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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 27 年２月 16 日（月） 午後１時 30 分から午後 2 時 50 分まで 

 

２ 開催場所  岩手県水産会館５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) 岩手県社会福祉審議会運営規程の一部改正について 

(2) 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 

(3) 平成 27 年度当初予算のポイントについて 

(4) いわていきいきプラン 2017 の策定について 

(5) 第 4 期障がい福祉計画の策定について 

(6) 新・いわて子どもプラン（仮称）の策定について 

(7) 生活困窮者自立支援制度について 

(8) 福祉・介護人材の確保及び育成に関する基本的な指針（素案）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。 

 本日の御出席は、委員総数20人中11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

を御報告いたします。 

 なお、本日の会議は公開とさせていただきます。 

 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、御多忙の中お集まりいただき厚く御礼申し上げます。県

では、先日公表しました平成27年度予算案について、本格復興邁進予算として東日

本大震災津波からの本格復興に係る取組みを最優先に、また目の前の危機である人

口減少問題に県の総力を挙げて取り組んでまいります。 

 保健福祉分野においては、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、今後ますます生命と心身の健康を守る継続的な体制が

必要であることから、応急仮設住宅からの転居や新たなコミュニティの形成などに

対応し、被災された方一人一人を見守っていくこととし、また生活習慣病の発症や

介護状態の進行を防ぐため、市町村と一体となって健康づくりや介護予防に取り組

んでまいります。 

 本日は、復興に向けた取組み状況を報告させていただくとともに、県の平成27年

度当初予算のポイントのほか、主に来年度に向けた取組みとして、いわていきいき

プラン2017、第４期障がい福祉計画、新しいいわて子どもプランなどについて御説

明いたします。 
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 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

員の皆様から忌憚のない御意見を頂戴するともに、一層の御理解、御協力を賜りま

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、桑島委員長から御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、委員の

皆様には大変御多忙の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の会議におきましては、児童福祉法の一部改正に伴う当審議会運営規程の一

部改正に係る報告を始めといたしまして、東日本大震災津波からの復興に向けた取

組み状況につきましての報告や、先日公表された岩手県の平成27年度当初予算のポ

イントについての御報告など、多くの報告事項がございます。 

 委員の皆様方におかれましては、それぞれのお立場で、どうぞ忌憚のない御意見

をいただきたいと存じておりますので、よろしくお願いを申し上げまして、御挨拶

といたします。 

 

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 議事録署名委員の指名 

 

〇桑島委員長 それでは、会議を始めさせていただきます。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、鎌田委員と喜多委員を指名申し上げますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 
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５ 報告事項 

 （１）岩手県社会福祉審議会運営規程の一部改正について 

 （２）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 

 （３）平成27年度当初予算のポイントについて 

 （４）いわていきいきプラン2017の策定について 

 （５）第４期障がい福祉計画の策定について 

 （６）新・いわて子どもプラン（仮称）の策定について 

 （７）生活困窮者自立支援制度について 

 （８）福祉・介護人材の確保及び育成に関する基本的な指針（素案）について 

 

〇桑島委員長 それでは、次の５の報告事項に入ります。 

 （１）から（８）の報告事項の説明の後、何度かに分けまして皆様から御質問、御

意見をいただくことといたします。 

 それでは、（１）の岩手県社会福祉審議会運営規程の一部改正につきまして、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。よろしくお願いい

たします。大変恐縮ですが、着座のまま説明させていただきます。 

 資料を御覧いただきたいと思います。社会福祉審議会運営規程を改正する趣旨に

ついてでございますが、１、改正の趣旨にありますとおり、児童福祉法の一部が改

正され、保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉審議会

の意見を聴かなければならないとされたことに伴いまして、岩手県社会福祉審議会

児童福祉専門部会におきまして審議することとするため、規定の一部を改正しよう

とするものでございます。 

 ２、改正の内容についてでありますが、岩手県社会福祉審議会児童福祉専門分科

会の設置目的として、児童福祉法第35条第６項に係る事項の審議を行うことを追加

するものでございます。 

 ３、施行期日につきましては、本審議会での報告後、速やかに運営規程の改正手

続を行いまして、その決裁日をもって施行日とするものでございます。 

 以上でございます。 
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〇桑島委員長 それでは、次に（２）の東日本大震災津波からの復興に向けた取組

状況につきまして御説明を願います。 

〇紺野副部長兼保健福祉企画室長 それでは、（２）の事項につきまして説明をさ

せていただきます。 

 資料２の東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況を御覧ください。保

健、医療、福祉分野の現在の対応状況と、今後の対応方向について御説明申し上げ

ます。 

 課題１、地域医療の確保につきましては、医療施設等の災害復旧支援や移転、新

築による診療再開を支援しておりまして、ページの下の部分、⑥医療提供施設の被

災・復旧状況の表にございますとおり、震災前施設数340施設に対しまして震災後

施設数は308施設となっており、震災前の施設数に対する割合は90.6％となってお

ります。 

 次に、２ページをお開き願います。課題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、（１）にございますとおり、高齢者等サポート拠点が27カ

所、グループホーム型仮設住宅が４カ所で運営されてございます。また、応急仮設

住宅入居者への見守り、生活支援を行う見守り支援員に対する研修といたしまし

て、基礎研修、中堅職員研修及び管理者研修の階層別研修に加えまして、認知症、ア

ルコール依存症など、より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。今後とも応急仮設住宅から災害公営住宅等への移行期に当たりまして、よりき

め細かい見守り支援員の資質の維持・向上を図るための研修を実施していきます。 

 次に、３ページをお開き願います。上段部分の④障害者福祉サービスにつきまし

て、障害福祉サービス事業者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、今年度の実績は平成27年１月末時点

でアドバイザー派遣43件、事業所研修は56回となってございます。 

 下のほうの部分の（３）の③社会福祉施設の被災・復旧状況の表にございますと

おり、沿岸部の社会福祉施設につきましては、震災前施設数362施設に対しまして

震災後施設数は385施設となっており、震災前の施設数に対する割合は106.4％とな

っております。 

 次に、４ページをお開き願います。上段部分の課題３、被災者の健康の維持・増
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進につきましては、中段の表にございますとおり市町村において健康相談、健康教

室、口腔ケア活動を継続して実施してございまして、平成26年12月末時点で4,949人

の相談に対応してございます。なお、県は①、②にありますとおり、被災地健康支

援事業の評価検討や栄養士、保健師等の派遣等により支援しているところでござい

ます。 

 下のほうの部分の課題４、被災者のこころのケアの推進を御覧ください。この部

分につきましては、①のとおり、きめ細やかなこころのケアを継続的、長期的に行

うため、岩手県こころのケアセンターを岩手医科大学に設置するとともに、地域こ

ころのケアセンタを久慈、宮古、釜石及び大船渡の４地域に設置し、被災者の支援

や支援者の支援、市町村の保健活動への支援を行っているところでございます。活

動実績といたしましては、平成26年12月末時点で8,176件の相談に対応してござい

ます。 

 次に、５ページをお開き願います。課題５、要保護児童等への支援につきまして

は、⑤のとおり、いわてこどもケアセンターが沿岸３地区を巡回し、専門的なここ

ろのケアを実施しておりまして、活動実績といたしましては、平成26年12月末時点

で開設数289回、延べ2,936人の児童が利用しているところでございます。 

 次に、６ページをお開き願います。課題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、（１）にございますとおり、生活支援相談員

につきまして、岩手県社会福祉協議会や20市町村の社会福祉協議会の中に平成27年

１月末時点で177人を配置し、生活相談等のほか、要援護者の安否、見守り活動を

実施しております。 

 なお、昨年末には県復興局と合同で沿岸市町村を対象に応急仮設住宅等入居者へ

の見守りや今後の取組みの方向についてヒアリングを実施し、県と市町村との連携

を図っているところでございます。 

 また、（２）にございますとおり、岩手県災害派遣福祉チームの活動につきまし

ては、市町村や関係団体を対象とした研修会等を実施し、活動内容等の周知に努め

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組状況についての御説明を終わ

らせていただきます。 
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〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、次に（３）の平成27年度当初予算のポイントにつきまして御説明をお

願いします。 

〇紺野副部長兼保健福祉企画室長 それでは、資料の３を御覧いただきたいと思い

ます。 

 保健福祉部、平成27年度当初予算のポイントを御覧ください。保健福祉部の平成

27年度の予算編成に当たりましては、県の復興計画における「暮らし」の再建の取

組み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「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。 

 当部の平成27年度当初予算額は1,381億2,000万円余で、前年度当初予算額と比較

いたしまして51億2,800万円余の増額、震災対応分の予算額は159億3,300万円余と

なってございます。以下、新規事業を中心に概要を御説明させていただきます。 

 まず、復興計画関係の震災対応分の予算について、ポイントの１つ目は、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等の免除に対

して支援をしてまいります。 

 ポイントの２つ目は、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、被災した医療提供施設及び保育所等の機能の回復を図ると

ともに、新たなまちづくりに連動した災害に強く質の高い保健・医療・福祉の提供

に努めてまいります。 

 次に、２ページをお開きいただきたいと思います。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

る子どもたちの養育を支援し、新たに１つ目の四角、生活習慣病予防等の推進にお

きましては、被災地の脳卒中を予防するため、生活習慣の調査、被災者の健康状態

の分析・評価等を実施してまいります。 

 次に、３ページ目をお開き願います。ポイントの４つ目でございますが、地域コ
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ミュニティの再生・活性化でございます。高齢者や障がい者等を住民相互で支え合

うなど、福祉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、４ページをお開き願います。いわて県民計画関係でございますが、ポイン

トの１つ目は、地域の保健医療体制の確立でございます。引き続き、地域医療の確

保を図るための取り組みや、生活習慣病予防、感染症対策を推進し、新たに２つ目

の四角、質の高い医療が受けられる体制の整備におきましては、周産期母子医療セ

ンターの運営や周産期医療施設整備の支援、障がい者の健康増進と福祉の向上を図

るため、歯科医療の推進に取り組んでまいります。 

 また、地域における病床機能の分化及び連携を推進するため、地域医療構想の策

定に取り組むほか、災害時の医療の確保のため、災害医療コーディネーターの養成

やＤＭＡＴの参集訓練を実施してまいります。 

 次に、５ページをお開き願います。１つ目の四角、生活習慣病予防等の推進にお

きましては、県民が一体となった健康づくりを進めるため、第２次健康いわて21プ

ランの周知、推進協議会の開催や県民健康データの周知還元等を実施してまいりま

す。 

 次に、６ページ目をお開き願います。ポイントの２つ目は、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でございます。引き続き、家庭や

子育ての大切さについての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、若者が家庭や子育てに夢を

持てる環境の整備におきましては、結婚支援センターの設置や男性不妊治療支援の

創設など、結婚、妊娠・出産や子育ての各ライフステージに応じた支援を実施して

まいります。 

 ３つ目の四角、子育て家庭への支援におきましては、子ども・子育て支援新制度

が本年４月から施行されることに伴いまして、市町村が行う施設型給付費の支給に

対して補助、負担するほか、地域子育て支援拠点事業や一時預かり等を支援してま

いります。 

 ４つ目の四角、子どもの健全育成の支援におきましては、児童虐待の総合的な対

応、子供、妊産婦に対する医療費助成の拡大や現物給付導入に向けて取り組んでま

いります。 
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 次に、７ページをお開き願います。ポイントの３つ目は、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する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、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は、地域包括ケアシステムの構

築に向けた市町村の支援、地域リハビリテーションの体制整備や介護人材の確保に

取り組んでまいります。 

 ４つ目の四角、安全・安心のセーフティネットづくりにおきましては、生活困窮

者の自立を支援するため、相談窓口の設置による包括的な支援を実施するととも

に、住居確保給付金の支給等を実施してまいります。 

 以上で保健福祉部、平成27年度当初予算のポイント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した。 

 それでは、ただいま説明のありました（１）から（３）の説明に対しまして、御

質問、御意見等がございましたら挙手をお願いしたいと思います。 

 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、特に無いようでございますので、次に進みたいと思いま

す。 

 次は、（４）のいわていきいきプラン2017の策定について長寿社会課から説明を

お願いいたします。 

 

〇齋藤参事兼長寿社会課総括課長 長寿社会課の齋藤でございます。いわていきい

きプラン2017の策定について報告をさせていただきます。それでは、座らせていた

だきます。 

 資料４により御報告をさせていただきます。本プランにつきましては、前回の当

審議会におきまして、介護保険制度の改正の主な内容とともに、本プランの趣旨、策

定スケジュール、策定の基本的な考え方や策定方針、策定の方向性などを御説明を
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させていただきました。その後、11月の第２回岩手県高齢者福祉・介護保険推進協

議会に素案を提出いたしまして御議論をいただき、12月に中間案としてまとめたと

ころでございます。本日は、その中間案の概要を御説明させていただきます。 

 なお、この中間案の概要は、本文とともに12月26日から１月30日までの間、県の

ホームページに公開をし、県民の方々からのパブリックコメントをお願いいたしま

した。また、１月13日から29日にわたって県内９圏域で説明会を開催いたしました。 

 では、資料４を御覧いただきます。岩手県高齢者福祉計画及び岩手県介護保険事

業支援計画であります、いわていきいきプラン2017は、目指す姿を「高齢者が、住

み慣れた地域で安心して生活し続けることができる地域包括ケアのまちづくり」と

しております。 

 まず、１ページ左側は、本県の高齢化の進展と高齢者等の現状でありますが、65歳

以上の第１号被保険者は年々増加し、平成25年度は約37万1,000人でありますが、計

画期間最終年の平成29年度は約39万5,000人に、団塊の世代が75歳以上となる平成

37年度、2025年には約40万2,000人と見込まれております。 

 また、要介護高齢者も平成25年度は約７万3,000人でありますが、平成29年度は

約８万2,000人に、平成37年度には約９万4,000人と見込まれております。 

 次に、介護給付費の推移を見ますと、介護保険スタート時の平成12年度から上昇

を続け、平成25年度は約1,086億5,600万円となっております。 

 次に、計画策定の趣旨についてであります。高齢者の総合的な保健福祉施策の基

本的な方針や施策の方向を明確にし、市町村が行う介護保険事業の円滑な実施を支

援するため、県高齢者福祉計画及び県介護保険事業支援計画を一体的に策定するも

のであり、計画期間は平成27年度から29年度までの３年間であります。 

 今回の計画は、ソーシャル・インクルージョン（共に支え合う）の観点に立ちま

して、本県の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を目標とし、制度改正を踏

まえ、計画期間内３年間だけではなく、平成37年までの中長期的な視野に立った施

策展開を図るものであります。 

 また、被災地につきましては、東日本大震災からの復興と新たなまちづくりに向

け、東日本大震災津波復興計画を踏まえ、施策展開をいたします。 

 ここで３ページをお開き願います。この資料は、国が示す介護保険事業計画策定

の考え方、ポイントでありますが、左上は第６期計画とその後の計画等の関係につ
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いてでございます。第６期、７期、８期、９期、９期がちょうど2025年にかかると

ころですので、このような長期的なスパンで今回の計画も検討、策定することとな

ってございます。 

 その下は、都道府県計画のポイントであります。４つの項目がございまして、医

療・介護連携等の市町村支援、2025年の人材推計、医療計画との整合性、高齢者居

住安定確保計画の調和がポイントとなってございます。 

 右上は、市町村計画についてのポイントであります。ここも2025年のサービス水

準等の推計、在宅サービス・施設サービスの方向性の提示、生活支援サービスの整

備、医療・介護連携・認知症施策の推進、そして住まいの５つのポイントとなって

ございます。 

 １ページにお戻りを願います。右上２の計画の性格・推進についてであります

が、本計画は本県の高齢者福祉と介護施策を進める上での行動指針でありますこと

から、いわて県民計画や保健医療計画、地域福祉支援計画などの各種計画と調和を

図り策定いたします。 

 また、毎年度達成状況を点検、分析・評価し、県高齢者福祉・介護保険推進協議

会に報告をし、効果的な施策を推進いたします。 

 次に、施策推進の基本方針についてでありますが、目指す姿であります「高齢者

が、住み慣れた地域で安心して生活し続けることができる地域包括ケアのまちづく

り」といたしました。 

 団塊の世代が75歳以上になる前に、市町村が医療、介護、予防、住まい、生活支

援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムを構築する必要があ

り、地域の創意工夫によるまちづくりの一環として位置づけることが重要でありま

す。そのためには、地域全体で地域課題を共有し、資源開発や政策形成につなげる

ことが必要であり、また高齢者の社会参加により、世代を超えて地域住民がともに

支え合う地域づくりが重要であります。県といたしましては、こうした考え方を踏

まえまして、市町村の地域包括ケアのまちづくりを本計画の施策を通じて支援して

いくこととしております。 

 下段は、策定経過と今後の日程であります。パブリックコメント、地域説明会や

本日の当審議会の意見なども踏まえまして最終案を作成し、３月に開催予定の高齢

者福祉・介護保険推進協議会において最終案を検討いただき、年度内に策定する予
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定でございます。 

 ２ページをお開き願います。重点施策として10の施策を掲げております。１の高

齢者の生きがいづくりと社会参加活動の推進は、生きがいづくりや健康づくりのほ

か、高齢者の豊かな経験、知識を生かし、社会貢献活動への参加を推進するもの

で、高齢者の社会参加による生活支援活動への支援などに取り組みます。 

 ２の高齢者の尊厳保持及び権利擁護の推進は、要介護状態や認知症となっても尊

厳を持って安心して生活できるよう、虐待防止や権利擁護などに取り組みます。 

 ３の地域包括ケアシステムの構築は、地域包括支援センターなどが中心とな

り、多職種連携により医療、介護等が一体的に確保される仕組みの構築を目指すも

ので、連携の仕組みづくりや市町村の地域ケア会議への支援などに取り組みます。 

 ４の在宅医療と介護の連携推進は、新たに盛り込むものでありまして、在宅医療

と介護を一体的に提供し、高齢者がその人らしい生活と最期を迎えることができる

医療提供体制の構築を推進するもので、在宅医療を担う人材の育成、確保などに取

り組みます。 

 ５の認知症施策の推進は、認知症の正しい知識の普及や本人、家族への支援、専

門医療体制の強化、介護基盤の充実や人材育成などを行うもので、市町村の初期集

中支援チームの設置支援などに取り組みます。 

 ６の介護予防及び地域リハビリテーションの推進は、要介護状態となることの予

防、要介護状態の軽減、悪化防止や、医療と介護が連携した地域リハビリテーショ

ン体制の構築等を推進するもので、住民が運営する体操の集いやリハビリ専門職を

生かした介護予防事業への支援などに取り組みます。 

 ７の生活支援体制及び多様な住まいの充実・強化は、高齢者の多様な福祉ニーズ

に対応するための地域づくりを推進するもので、生活支援サービスの充実やサービ

ス付き高齢者向け住宅の普及などに取り組みます。 

 ８の介護を要する高齢者等への支援は、質の高い居宅サービス等の提供体制の充

実支援、介護老人福祉施設の計画的な整備促進等を行おうとするもので、必要なサ

ービス基盤の整備等に取り組みます。 

 ９の介護人材の確保及び介護サービスの向上は、サービス事業者の育成や介護人

材の量的確保と資質向上等を促進するもので、介護の仕事のイメージアップや処遇

の改善による介護人材の確保や従事者研修などに取り組みます。 
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 最後の10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、被災地の高齢者の孤立化防止のための見守りや生きがいづくりなどによる

地域コミュニティの再生・活性化を図るもので、仮設サポート拠点運営や介護予防

教室などの自主活動への支援などに取り組みます。 

 以上で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、次に（５）の第４期障がい福祉計画の策定について障がい保健福祉課

から説明をお願いします。 

〇鈴木参事兼障がい保健福祉課総括課長 障がい保健福祉課総括課長の鈴木と申

します。失礼して、座って説明をさせていただきます。 

 資料ナンバー５をお開きいただきたいと思います。現行の第３期計画の期間が今

年度で終了いたしますことから、第４期の計画の策定に向けて検討中でありますの

で、その概要等について報告をさせていただきます。 

 まず、資料ナンバー５―２でございます。とじ込みの中に資料ナンバー５―２と

いうものがございます。これは現行の第３期計画の抜粋版でございます。時間の関

係上、詳細の説明は省略させていただきまして、３ページをお開きいただきたいと

思います。３ページ以降にありますように、施設入所者の地域生活への移行、入院

中の精神障がい者の地域生活への移行、福祉施設から一般就労への移行等などにつ

きまして、国の指針と本県の実情等に応じまして目標値を定め、恐れ入ります、５

ページをお開きいただきたいと思います。５ページ以降にありますとおり、これに

必要な障害福祉サービスの種類と必要量を具体的に見込んだ上で、県、市町村、事

業者などが連携し合いながら、そのサービスを確保するため努力していく計画とい

うのが、非常にざっくり申し上げますとこの計画の趣旨ということになります。 

 資料ナンバー５のほうにお戻りいただきたいと思います。１の計画の根拠等でご

ざいますが、障がい福祉計画は障害者総合支援法に基づき、県と市町村が国の基本

指針に即して、先ほど申し上げましたような内容を定めるものであり、第４期計画

は平成27年度から29年度の３カ年が計画期間となります。 

 県計画は、市町村計画を基礎とするものであり、市町村が各種ニーズ調査等を行

って見込んだ目標値、サービス見込み量をもとに策定していきます。 
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 なお、岩手県障がい者プランは、この計画と障害者基本法に基づく障がい者計画

から構成されておりまして、障がい者計画部分においては本県の障がい者施策の基

本的方向等について定めておりますが、この計画では、先ほど御覧いただきました

第３期計画のとおり、具体的なサービス提供体制の整備・確保等について定めるも

のとなっております。 

 ２の計画に定める主な事項といたしましては、主なものとしては（１）の目標値

と（２）のサービス見込み量の設定となります。目標値としては、第３期計画と同

じく、①、施設入所者の地域生活への移行、②、入院中の精神障がい者の地域生活

への移行、③、福祉施設から一般就労への移行等の３つに加え、第４期計画から新

たに④として地域生活支援拠点等の整備が加わっております。 

 この地域生活支援拠点につきましては、国からまだ詳細な情報が入っておりませ

んが、地域生活への移行や親元から自立に係る相談、グループホームへの体験入居

などの機会の提供、ショートステイなど緊急時の受け入れ体制の確保、人材の養成

等による専門性の確保などの諸機能を地域で集約し、グループホームや障害者支援

施設に付加した拠点とされております。 

 例としまして、施設入所者の地域生活への移行につきましては、平成29年度末の

施設入所者数を平成25年度末から４％以上削減すること、それと平成25年度末時点

の施設入所者数の12％以上が平成29年度までに地域生活へ移行すること、この２つ

の目標を定めることとしております。 

 目標値の詳細につきましては、説明を省略させていただきますが、３ページのＡ

３判の資料を御覧いただきたいと思います。３ページのＡ３判の資料の右上、隅付

きの括弧で主な目標値というものがありますが、ここに記載しておりますので、後

で御覧いただきたいと思います。 

 恐れ入ります、資料５の２ページにまたお戻りいただきます。各種サービスの見

込み量につきましては、各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要

な量の見込みを具体的に定めていきますが、先ほど述べましたように基本的には市

町村計画における数値を基礎として算定いたします。 

 次に、１ページの３、基本的理念等でございますが、目標値などを定めるに当た

り考慮すべき事項であり、基本は国の基本指針に基づきまして、各県の地域事情に

対応しながら記述することになります。 
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 まず、（１）の基本的理念といたしましては、障がい者等の自己決定の尊重と意

思決定の支援から被災地域におけるサービス提供体制の復興と障がい者等への支

援までありますが、被災地域における支援は本県独自の項目でございまして、第３

期計画では早期復旧を主眼とした内容としましたが、今回の第４期計画では本格復

興という観点で記述したいと考えております。 

 また、（２）の基本的考えといたしましては、２ページでございますが、①から

④までの４点となります。特に、来年度から障害福祉サービスを利用するに当たり

まして、サービス利用計画案の策定が必須となりますことから、②の相談支援体制

の確保について、その体制整備に向け市町村と調整を行っているところでございま

す。 

 次に、先ほど御覧いただきましたけれども、次ページのＡ３判の資料でございま

すが、第４期計画についての概要をまとめたものとなっております。 

 その次の４ページをお開きください。これは11月末時点の暫定値でございまし

て、これも多少動くことがありますが、参考までに主なサービスに係る目標値を掲

げております。今後変動する可能性の高い数値でありますが、何卒、御了承いただ

きたいと思います。 

 これらの数字の意味につきましては、これまでのサービス利用の実績値などをベ

ースとして、各種ニーズ調査などにより地域の実情を酌み取りながら市町村で積算

した数字の合計値となります。 

 特色といたしましては、表の中ほどにございます計画相談支援、これにつきまし

ては先ほど申し上げましたように利用が４月から必須項目となりますので、平成

26年の見込み量3,000程度に比べまして大きく伸びているところでございます。 

 その他、この表の下から７以降に、児童発達支援以降、放課後等デイサービス等

がありますが、第４期計画から障がい児サービスの見込み量などもあわせて記載す

ることとなっております。 

 以上、簡単でございますが、第４期障がい福祉計画に係る策定状況の報告とさせ

ていただきます。 

 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 次に、（６）の新・いわて子どもプラン（仮称）の策定につきまして、子ども子
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育て支援課から説明を願います。 

〇南子ども子育て支援課総括課長 子ども子育て支援課の南と申します。それで

は、新・いわて子どもプランの策定について御説明申し上げます。恐れ入ります

が、座って御説明申し上げます。 

 それでは、お手元に配付いたしております資料ナンバー６を御覧願います。ま

ず、現行のいわて子どもプランは、平成22年度から平成26年度、今年度までの計画

期間となっており、新たなプランにつきましては保育所、幼稚園、子供の保護者の

代表などから構成されます岩手県子ども・子育て会議におきまして、今年度４回の

審議を経て、また併せてパブリックコメント、そして地域説明会などを開催いたし

まして、県民の意向を踏まえながら見直しを行ってきたところでございます。先

般、子ども・子育て会議において最終案について御了承いただきましたので、その

概要について御説明を申し上げるものであります。 

 まず、計画の性格でございますが、現行のプランと同様に、子育てにやさしい環

境づくりや、子どもの健全育成等を総合的・計画的に推進するための基本的な考え

方などを明らかにしたものであり、次世代育成支援対策推進法に基づく岩手県行動

計画として位置づけているものであります。 

 丸の３つ目でありますが、今回の見直しにおきましては、本年４月から施行され

ます子ども・子育て支援法に基づきまして、県が策定することとされている子ど

も・子育て支援事業支援計画の内容の一部を新たに盛り込んだものであります。 

 その左下の計画の期間でありますが、今般、次世代育成支援対策推進法が時限立

法として来年度から更に10年間延長されたところであり、これに呼応し、本プラン

は第２期の前期行動計画として位置づけ、５年間の計画期間とするものであります。 

 その右ですが、３つの重視する視点、基本方針及び計画の策定方針は、現行のプ

ランの内容を踏襲したものであります。 

 一番右下の、岩手の子どもたちに期待することといたしましては、平成23年３月

の東日本大震災津波による困難からも力強く立ち上がり、岩手の将来を担う若者と

して多様な活動に取り組んでいけるよう、子供たちへのメッセージを盛り込んだも

のでございます。 

 資料の２枚目を御覧願います。３つの施策の基本方向、そして、それにつながる

施策の具体的推進の構成は、現行プランを踏襲したものであります。 
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 まず、左側の施策の基本方向でありますが、若者が家庭や子育てに希望を持てる

環境を整備する、子育て家庭を支援する、子どもの健全育成を支援する、この３つ

の柱から成り立っており、そのうちの真ん中でありますが、子育て家庭を支援する

の中では、増大する保育ニーズに対し、本年４月に施行される子ども・子育て支援

新制度による多様な保育サービスを提供することを盛り込むほか、その下、子ども

の健全育成を支援するの中では、被災孤児・遺児への支援及び心のケアを要する子

どもへの支援について新たに追加をしたものであります。 

 次に、資料の右側の施策の具体的推進でありますが、上の、若者が家庭や子育て

に希望を持てる環境を整備するについて、まず（１）若者の豊かな心づくりであり

ます。これにつきましては、明日から開会する２月定例県議会に提案いたします「い

わての子どもを健やかに育む条例」、この条例の基本理念の一つであります子ども

の権利の尊重を踏まえ、子どもの権利に関する意識啓発を新たに追加したものであ

ります。 

 次に、（２）若者の就労や結婚の支援についてでありますが、現行のプランにお

きましては、この項目は若者の就労や交流活動の促進という項目となっております

が、近年の少子化の進行等を踏まえ、結婚から妊娠・出産、育児までの切れ目ない

支援を推進することといたしまして、その項目名と内容を見直したものであります。 

 （３）男女がともに子育てをする意識の醸成についてでありますが、男性の育児

参加を促進するため、新たにイクメンハンドブックを作成するほか、「いわて家庭

の日」県民運動による意識啓発を追加したものであります。 

 次に、子育て家庭を支援するの項目でありますが、（１）みんなで子育てを支援

する地域づくりでありますが、子ども・子育て会議での議論等を通じまして、子ど

も・子育て支援新制度により多様な保育ニーズに対応することなどを追加したもの

であります。（２）子育て相談や情報提供の充実、インターネットやマンガ等を活

用した子育て応援情報の提供を行うものであります。（３）親と子の健康づくりの

充実でありますが、本年１月に制度改正が行われました小児慢性特定疾病制度につ

いて、対象児童に対する新たな自立支援事業などを追加したものであります。（４）

保育サービスの充実についてでありますが、本年４月に施行されます子ども・子育

て支援新制度による保育サービスの充実などを追加したものであります。（５）子

育てにやさしい職場環境づくりについてでありますが、仕事と生活の調和の普及啓
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発、あるいは新制度による地域型保育事業の実施などを追加したものでありま

す。（６）経済的負担の軽減についてでありますが、児童手当の支給のほか、新た

に被災孤児・遺児に対する就学支援や学費助成を追加したものであります。（７）

ひとり親家庭等への支援の充実についてでありますが、母子父子自立支援員等によ

る相談機能の充実について示したものであります。（８）は、新たな項目といたし

まして、被災した保育施設の復旧と保育サービスの確保を設けたものであります

が、被災した保育所等の復旧、保育料の減免支援等を追加するものであります。 

 最後の項目、子どもの健全育成を支援するでありますが、（１）地域における健

全育成活動の推進については、いわて子どもの森などを活用した遊び環境の充実な

どについて記載したものであります。（２）岩手の食育の推進につきましては、食

育教室、あるいは農林水産業への理解醸成などについて示したものであります。次

に、（３）児童虐待防止対策の充実と（４）社会的養護体制の充実、この項目につ

いてでありますが、現行プランにおきましては（３）と（４）が一本化されて、保

護を要する児童等の福祉の増進という項目名称でありますが、児童虐待が大きな社

会問題となっていますことから、新たに児童虐待防止対策の充実と社会的養護体制

の充実に分離独立させようとするものであります。 

 なお、このうち社会的養護体制の充実は、今般、厚生労働省から児童養護施設や

乳児院に入所している児童について、今後は可能な限り家庭的な環境の中で養育す

るよう方針が示されたところであり、社会的養護推進計画を策定し、施設の小規模

化や里親への措置委託を計画的に推進しようとするものであります。 

 （５）生きる力を育む学校教育の推進についてでありますが、学校外における体

験学習、特別支援教育の充実などについて示したものであります。（６）魅力ある

社会教育の推進、子育てやしつけに悩む親の相談体制の充実などについて示したも

のであります。（７）は、新たに設けた項目であり、被災児童に対する支援の推進

と、いわて子どもケアセンターによる心のケアなどを新たに追加したものでありま

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、ただいま説明がございました（４）から（６）の説明に対しまして、御
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質問、御意見等ございましたら挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。 

〇佐藤委員 質問です。資料４の丸の３番目、２行目に地域住民などが地域の課題

を共有し、資源開発や政策形成につなげるとあります。資源開発というのは、どう

いうことを指しているのか、御説明をいただきたい。 

〇齋藤参事兼長寿社会課総括課長 ここで言います資源の一番代表的なものとい

いますのは、この分野でいけば福祉または介護に関するさまざまなサービス提供の

機関でありますとか、サービス提供を行う方法でありますとか、そういうふうなこ

とを総称して資源というふうに言っております。ただ、地域包括ケアの場合のまち

づくりには、そういう福祉的なものだけではなくて、それに近い分野のさまざまな

支援というものがあるだろうというふうに思いますので、これを実現するために住

民の方々が利用できるものということで資源という言葉を使わせていただいてい

ます。 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。その他、ございませんでしょうか。 

〇佐藤委員 資料６のＡ３判２ページ目、新・いわて子どもプランの内容の右側、施

策の具体的推進の中の（２）、アンダーラインが引いてあるところです。新規学卒

者云々とあって、結婚から育児まで切れ目ない支援の実施とあるのですが、これに

関しては、たしか岩手日報を拝見したときに県の考え方というのが載っていたと思

うのですが、このことについて御説明をいただけますか。 

〇南子ども子育て支援課総括課長 すみません、今の質問の御趣旨をもう一度お願

いいたします。 

〇佐藤委員 結婚から育児まで切れ目のない支援の実施ということで、報道による

と結婚とか住まいとかに関して、何か県のほうから発表がございましたよね。１週

間ほど前だったと思うのですが。 

〇南子ども子育て支援課総括課長 結婚支援センターではなくて。 

〇佐藤委員 いや、そうではなくて、若者支援とか、そういった形での先日、何か

新聞に出ていたような気がしたのですが、御発表なさっていたのです。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 企画室の伊藤でございます。恐らくそのお話につ

きましては、若者ですとか女性の支援ということで、当部ではございませんで、環

境生活部のほうで公表したものであると考えてございまして、詳細まで残念ながら

こちらで把握しておりません。 
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〇佐藤委員 結婚から育児まで切れ目のない支援の実施とここに書いてあるので

すけれども、どういった形で推進しようとしているのかということをお伺いします。 

〇南子ども子育て支援課総括課長 大変申しわけございません。私ども今、昨年６

月に知事を本部長とする人口問題対策本部を立ち上げたところでありまして、これ

は全庁的な組織として人口減少対策を検討しておりますが、その中でも社会減対策

と自然減対策と２つに分かれるわけでありまして、私どもはその中でも自然減対策

のほうを担っているわけであります。そろそろ最終報告がなされる予定であります

が、昨年９月に中間報告が示された中に、自然減対策につきましては結婚から妊

娠、出産、子育てに至る各ライフステージに応じたきめ細やかな支援を推進してい

くことが重要であるという取組の方針が示されたところであります。これは、これ

まで県としてさまざまな施策を展開してきたわけでありますが、そういう自然減対

策に対して結婚、妊娠、出産、子育てそれぞれのライフステージごとにきめ細やか

な切れ目ない支援を推進していくということで、結婚に関してはこれまでなかなか

行政が結婚支援ということでは踏み込んでこれなかった分野でありますが、来年度

の当初予算の中では結婚支援センターを設置していきます。そして、妊娠、出産の

関係におきましては、これまで体外受精、顕微授精といった特定不妊治療について

の助成を行っていたのですが、新たに男性不妊治療に対しても助成を行います。そ

して、子育てにおきましては、本年４月から新たに子ども・子育て支援新制度が施

行されるわけでありまして、その中で保育所、幼稚園、認定こども園といった施設

型給付、さらには地域における小規模保育事業等による地域型保育のほか、放課後

児童クラブなどのさまざまな事業を組み合わせて、地域全体で子育てを支援してい

くこととしています。あるいは、本年４月から新たに子どもの医療費助成も拡充し

ていくといった子育て支援策、そういったものをライフステージに応じた切れ目な

い支援を中長期的にしていきましょうというようなことを自然減対策の支援策と

して方向性を示したものであります。 

〇桑島委員長 よろしゅうございますか。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、無いようでありますので、次に進ませていただきます。 

 次に、（７）生活困窮者自立支援制度について、地域福祉課から説明をお願いし
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ます。 

〇千田地域福祉課総括課長 地域福祉課の千田でございます。では、４月から開始

されます新たな生活困窮者自立支援制度について御説明申し上げます。 

 資料ナンバー７を御覧いただきたいと思います。失礼ですが、座って説明させて

いただきます。 

資料の１は、この制度の理念についてでございますけれども、生活困窮者自立支

援制度は、第１のセーフティネットと言われる社会保険制度、あるいは労働保険制

度などと第３のセーフティネットと言われます生活保護制度の間において、生活保

護に至る前の段階から早期に支援を行う第２のセーフティネットの充実強化を図

るために生活困窮者に対して自立に向けた支援を確実かつ適切に実施することを

目指して創設された制度でございます。 

 このことにつきましては、恐れ入りますが、資料の３ページをお開き願いたいの

ですが、３ページの上段のほうに制度の全体像が示されております。第１のネッ

ト、第２のネット、第３のネットがあり、このうちの第２のネットを充実させよう

ということでございます。 

 恐れ入ります、１ページに戻っていただきまして、２の生活困窮者自立支援法の

概要でございますけれども、まず（１）目的につきましては、新しい法律第１条で

生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生

活困窮者に対する自立支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の

促進を図ること、これが目的とされてございます。 

 次に、（２）支援対象者でございますが、これは生活困窮者ということになりま

すけれども、法律の第２条第１項で、生活困窮者とは、現に経済的に困窮し、最低

限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者というふうにされてご

ざいます。 

 （３）実施主体につきましては、町村部については県が、市部については市が行

うこととされてございます。（４）施行期日については、平成27年４月１日でござ

います。（５）法に基づく事業についてでございますけれども、表を御覧いただき

たいと思います。事業として、①の自立支援相談事業から下の⑥学習支援事業まで

６つの事業が示されてございます。 

 ①自立相談支援事業と②住居確保給付金の支給につきましては、実施が必須でご



- 22 - 

ざいます。そして、国庫負担が４分の３ということでございます。 

 それから、③就労準備支援事業から⑥学習支援事業までは、実施については任意

であって、国庫補助が３分の２又は２分の１ということになってございます。な

お、②住居確保給付金の支給を除いて、外部への委託が可能となってございます。 

 事業の内容といたしましては、①自立相談支援事業は、就労その他の自立に関す

る相談支援、あるいは自立に向けた支援計画の作成等を実施する事業であります

し、②住居確保給付金については、離職により住宅を失った生活困窮者等に対して

家賃相当の給付金を支給するものであります。 

 ③就労準備支援事業は、一般就労に従事する準備として、就労体験等を通じた訓

練などを実施するものであり、④一時生活支援事業は住居のない生活困窮者に対し

て一時的に宿泊場所や衣食の提供等を行う事業、それから、⑤家計相談支援事業は

家計に関する相談支援などを実施する事業、⑥学習支援事業は生活困窮家庭の子供

に対する学習支援を行う事業となっております。 

 具体的には、資料の３ページを御覧いただければと思います。３ページの下の

図、これの方がわかりやすいかと思います。この図の左側に包括的な相談支援とし

て示されてございますが、この形で実施される自立相談支援事業によって生活困窮

者からの相談をまずは受けまして、一人一人の状況に応じて自立に向けた支援計画

を作成いたします。そして、右のほうに矢印がついておりますが、この右側にある

ようなそれぞれの事業によって、その一人一人の状況に合った支援を行うというこ

とでございます。 

 例えば、上の方にございます再就職のために居住の確保が必要な方に対しまして

は、住居確保給付金の支給といった支援を行い、その下の方にございます就労に一

定の期間を要する方に対しましては就労準備支援事業によって就労に向けた日

常、社会的自立のための訓練を行っていくなど、それぞれの人に合った支援をして

いくということでございます。 

 恐れ入ります、資料の２ページまでお戻り願います。「これまでの県の対応」で

ございますが、（１）のように、まず庁内の関係部局等と連携するように調整会議

を組織してございます。 

 それから、（２）実施主体となります市への支援等でございますけれども、自治

体研修会、あるいは従事者の研修会、あるいは担当者会議を開催して、情報提供等
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をしてきたところでございます。 

 それから、４、今後の県の対応でございますが、まず（１）の実施事業及び運営

主体等の予定でございます。表にございますように、必須事業について自立相談支

援事業、それから住居確保給付金の支給、これを委託と直営で実施してまいります。 

 自立相談支援事業について米印がついてございますが、表の下にありますよう

に、支援体制を確保するためには近隣の中核となる市との連携を含めて広域的な事

業実施を図るものでございます。 

 それから、任意事業につきましては、就労準備支援事業、学習支援事業につきま

して委託して実施していく予定でございます。 

 （２）の今後のスケジュールでございますが、まず委託実施ということで、アの

事業者の決定ですけれども、２月定例議会において予算成立後に委託事業者を決定

する予定としてございます。 

 その下に公募の場合の日程がございますけれども、４月１日施行に向けて十分な

公告期間を確保するためには、このような予定にしていく必要があるということで

ございまして、公告には予算が成立しなかった場合の停止条件も付してこのように

進めていくことになります。それから、イでございますが、制度の周知につきまし

ては県民あるいは事業者等に対してリーフレットの配付等をして周知を図ってい

くところでございます。 

 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。 

 それでは、次に（８）福祉・介護人材の確保及び育成に関する基本的な指針（素

案）についてでございますが、保健福祉企画室から説明をお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 保健福祉企画室の伊藤でございます。それで

は、資料８―１を中心に御説明申し上げます。座ったままで失礼させていただきま

す。 

 Ａ３判の横長のものですが、まずこの指針の策定に当たりまして岩手県自体が行

いましたアンケート調査結果や研究などを参考とさせていただきまして、県内の課

題と対応の方向について整理したものとなってございます。 

 まず、この指針の趣旨等についてでございますが、資料の一番上のところに横長
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に書いてございますが、本県の今後の福祉・介護人材の育成に関する基本的な考え

方を示しまして、関係機関、関係団体、事業者等におかれましては、この指針をも

とに自主的かつ積極的に取り組んでいただきたいということで策定するものでご

ざいます。 

 次に、資料左側を御覧いただきたいと思いますが、左端のところに社会福祉を取

り巻く環境の変化につきまして、人口減少や高齢化の進展、各福祉分野の環境の変

化等について簡単に記載してございます。 

 また、この一番下のところでございますが、箱囲みのところですけれども、介護

福祉士、保育士の状況と、それから福祉・介護従事者の推計につきまして、現状に

ついての数字を整理してございます。これにつきましては、現在入手できます統計

調査等をもとにいたしました粗い推計も含まれておりますので、御留意いただきた

いと思いますが、一番上のところの①、②のところに潜在有資格者について書いて

ございますが、相当数の方が潜在有資格者としておられるということになります。 

 また、２つ目の丸の福祉・介護従事者の推計のところでございますが、①介護従

事者につきましては平成29年度の姿を示してございますが、3,724人、このぐらい

の規模の不足が見込まれるということで、不足の状況が続くのではないかと推計さ

れます。 

 次の保育従事者の関係でございますが、需要数が5,813人で供給が6,077人という

ことで、全体といたしますと供給数は確保されているとなってございますが、保育

士につきまして、米印のところ、再掲いたしますと、需要数4,733人に対しまして

供給数が4,620人ということで、保育士につきましては平成29年度では113人ほど不

足が見込まれます。 

 次に、その右隣になりますが、２福祉・介護人材の確保等の現状と課題について

でございますが、これにつきましては福祉・介護人材の確保、育成、それから、社

会福祉行政職員の３つに分けて整理してございます。課題を中心にポイントを説明

させていただきますが、まず福祉・介護人材の確保についてでございますが、身体

的な負担が大きいですとか、あるいは給与が低いといった福祉・介護のマイナスイ

メージがあり、そのイメージアップを進めるために雇用形態、給与水準、職場環境

などの改善が課題となってございます。 

 次に、福祉・介護人材の育成についてでございますが、ここでは専門性を高める
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ための研修の実施、事業所での研修の推進のほか、キャリア形成の支援、経営者層

の組織マネジメントへの取り組みの支援などが課題となってございます。 

 次に、社会福祉行政職員についてでございますが、専門的な業務の増加に対応し

た職員に対する研修の充実、あるいは指導等を行う職員の養成研修といった部分も

課題となってございます。ただいま、課題を中心に御覧いただきましたが、この課

題への対応、取り組み方法につきまして右側にまとめてございます。 

 まず、基本的な考え方を上のところで二重丸を付けてございますが、事業者自ら

が処遇・待遇の改善や魅力ある職場環境づくりなどを推進し、その取り組みを研修

の機会の確保や先進事例の紹介などについて関係機関、事業者団体、労働団体等が

広く連携して支援していくというものでございます。 

 次に、また二重丸が付いてございますが、福祉・介護人材の確保、育成に向けた、県

や事業者、関係機関・団体などの取り組みの方向と、一番右側のところでは、平成

27年度の県の主な施策について整理してございます。 

 まず、主な取り組みについて御覧いただきたいと思いますが、１の介護人材の確

保に向けた主な取り組みでございます。１つ目の柱といたしまして、子供のころか

ら理解醸成への取り組みや、特に若者を対象にしたインターネット等を活用したフ

ェイスブックス等のＳＮＳですか、ソーシャル・ネットワーキング・サービスとい

ったような多様な媒体による広報活動への取り組みを進めてまいります。 

 また、２つ目の柱といたしまして、イメージアップのために必要な魅力ある職場

づくりへの取り組み、待遇改善等への取り組みをいたします職員確保定着のための

環境整備を推進すること。 

 また、３つ目の柱といたしまして、多様な採用チャンネルとの連携、未経験者や

潜在有資格者等の積極的獲得を柱といたします人材採用への取り組み、これを推進

してまいります。 

 次に、２福祉・介護人材の育成に向けた主な取り組みについてでございますが、１

つ目の柱といたしまして、修学資金貸付によります修学支援、研修の充実によりま

して専門性を有する人材の育成を推進すること。また、２つ目の柱といたしまし

て、事業所における研修実施への支援、キャリアアップへの取組みによる研修体制

の充実とキャリアップへの取り組みに取り組んでまいります。 

 次に、３社会福祉行政職員の育成に向けた取組みでは、主に研修を中心とした支
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援を行うこと、また、個々の自治体におきまして必要な人材の確保に努めていくこ

ととしてございます。 

 なお、一番右側にございますそれぞれの取組みにつきましては、時間の関係もご

ざいますので、後ほどお目通しいただければと思います。 

 次に、２ページ目をお開きいただきます。２ページ目、人材確保・育成に係る取

組の概念図を御覧いただきたいと思います。この図につきましては、本指針による

取組みを進めるに当たりまして、基本的な考え方や連携等の姿をまとめたものでご

ざいます。 

 この取組みのポイントにつきましては、右上の箱囲みに目指すところと記載した

部分がございますが、まずは、事業所の取組みにより、人材確保・定着の成功例づ

くりを進め、福祉・介護のイメージアップを図り、人材不足からの転換を図ってい

こうというものでございます。その下になりますけれども、事業者におきましては

この指針等を参考にいたしまして、福祉介護の職場のイメージアップや職員の確保

定着のための環境整備、人材採用への取組み、研修体制の充実等、キャリアアップ

の形成などに取り組んでいただき、そうした内容を学生や求職者等に発信し、就職

の実現を図ろうという、そうした中で好循環を図っていくことを目指していきたい

と考えてございます。 

 これらの取組み、事業者の取組みを進めるに当たりまして、左側半分に記載して

ございますが、点線でつないでおります県や事業者団体、県立大学、社会福祉協議

会、それから福祉事業団、その他たくさんの関係者が連携して事業者の取組み支

援、求職者に対するマッチング支援まで取り組んでいくこととしてございます。 

 この連携の枠組みの中でそれぞれの関係機関や団体が果たす役割のうち、代表的

なものを太線で囲んでございます。例えば、県は事業者団体への取組みの勧奨な

ど、また県立大学を初め、いわて福祉コンソーシアム構成員は研修機会の提供、県

福祉人材センターはマッチング支援など、そしてハローワーク、教育機関では職業

紹介、専門職養成、県内就労促進というところを取り組んでまいります。 

 そうした取組みを進めてまいりますが、次に、主に学生や求職者への支援といた

しまして、県社会福祉協議会で設置している県福祉人材センター、保育士・保育所

支援センターによるマッチング支援等の支援などを行ってまいりますし、またハロ

ーワークなどによる職業紹介、教育・訓練機関による介護福祉士等専門職養成、県
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内就労の促進に取り組んでまいります。こうした関係者の連携した取組みを進めま

して、福祉・介護人材の確保に取り組んでまいります。 

 また、介護人材確保に係る当面の枠組みといたしまして、右下の括弧でございま

すが、介護労働安定センターが岩手労働局や県、労働団体、介護関係団体等を構成

メンバーとして開催する「介護労働懇談会」などにおきまして情報を共有し、それ

ぞれの役割を明確にしながら、必要な取り組みを検討していくこととしてございま

す。こうした取組みを通じて福祉・介護人材の確保、育成に取り組んでいくことと

するものでございます。 

 以上で福祉・介護人材の確保、育成に関する基本的な指針（素案）の御説明を終

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した。 

 それでは、ただいま説明のありました（７）と（８）につきまして、御質問、御

意見などありましたら御発言をお願いいたします。特にございませんでしょうか。 

 （「なし」の声） 

 

６ そ の 他 

 

〇桑島委員長 それでは、特に無いようでございますので、次の６、その他に入り

ますが、１から８までの説明の中で質問等何か御意見がございましたら、遡って御

意見等いただいても結構でございますが、何かございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

〇佐藤委員 さっきの続きで恐縮なのですけれども、人口問題のことについてです

が、一、二週間ばかり前のクローズアップ現代、ＮＨＫの夜７時半ぐらいの番組、そ

のとき見たのですけれども、島根県の離島の中でのことですが、ここ10年で大体三

百数十人、島のほうに移動してきています。それは若い人、夫婦に限らず、そして

お子さんたちも順調に生まれていると。お話を聞いてみると、パソコンができる漁

師さんがたくさんいて、月15万ずつ就労できるまでに助成しているとか、あるい

は、別の県ですと20歳代の御夫婦がアパートに住むときに月２万円と決めて、もう

それ以上は取らないと。30歳代、40歳未満は月３万円ということで住んでもらって

いるというような、他県では具体的な例を示して若者の就労なり、あるいは、地域
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に移り住んでもらうという努力をかなりしているところもあるようですが、本県の

場合には具体的にそういった施策というのを実行に移されているところはあるの

かどうか。また、今後そういうことをするというような予定があるのか伺いたい。 

〇紺野副部長 他県の例ですと、全国的に定住を進めている自治体というのは市町

村レベルの施策が大変多い、県レベルというよりは市町村でどう受け入れるかとい

う施策が主なものと理解しております。 

 本県の場合、例えば、葛巻町では新たに若者を対象とした定住者向けの住宅、ア

パートを建設していると聞いておりますし、また、一戸町では町外から入居した方

については町営住宅の家賃減額制度を設けているというところもございまして、定

住者向けの施策を展開しています。特に本県の市町村の課題は就労に関する部分で

あろうと思っております。インターネット環境、基盤環境は光ファイバー等で非常

に整っているのですが、それに対応した就労形態、または産業の発達、そういった

ものに取り組んでいく必要があろうかと思われます。例えば、徳島県神山町では、若

い人、クリエーティブな方々が、大阪に近いこともあってか、移住してきて、そう

いう方を中心に新たな産業をつくり上げているといった事例もあるということで

すので、そういったところを参考にして定住に向けて取り組んでいくことかなと思

っております。直接的な担当ではございませんので、私どものほうで伺っているの

はその辺です。 

〇桑島委員長 ありがとうございます。 

 それでは、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 特にありません。 

 

７ 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は終了いたします。御協力

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、長時間にわたり御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） 


