を説明したものであります。その内容

は、例えば①の施設型給付の対象施設等の情報や地域の子ども・子育て支援等の情報提供
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を行う利用者支援事業や、②の子育てについての相談、情報の提供を行う地域子育て支援

拠点事業など、２ページから３ページまでにかけての計 13事業、この事業につきまして各

市町村が計画を策定し、実施することとなるものであります。 

 次に、資料４ページをお開き願います。子ども・子育て関連３法の概要についてであり

ますが、子ども・子育て関連３法は平成 24年８月に成立をいたしまして、来年４月１日の

施行を予定しているものであります。まず、このページの左側の上の子ども・子育て支援

法についてでありますが、この法律は、従前、認定こども園、幼稚園、保育所でそれぞれ

異なっていた利用手続及び財政措置を施設型給付として一本化するものであります。 

 次に、このページの左側中央、いわゆる認定こども園の一部を改正する法律についてで

ありますが、これは認定こども園のうち幼保連携型認定こども園の認可の手続等が新たに

規定をされたものであります。従前は、幼保連携型認定こども園の設置には、幼稚園の認

可、保育所の認可及び幼保連携型認定こども園の認定、この３つの手続が必要でありまし

たけれども、新たな幼保連携型認定こども園が学校及び児童福祉施設として法的位置づけ

を持つ新たな施設種別とされ、幼保連携型認定こども園の設置の認可ただ１つで設置が可

能となるものあります。 

 また、県条例の改正等の対応についてでありますが、幼保連携型認定こども園の設置の

認可等に当たっては、県が条例で設置する審議会その他の合議制の機関に対する諮問が必

要とされたところであります。本県におきましては、昨年 11月に子ども・子育て支援法に

基づき設置いたしました岩手県子ども・子育て会議を認定こども園法に基づく審議会その

他の合議制の機関とするため、岩手県子ども・子育て会議条例の一部改正を行ったもので

あります。 

 また、条例で幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める必要がある

ことから、当該条例を制定し、また現行の認定こども園の認定の要件を定める条例から幼

保連携型認定こども園に係る規定を削除いたしたところであります。 

 次に、このページの左側の下であります。関係法律の整備に関する法律についてであり

ますが、幼保連携型認定こども園について、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ

を持たせることなどのために、児童福祉法等の関係法律計 55本の規定が整備をされたもの

であります。このうち、児童福祉法の一部改正におきましては、幼保連携型認定こども園

が児童福祉施設に位置づけられたほか、保育所の認可に当たり、児童福祉専門分科会への

諮問が必要とされたものであります。これに伴いまして、本県におきましては、来年４月
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１日以降に運営を開始する保育所の設置の認可を行う場合においては、岩手県社会福祉審

議会児童福祉専門分科会へ諮問が必要となることから、岩手県社会福祉審議会運営規程に

ついて、児童福祉専門分科会の所掌事務に保育所の設置の認可に係る事項を追加する改正

を行う予定としているところでございます。 

 なお、改正の時期につきましては、法施行日前、保育所の設置申請が行われた場合にお

ける準備行為を定める政令が今後公布される予定でありますので、この政令が公布された

後、改正を行うものであります。 

 また、県条例の改正の対応についてでありますが、児童福祉法の改正等に伴い、保育所

等に係る国が省令で定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が改正されましたこ

とから、これに伴い、県の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正を行うというものであります。 

 次に、資料の５ページをお開き願います。子ども・子育て関連３法の施行に伴う県条例

の改正等の概要についてでありますが、今般の９月定例県議会におきまして、３本の条例

の改正及び１本の条例の制定を行ったものであります。資料の下段に記載しております

が、（２）の保育所認可基準の改正、（３）の幼保連携型認定こども園の認可基準の制定

及び（４）の認定こども園の認定要件の改正につきましては、国が定める基準の制定及び

改正に伴い、県が条例で定める基準を制定及び改正するものでありますが、国の基準を超

えて県独自の基準を設ける必要性が特段見受けられないことから、いずれの条例におきま

しても国基準と同様の内容とするものであります。 

 以上が子ども・子育て支援新制度伴う関係条例の整備の概要についてでございます。 

 引き続き、資料ナンバー４、いわての子どもを健やかに育む条例（仮称）につきまして

ご説明を申し上げます。現在県におきましては、子どもの健全育成や子育て家庭の支援に

関する基本理念や基本的な施策の方向性を定めるため、新たな条例の制定について検討を

進めており、その内容についてご説明をさせていただくものであります。 

 まず、１の本県の子どもをめぐる現状・課題でありますが、近年の合計特殊出生率は微

増で推移しているものの、未婚率や平均初婚年齢が上昇、出生数の減少、世帯当たり人員

の減少など、少子化、核家族化が進行しており、子育ての孤立化が懸念され、社会全体で

の子育て支援が必要となってきています。また、加えて、児童虐待や子どもの貧困など、子

どもの権利にかかわる課題も大きく取り上げられているところでございます。 

 ２の条例制定の必要性でございますが、これまでも県では、いわて県民計画やいわて子
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どもプランを策定しながら、安心して子どもを産み育てられる環境の整備に努めてきたと

ころですが、本県の子どもと子育て家庭を取り巻く環境は依然として厳しい状況にござい

ます。 

 国では、子ども・子育て支援法や子どもの貧困対策法を制定し、新たな制度を確立する

など、子どもや子育てへの支援のあり方は大きく変わろうとしています。 

 また、県では、今年度知事を本部長といたします人口問題対策本部を立ち上げるなど、人

口減少を本県の喫緊の課題と捉え、その対応に向けた取り組みを進めているところでござ

います。 

 さらには、東日本大震災津波からの復興期及び復興後における本県の全ての地域社会の

維持、発展に取り組むことが必要であります。 

 これらの状況に対応していくためには、将来にわたり若者が家庭や子育てに希望を持

ち、岩手の未来を担う子どもたちが健やかに育つ環境を整備し、誰もが子どもを健やかに

育むことを実感できるようにしていくことが重要であります。 

 こうした取り組みを進めるに当たっては、一人一人が子どもの健やかな成長を願い、子

育ての重要性を全ての県民と共有するとともに、さまざまな主体の役割を明らかにしなが

ら、県全体で子どもや子育てを支援していくことが必要であり、これまで以上に計画的、持

続的に推進していくため、今般新たに条例を制定しようとするものであります。 

 ３の条例の内容でありますが、東日本大震災津波からの復興後の地域社会の発展を見据

え、子どもや子育てに対する支援に関する基本的な理念、さらには県を初めとするさまざ

まな主体の役割などを明らかにし、施策の基本となる事項を定めるものであります。  

 ４の条例制定の効果でありますが、１つ目は県の子ども・子育て支援施策の基本的な方

向について明らかにすることができること。２つ目といたしまして、県の最上位の法令で

あります条例を定めることにより、県としてこれまで以上に子どもや子育てを支援する環

境整備を推進していくという強いメッセージを県民に向けて発信することができるこ

と。３つ目といたしまして、条例を制定することにより、子どもや子育てへの支援の重要

性について、さまざまな主体と共有し、県全体で支援に取り組むことができること。以上

３つの効果を見込んでいるところであります。 

 ５の今後のスケジュールですが、今後関係の皆様からのご意見を踏まえながら条例案を

作成いたしまして、来年２月定例県議会に提案し、議決をいただくことが前提となります

が、来年４月１日からの施行を予定しているものであります。 
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 資料の２ページ目をお開き願います。条例の骨子の内容でございます。こちらの内容に

つきましては、現在さまざまなご意見を踏まえながら検討を進めているものでございます

が、今後変更があるということをお含みおきいただければと存じます。 

 まず、１の目的でありますが、基本理念を定め、さまざまな主体の役割等を明らかにし、施

策の基本となる事項を定めるとともに、県民が安心して子どもを産み育てることができる

環境の整備を図り、岩手の未来を担う子どもたちが健やかに育ち、子育てに関する希望が

かなえられる社会の実現に寄与することを目的としています。 

 ２におきましては、必要な用語の定義を置くことといたしております。 

 ３の基本理念についてでありますが、権利等の尊重、価値観の尊重、相互連携・協力、こ

の３つを基本理念と据えています。 

 次に、４から次ページの10番までにつきましては、さまざまな主体の役割等について規

定をしたものであります。 

 ３ページの11番、基本的施策でありますが、子ども・子育て支援の推進のために、若者、子

育て家庭、子ども、この３つの対象に対する支援として基本的な施策を包括的に規定をし

ております。 

 12の基本計画についてでありますが、施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、基

本的な計画を定めて進めていくものとしています。 

 13は必要な推進体制を整備すること、14は毎年度施策の実施状況の公表を行うこと、15に

つきましては広報、啓発に努めること、そして 16におきましては来年４月から施行するこ

ととしてございます。 

 説明につきまして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。 

 それでは、次は最後でございますけれども、東日本大震災津波からの復興に向けた取組

状況につきまして、事務局から説明を願います。 

〇紺野副部長兼保健福祉企画室長 副部長の紺野でございます。私のほうからは、報告５

につきまして説明をさせていただきます。失礼ながら、座って説明させていただきます。 

 資料の５をごらんいただきたいと思います。資料の５のまず初めに課題の欄、１、地域

医療の確保、（１）、医療提供体制の確保につきましては、その右側の欄、現在の対応状

況の⑥、医療提供施設（沿岸）の被災・復旧状況の表をごらんいただきたいと思います。そ

のとおりございますとおり、被災した医療提供施設の事業継続・再開の状況は、新規施設
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も含めますと医療提供施設数は、被災前と比較いたしまして 90.9％という回復状況でござ

います。 

 次に、２ページ目に参りまして、２、地域における高齢者や障がい者等への支援につき

ましては、右側の欄にございます初めの丸、高齢者等サポート拠点が 27カ所、２つ目の丸

にございますグループホーム型の仮設住宅につきましては９カ所で運営されております

が、３つ目の丸、見守り支援員に対する研修といたしましては、従前の基礎、管理者研修

に加えまして、認知症、アルコール依存症への対応を学ぶことなど、非常に専門的な分野

別研修を実施しているところでございます。 

 また、同じ欄の中ほど、②でございますが、災害公営住宅等における見守り・支援体制

の構築につきましては、応急仮設住宅から災害公営住宅への移行につきまして、高齢者や

障がい者等の皆さんが安心して暮らすことができるよう、見守り・支援体制の整備を促進

するため、その移行研修も実施しているところでございます。 

 続きまして、同じ欄の下から２つ目、④、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

事業所研修の実施を行っておりまして、９月末時点でアドバイザー派遣が 23件、研修が29回

となっております。 

 次に、３ページに参りまして、（３）、社会福祉施設等の復旧状況につきましては、右

側の欄の②、社会福祉施設（沿岸）の被災・復旧状況の表にございますとおり、被災した

社会福祉施設の事業計画、再開の状況が新規施設も含めますと、被災前と比較いたしまし

て106.4％となっております。 

 続きまして、課題の欄の３、被災者の健康の維持・増進につきましては、健康相談・健

康教室、口腔ケア活動を継続して実施しておりまして、９月末時点では 3,050人の相談に対

応しているところでございます。 

 次に、４ページに参りまして、課題の４、被災者のこころのケアの推進についてでござ

いますが、９月末時点で沿岸４地区に設置している地域こころのケアセンターの相談件数

が5,504件となってございます。 

 続きまして、５の要保護児童等への支援につきましては、９月末時点でいわてこどもケ

アセンターを195回開設いたしまして、1,899人の児童が利用しているところでございます。 

 次に、５ページ目に参りまして、左側の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、岩手県社会福祉協議会や 20の市町村社会福祉協議会に９月
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末時点で172人の生活支援相談員を配置いたしまして、生活相談とか安否・見守り活動を実

施しているところでございます。 

 以上で東日本大震災津波からの復興に向けた取り組み状況についてのご報告を終了させ

ていただきます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま（１）から（５）まで一通りご説明をいただいたわけでございます

が、これからご質問、ご意見等をお伺いいたしたいと存じます。よろしくお願いをいたし

ます。 

 はい、どうぞ。 

〇高橋委員 岩手県精神保健福祉連合会の高橋でございます。マイクは人を見るようでご

ざいます。失礼をいたしました。岩福連の高橋でございます。 

 １点目は、資料ナンバーの２にかかわることですが、資料ナンバー２の一番上の部分の

ところでちょっと教えてほしいのですが、右側の重点化・効率化という項がありまして、そ

の中の①に一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き上げというゴシック体があっ

て、そのところに書かれている２段目、合計所得金額 160万円以上の、合計という意味は世

帯の中の家族の合計という意味なのでしょうか。それとも、保険、同じ世帯でも保険がい

ろいろ、必ずしも国民保険だけではなくて、他の保険に入っている場合もあると思うので

すが、その辺のところとのかかわりも含めて教えていただきたいというふうに思います。 

 それから、２つ目は、一番最後のいきいきプラン 2017の、これはＡ３でしょうか、これ

の右側のほうの第６期計画の８、高齢者がその状態に応じて云々とこうありますが、その

中で県が対応すべき課題及びその背景として、全国に比べて居宅サービスの利用が低調と

いうふうな文言がございます。これは、岩手県がなぜそうなっているのかというふうなと

ころの把握と言ったらいいでしょうか、それはどのように感じておられるのかというよう

なところを。 

 あわせて、そのページの11番、介護人材の確保、これ子育てのほうともかかわるのです

が、子育てのほうにも人材の確保というのがあるのですけれども、資質の向上、労働環境・

処遇の改善と、こうなっているわけですが、おわかりのとおり、福祉の現場、福祉法人で

経営している事業所であるとか、あるいは養護施設であるとか、保育所関係もそうなわけ

ですが、職員の半数近くが非正規雇用の実態があるのではないかな。この間も保育所の関

係者にお会いしたときに、一体どうなっているのですかとお聞きしましたら、非正規雇用
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が半数以上ですと。きょうの新聞を見ますと、正規雇用がふえているというニュースが出

ておりましたけれども、しかしある事業所さんだけであって、この福祉関係については必

ずしもそうではないのではないかというのが県内の実態ではないか、私は見るわけです。非

常に大事な部分だなと、こう考えておりますので、これはいわての子どもを健やかに育む

条例の骨子の中にも、５番として市町村の役割、人材の確保及び育成とありますが、まさ

に大事なところではないのかなというふうに思います。 

 それから、３個目ですが、子ども・子育て関連３法についてですけれども、これは消費

税増税分というふうになっていますから、それは10％が決まらないと、これは実施されな

いのかというふうな解釈になるのですかね。ということを、ちょっとあやふやですので、申

しわけございません。 

 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、どうぞ。 

〇齋藤参事兼長寿社会課総括課長 まず最初に、一定以上の所得のある利用者負担の見直

しに関してでございますが、資料２の３ページをお開きいただきたいと思います。これ

は、国の資料でございますけれども、中ほどのところに単身で年金収入のみの場合は、公

的年金控除、基本的に120万円を年金収入から引いたということで、先ほどお話を申し上げ

ましたような合計所得金額、 120万を引いた後の160万以上がそれに該当するということで

ございまして、またそれが税制上、高齢者に関してのところというふうに理解はしてござ

いますが、夫婦だったり、ほかに世帯員がいないというところについては、ちょっと今正

確な説明を私申し上げられませんので、この資料での説明でご了解、ご理解をいただきた

いというふうに思います。 

 また、次の居宅サービスが低調ということでございますけれども、全国の詳細な資料、今

手持ちにございませんが、全国の都道府県ごとに比較をしたときに、本県の居宅サービス

の利用が低いレベルにあるということは事実でございます。さまざまな要因は指摘されて

ございますけれども、これという具体の分析というところまでは現在まだ至っていないと

ころでございます。利用料の問題、そしてまた家庭の中に例えば訪問介護、いわゆるホー

ムヘルプサービスなどのようなサービス者が自宅に入ってくることに対する抵抗感などと

いうようなことをさまざまご指摘をする方もいらっしゃいますけれども、まだ十分な分析

ができていないところでございまして、今ご指摘があった点も今般の計画策定の中で我々
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としても分析をしていきたいというふうに思います。 

 あと、介護人材の確保の問題でございますけれども、ひとえに介護事業者の方々がみず

からの事業所としての経営を考えるときに、どのような雇用形態でどういう方を採用する

かということについては、特に県として何らかの強い指導権限を持つということはござい

ません。それぞれの事業者のところでどのような形で雇用するかということが決められて

いるところでございます。ただ、さまざまな事業者の方々とお話をすると、やはり正規で

募集をしないとなかなか来てくれなということが実際だという声も私聞いてございます

し、ある地域のところでは、ある事業者が正規雇用で求人を出した、あるところではとり

あえずは１年、２年は非正規で、その後正規にする道もありますよというような求人を出

したらば、やはり最初から正規雇用というところに応募者が集まったというような事実も

あるというようなことをある地域の施設長の方からお伺いしたということはありますの

で、この場ではそういう状況だということでご紹介だけをさせていただきたいと思います。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇南子ども子育て支援課総括課長 引き続き子ども子育て支援課のほうからご回答を申し

上げたいと存じます。 

 先ほど保育士の人材確保についてもちょっとお話ございましたので、ただいま長寿社会

課のほうからお話のあった延長線でお話を申し上げますが、保育士の人材確保につきまし

ては、昨年10月に新たに保育士・保育所支援センターというものを設置いたしまして、い

わゆる潜在保育士、保育士の資格は持っているのだけれども、まだ保育士として働いてい

ない方、そういった方々を発掘し、そして保育士さんとして活躍していただきましょうと

いうことで、求人、求職のマッチングのセンターを昨年 10月から設置いたしまして、緩や

かでありますが、徐々に就職に結びつく実績が上がってきているところであります。 

 しかしながら、その内容といたしますと、正規、非正規の関係につきましては、私ども

これまで保育所のアンケートをやってきたところでありますが、全てというわけではない

のですが、大きな傾向といたしましては、施設側から求人をする際には非正規を求めると

いうこと。一方、職を求めている方々、新卒者の方、そういう方々は正規雇用を求めてい

る。そういう意味では、ニーズはそれぞれにあるのですが、求めている雇用形態が、雇い

主側のほうは非正規職員、そして雇われるほうは正規職員といったものを求めているとい

うことで、なかなかマッチングに結びつかないといったようなお声も保育所調査からは伺

っているところであります。それにつきまして、なかなか施設側の運営の方針であります
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とか、経費的な問題、人件費の問題とかさまざまありますでしょうから、それについては

なかなか、先ほど長寿社会課のほうからお話あったように、こうすべきという形での助言

はなかなか難しいところであるのですが、それについては全体の傾向を見ながら私どもこ

れから考えていかなければならないなというふうに思っております。 

 それからあと、最後に子ども・子育て関連３法の改正の中で、財源は消費税の増税分を

充てると書いてあるのだがというお話でございました。これにつきましては、消費税の 10％

分のうち、7,000億につきましては子ども・子育て支援新制度のほうに充てるということは

決まっております。ただし、これは 10％となった場合でありまして、しかも来年 10月から

施行された場合の財源として取り組まなければいけないというわけでありますが、消費税

法では、法律上は10％にするということは決まっているのですが、その時期についてはま

だ決まっていない状況であります。これについては、年内にも安倍総理が景気動向、経済

状況等を踏まえながら、その時期については判断するとおっしゃっておりますので、その

時期によっては、時期がずれ込むことによって 7,000億という財源が確保されないとなれ

ば、また別な形で個別に財務省への概算要求とかそういった形での財政的な手だてを講じ

なければ、この制度は満額動くということはなかなか難しいというのが実情でございます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、次。 

〇藤井委員 身体障害者福祉協会の藤井でございます。 

 最初の２ページ目に新たな状況変化の中で、県民というところに高齢者や障がい者の当

事者の役割を追加という条項が入ってございます。これは、大変私もいいことだなと思っ

ておりますが、１つ関連で、県では障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県

づくり条例というのがありまして、実は、この形成過程で県議会の先生方とも意見交換し

た中で、県や自治体の果たすべき役割、それから県民の果たすべき役割、そして第３に障

がい当事者も一定の役割を果たすべきだということで、この中に入れることになったの

は、障がい当事者も自分の障がい程度を周りの方々に自分から訴えて、理解してもらおう

と、こういう積極的な条例を追加していただいたことがあるのですが、これと同じような

役割を果たす追加なのかどうか。実は、これに関連して、避難行動要支援者名簿、前は災

害時要援護者の名簿のことだと思いますが、実は災害対応マニュアルの中でもＳＯＳカー

ド、これに自分から積極的に支援してもらいたい、自分の障がいの程度をちゃんと書い

て、周りの人たちに自分がいざというときには手伝ってもらいたいと、こういう積極的な
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内容も入っているのですが、これらとの関係で当事者の果たすべき役割というのは非常に

重要だと思っております。 

 それに関連してですが、今後これを普及していく上で、実は避難行動要支援者名簿の件

でも、ＳＯＳカードの件でも、実は今障がい者団体があちこち、今まで県のほうに全県下

から障がい者団体の各市町村の役員なり、それから障がい者相談員を集めて盛岡で一括で

ディスカッションをやってきたのです。今県内あちこちに出向いて、今までなかなか盛岡

に来られなかった委員とか相談員の皆さんと積極的に対話しているのですが、実はその中

で非常に私びっくりしたのは、市町村ごとに要援護者名簿の作成、こういうことで申請し

てくださいというのが出ているのですが、どこの市町村に行っても、中身読んでもすぐ自

分で書けない、難しい用語が多くて。きょう私その資料を持ってこなかったのですが、実

はあさって社会福祉協議会のほうで災害時の委員会が開催されるので、そこには資料を持

っていこうとは思っていたのですが、これから出すいろんな資料、用語をもう少し具体的

に詳しく、普通の方のようにすぐ回答できるというか、書けるというのですか、解釈でき

るというのですか、そういう用語に、障がい者一人一人に渡るような資料については、特

にそういうことをご配慮いただきたいなというふうに思っています。 

 それから、ちょっと細かい話になりますが、認知症の高齢者の対策で、ソフト、ハード

面でいろいろ対策を考えているというお話がございました。実は、私はそういう施設の何

カ所かの理事とか運営委員を委嘱されて、いろいろ話を聞くことがあるのですけれども、先

日ある施設の運営委員会の中で、最近の認知症の方々に対する対応で、行方不明だとか何

かで、どうしたらいいかという議論があったのです。そのときにある委員のほうから、Ｇ

ＰＳ機能を積極的に活用する方法を検討してはどうかという話もあったのですが、正直言

って大変なのです。がんじがらめにしてしまうと本人の行動の自由を阻害してしまいます

し、１人に１人の職員がついたのでは大変ですし、積極的な意味での職員の負担も軽くで

きるし、それからその行動についても皆さんとも共有できるという、これは地域でのいろ

んな仕組みづくりが大事だと思いますけれども、そんなことをぜひご検討いただければな

というふうなことを、いっぱいあったので、前回論議した内容といろんな面で絡めてしま

いましたけれども、以上ご要望と発言を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。 

 それでは、どうぞ。 

〇千田地域福祉課総括課長 地域福祉課ですけれども、まず最初のほうでお話のありまし
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た当事者の、県民というだけにしないで、特に当事者の役割ということで追加したという

考え方、まさに委員おっしゃるような基本的な考え方は一致しているのだと思っておりま

す。積極的に当事者みずからそういった場に参加をして、自分もその一人だということで

役割を果たしていただきたいということでございました。新たに何か、今までない役割と

いうよりは、皆さんがやっているところにあえて当事者の役割として明記することで、自

発的にかかわっていこうというような意見があったためでございます。 

 それから、これはお話の中で、障がい者の方に資料を提供する場合のお話ございました

けれども、これにつきましてはひとにやさしいまちづくりだけということではなく、あら

ゆる場面でそういうことかと思いますけれども、いろいろな面で、例えば私どもひとにや

さしいまちづくりの関連の先日の協議会では、視覚障がい者の方には点字の資料を提供と

いう、そういったようなことも心がけてやっておりましたので、これにつきましては県の

あらゆる場面で当然配慮しなければいけないこととして取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 

 あと最後に、認知症者への見守りというようなことであったのですけれども、長寿社会

課のほうでいくつかあるかもしれませんが、地域福祉課の立場で申し上げますと、我々見

守りということで、地域活動として取り組んでいるわけです。その場合には、おっしゃっ

たＧＰＳを付けるなど、見張るのではなくて、もう少し地域のみんなとの交流、ともに生

きる立場でもって、ふだんの声がけだとかということで、お互いに無理のない形でいかに

見守っていくか。一方で、誰かを世話するのではなくて、お年寄りにもいろいろな活動の

場を与えて一緒にやっていこうというつき合い、ふだんの交流の中で見守っていこうとい

うようなことを一生懸命考えて進めておりまして、そういう意味ではこれからさらにそう

いった地域活動として見守りをしていくのが大事なのではないかなというふうに考えてご

ざいます。 

〇齋藤参事兼長寿社会課総括課長  長寿社会課のほうからですが、今ご意見がありまし

た。例として施設の対応ということで、施設としても工夫をしたり、さまざまなことを考

えているというご紹介だったかと思いますが、当課では認知症の方への施設などで働いて

いる、いわゆる専門職の人たちのケアの水準を上げるための各種の研修をしておりまし

て、そういう中で当然ながら認知症を持っている高齢者の方々の、それぞれの方の行動特

性でありますとか、習慣的なことなどなどについて十分理解をした上でそれぞれの方々に

合った対応をしようという、まさしく専門職として当然考えなければならないことについ
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て各種の研修をしているということでございます。 

 また、それぞれの施設と地域がどのように連携をし、またはお互いに施設入所の方々に

ついて、地域の方々にも、外に出て歩いているようなときにきちっと通報いただいたり、声

がけをしていただいたりというようなことは、日常的な施設、特にグループホームなどの

地域密着型については地域の方々を入れての運営協議会がありますので、そういう場で十

分情報交換などをしていただければなというふうに思っております。非常に強い行動制限

というのが日常あれば、症状の悪化ということにもつながってまいりますので、施設、地

域が緩やかな形でその方々を見守りながら、安全を確保していくということが極めて重要

であろうというふうに思ってございます。 

 県内各地では、ＳＯＳネットワークというようなことで、認知症高齢者の方々を早期に

発見するためのさまざまな取り組みも行われてきておりますので、そういうことも県とし

ても広めていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 そのほか。どうぞ。 

〇佐藤委員 １点だけ。資料１の箱の中の中ごろに、推進の基本的視点という中の括弧の

中なのですけれども、さりげないデザインへの配慮、柔軟な取組というふうにあるのです

が、どういう種類のデザインがあって、どのような配慮をしてやっていくものなのか、ち

ょっと教えていただきたい。 

〇千田地域福祉課総括課長 従来の推進指針からある部分なのですけれども、簡単に申し

上げますと、特別扱いになるようなものではなくて、誰が使っても違和感がなく自然に受

け入れられるような、そういうものとしてのユニバーサルデザインの考え方も必要という

ことで、さりげないデザインという、奇抜に目につくものではないけれども、受け入れら

れやすい形で、ただ当然使いやすいというようなことはきちっと、そこの部分は確保され

ているようなデザイン、そういったことにも配慮しようということになってございます。よ

ろしいでしょうか。 

〇佐藤委員 デザインというのは、デザインされたものが具体的に何かあるわけですか。 

〇千田地域福祉課総括課長 ここで何か、どれをというようなことを指針で言っているも

のではないのですけれども、具体的には例えば食器ですとか、障がい者の方が使いやす

い、そして健常者の方も使いやすい。見た感じ特に変わった形でもないようなのですが、使
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ってみると障がい者の方が非常に使いやすいものとか、そういうデザインにした事例はご

ざいます。例えば知事表彰をそういったものなどで伝達されたものなどがございます。そ

ういう意味では、いかにも障がい者向けのものだという、あるいはユニバーサルデザイン

と、目立たなくてもきちっとその役割を果たしているようなデザイン、そういう部分への

配慮も、そういう視点も必要だということでございます。 

〇桑島委員長 それでは、ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

〇喜多委員 子ども・子育てについては、消費税とセットになって子育てが図られている

というのは、厳しい財源が背景にあって、非常に危ない、何かそうした手当てをすると消

費税増税ですよと、こういうセットになった施策については極めて疑問を感じるわけであ

りますけれども、今からお話ししようとすることは、前の計画でも、これからは医療、福

祉が連携をしていくということで、在宅介護だというふうなものが、これからだというふ

うなことで、それもそうかなということで取り組んではいますけれども、実際それに従事

する方が極めて厳しい労働環境と、今ありました非正規雇用は将来に希望が持てるような

待遇ではないということで入ってきていない、結婚もできない、ある意味でそうした極貧

層というか、貧困層がそこでまた生まれていくというような施策体系になって、極めて今

地域の方でいろいろ言われている中で、非常に問題があるなと。年金とか、あるいは公共

サービスとか、やっと地域は生活をしている中で、年金も減らされる、そこの地域の収入

が減ると、しかも低所得だと、こういうようなことで、その中で健康で生きていかなけれ

ばならないということがあるわけでありますけれども。 

 そこで、医療福祉連携やその他の連携、そうした労働環境を改善するなり、その人に寄

り添った生活支援ということが必要になってくると思うのでありますけれども、そうなる

とやっぱりどうしても情報の共有ということは避けて通れないというふうに思っているわ

けでありまして、医療と福祉の情報の共有化、あるいは国ではどこでも自分の病院だとい

うふうな施策を進めて、ＩＣＴを強力に進めましょうという施策をこれから進めていくわ

けで、今日でしたか、昨日でしたか、岩手県医師会と医療・介護のほうの連携の組織が立

ち上がったということで、極めて力強く感じておりました。 

 それで、県のほうにいろいろお聞きすると、一部でしゃべることは、まず被災地で、釜

石からやるのだという話はあるのですけれども、全県的にやるというような話が一向に聞

こえてこないと。私は、あちこちでシステムが動くことは極めていいのですが、そのシス
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テムはメーカーごとによって違う。つながっていない、つながらない部分が出ている。や

はりこうしたことを、地域包括ケアシステムをより一層進めていくためには、やはり医師

会さんとか県と、それから社会福祉協議会で、そうしたものを十分話し合って、全県的な

ことで、すぐ来年からということにはならないでしょうけれども、テーブルに着いて、シ

ステムを構築していくことは極めて私は大事だと思っているのですけれども、逆に当局か

らもお聞きしたいわけでありますが、せっかく岩動先生がお見えでありますので、ぜひそ

うしたことについてご見解をお聞かせいただきたい。 

 また、県についても、全県的な、釜石がやっているとか、あっちがやっているというの

は知っているわけで、そんなものの中身は私は知っているわけで、そうではなくて、全県

的に進めていかなければと思って、お伺いしたいと思っているわけです。 

〇桑島委員長 どうぞ。 

〇岩動委員 岩手県医師会の岩動でございます。地域包括ケアという言葉がいつも出てま

いりますけれども、地域医療のあり方というのが各地域で全く違う。盛岡の医療事情と、そ

れから岩手郡、あるいは葛巻町、あるいは宮古市など、岩手は非常に広いですから、それ

ぞれによってかなり医療事情が違っているので、同じ設計図でもって全てに当てはまるよ

うなことはまず無理だと思います。この10月から全ての病院、それから有床診療所から、自

分の病床は今どういう機能を果たしているかというようなことを国に報告する制度が始ま

っています。報告された診療報酬のデータなどを国が主導的に解析して、それを県にフィ

ードバックして、それをもとにして地域医療ビジョンというのを県が策定していく。それ

ぞれの立場でもっていろんな設計図をえがいて、それを地域医療に当てはめていく。さら

には、各地域において協議の場を設けて、そしてその協議の場で医師会、あるいは各多職

種の人たちが地域の事情でもってそれらに合ったようなアイデアを出し合って、そして地

域みんなで、高齢者の方々、あるいは地域の方々をみんなで支えていこうという計画が今

進んでいるわけであります。盛岡などの医療機関では外来で待っている患者さんがいらっ

しゃる。医師がいないと患者さんにご迷惑かかるというようなことで、余り地域包括ケア

とかそういう言葉に対して理解を示していないドクターがかなりあるという現状です。そ

のため、往診する医師が足がないということを心配されています。逆に過疎地では医師が

少なく、外来も往診も対応できない状態です。そういうこともありまして、一つの設計図

で全部をやるわけにはいかないということがあります。今後、県にもお願いしているので

すけれども、全ての職種の方々に対してこういうことについて同じテーブルについて、い



- 26 - 

ろんなことをお話し合いして、それでそれぞれの職種がみずからの問題として対応してい

こうという気持ちを医師を含めたすべての人が構築していかなければならない。よく言わ

れることですけれども、桃太郎型、医師が桃太郎で、犬、猿、キジを従えて、きびだんご

を与えながら進めていくというようなことではなくて、やはり全ての人が横並びで、医

師、あるいは看護師、あるいはリハビリスタッフも、それから介護士さん、全て横並びで

同じ考えを持って、地域の人たちのためにやっていくというようなことをみんなで考えて

いこうというのが地域包括ケアだと思います。そういうことをきっちりと県の指導のもと

にできればと思います。答えになっているかどうかわかりませんけれども、そういう考え

でいます。 

 以上です。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 では、根子部長さんのほうから。 

〇根子保健福祉部長 委員おっしゃったように、医療と介護の連携の中でも医療情報、あ

るいは介護の情報がそれぞれの医療機関、それから介護の事業所、行政も含めて共有する

というのは大事なことだと思います。 

 それで、沿岸のほうからという話でございますけれども、沿岸被災地のほうに国のほう

ではいろいろ復興計画をやっていて、そういう形で進めるという流れがあったものですか

ら、当面それを活用して、釜石なり宮古なり、それから大船渡、久慈もそうですけれども、ま

ずはその地域からスタートさせましょうということで、沿岸が先行しているということで

ございます。それで、釜石も非常にうまくいきつつあるというふうに聞いています。これ

は、やはり内陸のほうにも波及させるということが大事だと思いますし、そういうことも

ひとつ思ってございます。 

 それで、今回医療・介護総合確保推進法の中で、新しい基金が、これもまた消費税増税

になるものでありますが、そういった沿岸のほうの状況を見ながら、内陸のほうでも圏域

ごとにそういう動きというのが出てくると思いますので、そこの中で今度の新しい基金等

も活用できないかも含めながら、全県的な波及というのを考えてみたいと思いますし、そ

れから委員がおっしゃった医師会、岩手医大、それから関係病院を中心とした地域ごとの

ネットワークを医大とつなぐという、そういう構想ででき上がったものでございますの

で、地域ごとにとどまらず、それを全県的な、医大が中心にこの辺を情報連携という仕組

みも動き出しますので、それをまた内陸のほうも検討しながら進めてまいりたいと思って
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おりますので、決して沿岸だけで終わらせるということではございませんので、その辺の

ところご承知いただきたいと思います。 

〇喜多委員 今のお話を受けて、やっぱり地域は地域の医療、社会福祉の状況があります

ので、まさに地域密着型でやっていただくこと、そのとおりだと思います。 

 あと、私が言いたいのは、あるところで成功した例を普遍的に全県下に広めていってい

ただきたい。これは、岩手方式で、逆に言えば宮城とか福島にも提案できて、展開になっ

てきているのかなと。そうすると、あるところで病気になっても、違うところに行っても、自

分の投薬情報とか医療情報がある。被災しても、これまでの治療ができる。そうしたこと

まで含めていただきたいと思います。 

 それから、もう一つは、おっしゃるとおりなのですけれども、今、共通項にしていかな

いと、あちこちのシステムができると、こっちは日立だ、こっちはどこだと、つながらな

いのが現実なわけですよね。そうしたところも配慮していかないと、大きな設計図を書き

損なう可能性があるので、そこは医大とか専門の先生方、県立大学もありますので、そう

した点もご配慮いただければという次第です。ありがとうございました。 

〇桑島委員長 はい、どうぞ。 

〇藤井委員 これを進めていく上で、今後日程的にはパブリックコメント等実施の予定の

ようでございますが、既にある組織とか協議会とか、例えば社会福祉協議会、それから各

市町村に設立されておるであろう自立支援協議会とか、それから民生委員児童委員協議会

とか、人に優しい気持ちでいろんなことを、それを中心には入れておりませんけれども、根

底にある考え方は皆同じだと思いますけれども、そういう既存の方々の意見がぜひ取り入

れられるような論議の進め方をぜひお願いしたいと思います。 

 以上です。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、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、ないようでございますが、限られた時間ではございましたが、非

常に委員からはそれぞれのお立場で貴重なご意見等を賜りました。まことにありがとうご

ざいました。 

 

７ そ の 他 
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〇桑島委員長 それでは次に、７のその他に移りますが、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 事務局からないということで、委員の皆様からこの際何かございませんで

しょうか。 

 はい、どうぞ。 

〇喜多委員 大変立派な資料をいただいたわけでありますけれども、もう少し前に各委員

の皆様に配付をいただけると、こういうことを質問してみたいとか、あるいはちょっと席

上話しにくいことはメモか何かこういうことを教えてほしいということであると思います

ので、いささか早く資料を送っていただければと、希望でございます。 

〇桑島委員長 では、事務局のほう、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

８ 閉  会 

 

〇桑島委員長 それでは、以上をもちまして本日の審議会は終了ということになります。皆

様のご協力、本当に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。ありがとうございました。 

 

（了） 


