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平成 27年度第１回岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会会議録 

 

１ 開催日時 

  平成 27年９月 28日（月）午後２時 00分～午後４時 03分 

 

２ 開催場所 

  岩手県水産会館 ５階大会議室 

   

３ 出席者 

 【委員】（50音順） 

   穐元 洋子 委員   池田 壽和 委員    

   大上 和吉 委員   木村 宗孝 委員    

佐々木 カツ 委員  鈴木 佐知子 委員 

関 りゅう子 委員  高橋 安子 委員    

   遠山 宜哉 委員   長澤 茂 委員 

   藤原 誠一 委員   前川 洋 委員 

丸木 久忠 委員   八幡 博文 委員（代理：佐藤 茂生 氏） 

【県側出席者】 

  佐々木保健福祉部長 中居参事兼長寿社会課総括課長 米澤高齢福祉担当課長 

  佐々木介護福祉担当課長 大釜特命課長（地域包括ケア推進） 

 ほか長寿社会課職員 

  

４ 開 会 

  （会議成立報告：開始時点、委員 19名中 14名の出席） 

 

５ 挨 拶  

  佐々木保健福祉部長 

 

６ 議事要旨 

報告事項 

  「いわていきいきプラン 2014」の実績と課題について 

平成 27年度主要施策について 

資料№１ 資料№２ 説明者 米澤高齢福祉担当課長 

佐々木介護福祉担当課長 

              大釜特命課長 

事務局から上記について説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

 

（遠山会長） 

   「いきいきプラン 2014」の実績と残された課題、そしてそれを受けて先般作成
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された「いきいきプラン 2017」の事業に、それがどういうふうに反映されている

かということについて説明いただいた。 

   資料２の備考には、プラン 2014の関連がある番号が記載されているが、空欄の

ものは新しいものということで良いか。あるいは、対応がないということか。 

 

（米澤担当課長） 

   制度全般的なもの事務費的なものについては対応がないものもある。 

 

（遠山会長） 

   その点をご留意いただいて、今の説明に委員の皆様からご質問やご意見があった

らお願いする。 

 

（木村委員） 

   平成 24年度の頃にも介護をする側の人員が足りなくて大変だという話がかなり

出たと思うが、年々その状況がもっと悪化していて、もうこれ以上施設を作るとい

うのは厳しいのではないか。これ以上作られても、出来たところも介護職がいなく

て全部開設できないという状況が出ている。現在やっているところでも、徐々に厳

しさが増して非常に大変な状況になっている。特養に関しては、まだそれほど出て

きてないかもしれないが、老人保健施設に関しては入所者数が少し減ってきている。

特養に関しても他県の状況だが空きだした。埋らなくなってきた。岩手県の場合は

入所待ちという状況なのだが、現実に本当にそうなのかということをもう一度調べ

ていただいた方がいいかもしれない。私のやっている施設でも調べ直したらぐっと

減っていた。かなりの人数が待っていたのだが、実際調べてみたら、どこかに入っ

ていたということが結構あり、老健施設に関して言えば待ちがゼロだったというこ

とも現在出てきている。老健施設も 30人待ちというような状態だったが、今は入

所者数の 1割ぐらい空いた状態で推移しているので、その辺をもう一度各施設にど

のくらい待っている状況なのかを調べ直してもらうといいと思う。 

   それと、これはまた別なのだが、シルバーリハビリ体操のことだが、うちの盛岡

南地区広域支援センターが大田仁史先生を呼んで 5月か 6月に講演を 1回して、更

に茨城県に３人職員を出張に出して実態等を見学に行かせていただき、大田先生か

らも「頑張ってください」と心強いお言葉をいただいた。シルバーリハビリ体操は

かなり大田先生が頑張ってやられた仕事で、全県的なものにならないと難しいよう

な感じがする。去年、介護予防に関して、協議会の中でシルバーリハビリ体操の説

明があったこと、もう一つは大阪の方の堺市でやっている「でまっせ体操」という

ものを説明する場があったが、県としてはどっちでやるのかを教えていただければ

と思う。多分、リハビリテーションセンターが中心になって行うのだろうが、それ

をもう少し他の方でもフォローするようなところが必要である。例えば、私のとこ

ろは紫波を担当する広域支援センターなのだが、紫波町がリハビリセンターと一緒

にやるのか、矢巾はどうするか等いろいろな問題が出てくる。これから地域包括ケ
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アシステムをやっていくうえで、その辺も含めて、複雑になってくるかもしれない

が、よろしければ教えていただきたい。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   特養と入所待機者の関係についてであるが、ただ今ご指摘いただいた点、そう

いったことも確かにあるのかなと感じている。本日のプログラムの最後のところで

改めて入所待機者についての説明を申し上げるので、そこで併せてご説明をさせて

いただく。 

 

（米澤高齢福祉担当課長） 

   シルバーリハビリ体操指導者の養成についてあるが、現在、総合事業への移行と

いうことで急いで住民の通いの場づくりや住民主体の介護予防というのを創出し

なければならないため、国のモデル事業で他県の優良事例の紹介を行っている。し

かし、そちら国の事業で長くは続かないので、シルバーリハビリ体操指導者の養成

について時間をかけても取り組んで行くということになるかと思う。 

 

（木村委員） 

   やるかやらないか、わからないということか。 

 

（米澤高齢福祉担当課長） 

   やって参る。現在、選択肢としていろんなメニューをご紹介しているが、それは

国の事業でやっているもので、市町村が直接手をあげて実施しているものである。

県としてはシルバーリハビリ指導者の養成をこれから３年程度かけて、モデル市町

村を中心に行う。その後の展開については３年後の状況をみて、また検討をしなけ

ればならないと考えている。県としても要領も策定し、プログラムも１級まで行く

ことを想定して作っているので、引き続き取り組んでいく。 

 

（佐々木委員） 

   今、体操の話があったが全老連では今、13期か 14期ぐらいで「老人いきいき体

操」というものを普及させている。岩手県も参加をしていたようだが、なかなかそ

れを普及させるという形にはなっていなかったようで、3年ぐらい前に私が全国の

方に行って来た。順天堂大学の武井先生が指導者で、その方の曲が付いていて、今

までそれで行っている。一昨年全国大会があり市町村など参加していただき、全国

の皆さんの前で「いきいき体操」をしたが、他県の方のほうが上手で「やります」

という方がたくさんいた。こちらのほうがまだまだということで、今も去年も今年

も毎年 20人ずつ県内の各市町村から集めて、年 1回指導して普及させようという

ことで、ようやく去年、一昨年あたりから普及させる形になっている。私が行って

も結構難しい、若い人であればすぐに出来るかもしれないが、何度かそれをやって、

上手くならなくても動ければいいので、今、そういう形で普及させる段階にあると
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いうことをお知らせしておく。 

 

（長澤委員） 

   これからの高齢化社会というのは、一方では住み慣れた地域で自分らしくそして

家族に囲まれてという流れがあると思う。もう一つは、特養あるいはサ高住、そう

いう施設を使ってあるいはそこを利用して最期の時までを迎えるという二つの流

れがあると思う。 

最近の読売新聞だったと思うが、特養をもっと作ったほうがいいと安倍首相のコ

メントが出たが、私のところや木村先生のところの老人保健施設では在宅支援とい

う流れが今強く出てきている。その辺のところを皆でやろうね、という流れと、や

はり箱を作らないとダメだ。特養も今度は介護度３からという規制が入ったが、そ

の辺の整合性というか、頭の中ではわかっているような気もするが、県の

リーダーの先生方はどういうふうにお考えなのかお聞かせ願いたいと思う。 

   それから、先ほど待機者の話があった。一昨年、岩手日報で待機者の市町村ごと

の割合が出ており、両磐地域の割合は、確か 12パーセントぐらいで率としては一

番高かったと思った。それを見て、私は在宅もやっているので、非常に困っている

人がこれだけ一関市・平泉町にいるということで広域行政に電話をした。このよう

な人たちが在宅で困っているのであれば、医師会をあげていろんな手立てもあるだ

ろうから、ということを申し上げたがリアクションがなかった。待機者、待機者と

言うだけでなく、それでは、どのようにして順番が来るまでを支えたらいいのか、

数字だけがポンと出てきているが、大変だという中身を知りたいと思う。待機者の

問題はそういう切り口が一つ足りないと考えている。 

   それから認知症であるが、徘徊のことを含めて非常に大きな問題で皆で考えない

といけないと思う。私もサポート医の研修を受けたし、認知症サポーターの方々に

一関市・平泉町でいろいろなことをやっているが、今日話に出なかったケアパスの

話である。地域で支えるあるいは個々に支えるという両面のケアパスが厚労省から

出たと思う。まずは地域で支える。大学病院とか大きな病院と連携を取れる人とい

うのは本当に氷山の一角ではなかろうかと思う。地域で抱えている問題として非常

に大きい。私は患者さんを診てそういう活動の中に踏み込んでもらえないだろうか

と話をしても、やはり一つは個人情報の問題がある、それから地域の住民の人たち

の認識の問題もある。そこらへんでケアパスをどういうふうに考えていったらいい

か、この３点をお伺いしたいと思う。 

 

（中居参事兼長寿社会課総括課長） 

   まず１点目の在宅と施設の考え方であるが、やはりこれはどちらがいいのかと言

いづらいところではある。基本的には、「出来れば住み慣れた地域で在宅」という

流れというのが大きくなって来ていると思う。ただ一方で、高齢者のみの世帯やあ

るいはお一人の世帯というのも増えている。そうすると在宅と言ってもなかなか難

しいところもある。そうなると施設も当然必要になってくると思っており、その辺
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を見て行きながら在宅を中心としながらも施設というのも大きいだろうと。だから

県全体の介護給付費でみると、平成 12 年のスタート時は介護給付費のうちの 75

パーセントが施設で、居宅というのは４分の１ぐらいだったが、数年前から居宅

サービスと施設とで逆転し、施設の居宅系の方の給付費が多くなって来ているとい

うこともある。また、地域密着型サービス等も最初のうちはなかなか浸透しなかっ

たが、そちらのほうもかなり多くなってきている。それと特別養護老人ホームも広

域型の特別養護老人ホームよりも地域密着型の 29人以下の小規模特養も増えてき

ているので、そういった内容をみると全体的に出来るだけ住み慣れた地域の中でい

こうということになってきているのではないかという考えではある。そういったこ

とも見ていきながら、我々としては市町村によっても事情があると思うが、出来る

だけ住み慣れた地域で生活していくような支援策というのを講じていかなければ

と考えている。 

   特別養護老人ホームの待機者の問題で今待機している人をどのようにケアして

いくのかというお話があったが、介護保険事業計画をそれぞれ市町村で作って、そ

の積み上げが県の事業計画という形になっている。市町村で計画を作る段階におい

て、我々の方でも特別養護老人ホームの待機者の数と個々のサービスの計画といっ

たものを見ていった時に、どのような形で解消していくのか、あるいはそういった

待機者の人達をどのような形でケアしようとしているのかということを勿論聞い

ているところで、その中においても市町村では、例えば認知症グループホームや小

規模多機能型といったようなものを使っていきながら、あるいはショートステイも

使ってというような形で対応していきたいと。やはりどうしても保険料への跳ね返

りというのか、そちらのほうの問題もかなり考えなければならないという背景もあ

ると思われる。我々としても、あまりにも待機者の数が多いのに、施設を全く作ら

ないような計画にはなっていないか、その辺もみながら、保険料への反映に関わら

ず、必要なサービスをどのように提供していくかを考えなくてはいけないのではな

いかといったことを（市町村に）お話しながら「いきいきプラン 2017」は作り上

げたというものである。 

 

（米澤高齢福祉担当課長） 

   認知症のケアパスについてですが、地域支援事業の包括的支援事業で認知症施策

の推進を図るという項目があり、その中でサポート医を中心とする初期集中支援

チームあるいは認知症地域支援推進員の配置、加えてケアパスの作成といったよう

なところを、平成 30年４月までに市町村の方で進めることになっている。県では

そういうチームあるいは推進員の養成、ケアパスの作成について今後各研修会を通

じて市町村の取り組みを応援していきたいと考えている。 

 

（長澤委員） 

   認知症であれ在宅であれ施設であれ、看護職も介護職も、あるいは、療法士さん

も需要はとても大きいと思う。 
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それで、介護職を県単位で募集するというか育てるというか、そういう事業とい

うのはなかったか。 

 

（中居参事兼長寿社会課総括課長） 

   介護人材の確保というのが非常に大きな問題で、これまではどちらかといえば、

介護職の質の向上ということで、既に就いている方々のキャリアアップや処遇改善

といったものに重点的に取り組んできた。それで、資料№２の３ページをご覧いた

だきたい。９の介護人材の確保及び介護サービスの向上の②に「介護人材マッチン

グ支援事業」というのがあるが、県内に７名の介護人材のマッチングのための支援

員を配置して潜在的有資格者の掘り起こしや、あるいは就業促進といったようなこ

とについて取り組んでいるところである。 

今年４月に県内に介護職の専門学校が開校して５校になったが、定員に対する入

学者の割合が４割を切っている。４年前には 100パーセントを超えていたが、ここ

何年かで急激に下がってきた。今まで我々としてもある程度入学者が確保されてい

たので、介護職を養成する専門学校との付き合いというのはなかったが、介護のほ

うに対する目がなかなか向いてないという話を聞いたので、現在、特に若い方々に

目を向けてもらえるようなテレビのＰＲ番組を作ろうとしている。また、介護職の

専門学校に県の担当職員が行って、介護職に目を向けさせるような事業はどのよう

なものが考えられるかといったことの意見を聞き、できるだけ学校の要望などを聞

きながら、若い人に目を向けてもらえるような形の事業を行えないかということを

考えてもらいたいと思っている。 

何かこういったようなことをやったらいいのではないかという事があればお話

いただければと思う。 

 

（長澤委員） 

   私たちの全国の老健協会では介護職のネガティブキャンペーンではなくて、介護

職はみんなに感謝されて、いろんな職種の人と連携できてとてもいいよ、というよ

うな短いＤＶＤを作っていることをお知らせしたい。それから若い人のみならず、

確か三重県だったと思うが、65 歳から 70 歳あるいは 60 歳超の人たちを介護の場

に、間違っていたら申し訳ないないが、有償ボランティアのような形でお手伝いい

ただくと。仕事の内容によって三段階ぐらいに分けて、これはやはり研修が必要だ

という方々にはそれなりの研修をし、時給も上げるということで、若い人のみなら

ず、そういう意欲や気持ちのある方にも、とてもいい方向ではないかと思っていて、

そのこともお話申し上げたいと思う。 

 

（木村委員） 

   介護人材だが、高校で介護福祉科というところもあるし、専門学校もだが、親が

「やめなさい」という。それはマスコミ、ＮＨＫが最初に『こんなに酷い』と報道

して言いっぱなしだった。新聞関連もやはり『酷い』『低賃金』だとかと言いっぱ
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なしだった。その先のいい話がないので、やはりマスコミ関係に、もう少し協力的

な態度を取っていただけるような方法をやっていかないと、入所者の虐待をいつ起

こすかとドキドキしている。人材のレベルがどんどん下がってきている。最初の頃

に介護学校を卒業して働いた職員と最近フリーで募集をすると来る人がいるが、

「この人に任せて大丈夫かな」というような感じの人も来る。こちらも足りないし、

足りないと行政から処分を受けるので雇わざるを得ないのだが、大丈夫かなと思う

人が中にはいる。うちは職員数が多いが、少ないところだとその比重が高くなるの

で、岩手県でも虐待が盛んに報道されるような時代が、すぐそこまで来ているとい

うことを県のほうで自覚していただきたいと思う。 

 

（中居参事兼長寿社会課総括課長） 

   介護の養成校に聞くと、集まらない理由は親のほうが「介護は大変らしい、給料

もあまり高くないので、そっちに行くなら看護のほうに行ったらいいのではない

か」と言われてるという話もある。また、学校の進路指導の先生からも親が薦めて

くれないということも聞く。その辺のところを含めて様々な形で介護職に目を向け

ていただくようなＰＲをしていきながら、地道な取り組みになるかと思うがやって

参りたいと考えている。 

   木村委員からの虐待の話であるが、岩手県でも特別養護老人ホームやサービス付

高齢者住宅で事件があり、かなり新聞やテレビで報道された。やはりその背景を聞

いてみると、人手不足で若い人への指導に十分手が回らなかったというところがあ

る。人手不足が虐待の理由では仕方がないということはないが、背景には人手不足

というか人員不足というのもあるようなので、事故等が起きないためには必要な人

材も重要である。それぞれの施設で基準は満たしてはいるが、それ以上にゆとりを

もって回せるような体制が必要である。人が足りないということは我々も聞いてい

るので、人材を確保するための事業も配布した資料に挙げているが、また来年度に

向けて工夫して参りたいと考えている。 

 

（関委員） 

   訪問看護ステーション協議会の会長として、訪問看護のほうで言わせていただき

たいと思っている。今の人材育成に関してですが、盛岡の訪問看護のところだけで

お話しするので偏るかもしれないが、最近、可能であれば在宅で過ごしたいという

方々が増えているように思っている。従って、可能であれば自宅でということで、

施設が何人というよりも、それぞれに必要になっている人たちが一般的にどこでど

れだけ過ごしているかということを、もう少し知りたいということが一つある。 

   それから、在宅で 10年間独居の方をケアさせていただいた。可能ではあるが、

現在はやはり人材が足りない。入ってくれる方が少ないということ、それから重症

化してくると吸引が必要になってくるので、そうなると自分たちが入れないとお断

りがくる。今、吸引についてもヘルパーさん達は事故が起きたらということで進ま

ないということが一つあるので、この辺の人材育成ということに関しても検討をお
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願いしたい。最近は医療と医療処置の割合が高い方も在宅に戻るということがある。

協議会のほうにヘルパーさん達から講義依頼もきている。それはなぜかというと、

医療行為はどういうことなのか、何をどこまで自分たちが出来るのかを改めて勉強

したいという依頼だった。従って研修内容も少し今の時代に応じたものを足してい

ただきたいというのが希望ある。 

   人材募集だが、たぶんＩＢＣで流れているのをご存知かと思うが、看護協会が主

体となり「看護師が足りません」と呼びかけをしている。それで少し効果が出たか

と聞いたら、研修を受ける方、問合せの方々が少しずつだが来ていると返事があっ

た。従って、もう少し今言われたように職員募集に関してもマスコミの方々へ「大

変」というということではなく、「やりがい」につながることをＰＲしていただき

たいということに賛成するので、よろしくお願いしたい。 

   最後だが、これはお伺いしたいが、認知症の方々への対応できる人数のことが出

ているが、認知症の方々のところのケアで何か変わったところがあるか。例えば予

備軍で人数が増えたとか認知症の研修を受ける人が増えて来ているというような、

何か現場のほうで変化があるのか。あるのであれば、お伺いしたい。 

 

（中居参事兼長寿社会課総括課長） 

   吸引などの研修は現在もやっているところだが、これから在宅医療もかなりウエ

イトを占めてくるので、我々のほうの研修についてもいろいろ工夫しながらやって

いかなければと思っている。ただ、一方で難しいのは指導する方々のご都合という

のもあるが、可能な限り対応していきたいと思っているが、指導者の養成というの

も一方では必要なので、その辺を並行しながら進めていきたいと考えている。 

 

（米澤高齢福祉担当課長） 

   認知症の医療従事者研修の関係か。 

 

（関委員） 

   数字で出ているが、人数を増やした結果で現場で何か変化があるか。 

 

（米澤高齢福祉担当課長） 

   認知症サポーターについては普及啓発の手段で、特にこうした活動をしてくださ

いというものはない。認知症とはどういうことかということをご理解いただいた人

数が、これだけ出てきたということで御覧いただきたいと思う。なお、その中には

キャラバンメイトという、サポーター養成の講師役を務める方々も養成している。 

   かかりつけ医も少なく、各郡市医師会さんに委託して実施していたが、今年は希

望も出てきており、郡市医師会さんの関心も少し高まっているのかなと感じている。

サポート医は残念ながら、不在市町村からサポート研修を受けるという医師の方が

今のところ出てきていない。そういうところからも出てきて欲しいと思っているが、

なかなかサポート医のほうは出てきていないという状況である。 
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   医療従事者を対象とした研修については、盛岡は 100人以上参加していただいた

が、もう１箇所の一関市での開催は、人数が少なくて、事業目標には達しなかった。

恐らく周知の方法だとか開催の日時あるいは時間帯を調整することによってもう

少し参加して貰えるのかなと個人的には思っているので、また工夫してやってみた

いと考えている。 

 

（遠山会長） 

   ありがとうございます。それでは時間もございますので、もう一つ報告事項があ

るので先に進ませていただく。 

   報告事項の３番 介護保険制度改正の主な内容と本県の対応状況について、情報

提供ということだが、事務局から説明をお願いする。 

 

報告事項 

   介護保険制度改正の主な内容と本件の対応状況について 

   資料№３ 説明者 大釜特命課長 

            佐々木介護福祉担当課長 

事務局からの説明の後、以下のとおり質疑応答が行われた。 

 

（遠山会長） 

   ありがとうございます。介護保険制度の改正に伴う本県の対応ということでご説

明いただいたが、委員の皆様からご質問、ご意見等はないか。 

 

（木村委員） 

   質問だが、介護費用が一定以上の所得がある場合には上がるということで、もう

実際に上がっているが、何か揉めた例とか県では把握されてるか。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   年の途中での施行ということで、私どもに一般の方から「市町村から通知が来た

が、これはどういうことでしょうか」という問合せは何件か入っている。ただし、

制度について改めてご説明を申し上げるとあらかた納得いただけている状況であ

る。 

 

（木村委員） 

   場合によっては介護保険を利用して、こっちで入ったほうが高上がりになるから

違う施設を利用するということはないか。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   現時点において、そのような問い合わせは入っていない。 
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（長澤委員） 

   先ほど申し上げた、資料№３-２の早期入所が必要な人たちの発表があったので、

これをみんなで考えないといけないだろうということでお話を申し上げた。数字の

出所がわからないが、第６期の 27年から 29年までの必要入所総数、もし「きり」

にするとすれば、岩手県では 1,000床足りないという話が一人歩きする。だから、

今日このようにして皆さんの意見を頂戴して、この数字がもしそうであれば、どう

いうふうに我々岩手県で、例えば在宅でこういうふうな、あるいは体操でこういう

ふうな、この数字はあるけれども、回遊という言葉があるかどうかわからないが、

デザインを組むと、今のままでどうだと、そして早期の入所が必要だと、これを皆

で解決するにはどうしたらいいか、そういう議論が必要ではないだろうかと思って

拝聴した。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   ただ今いただいたご意見の通りかと思う。先ほど中居参事からご説明させていた

だいたが、第６期の計画を策定する際に我々は、市町村や保険者などと意見交換、

ヒアリングをさせていただいている。その中で昨年度の時点での特養待機者の数字

等をにらみながら、それぞれの保険者によって、その方々の対応をどうしたらいい

のか、施設対応ということなのか、在宅のサービスをより充実させて対応したらい

いのかということを含めて、それぞれの保険者でこちらの表の第６期の必要入所定

員総数、これは特養についての目標数字だが、こういったものを出したということ

である。概ね、それぞれの保険者では、これに対応するような対応策、施設の整備

や在宅サービスの充実ということを考えて計画をまとめている。それを総合したも

のがこちらの表の数字だということでご理解いただきたいと思う。 

 

（遠山会長） 

   他にはございませんか。 

 

（高橋安子委員） 

   女性目線でお伺いしたい。今介護職員の不足とか施設に関してもこれ以上施設が

増えたとしても、10 年後の団塊の世代が落ち着く頃には施設も多すぎるというか

要らなくなってくるような状態になってくるように思うが、その中で一番最初の

「地域でみる」ということで、私が考えたことをお話させていただくが、今後そう

いうふうになるかどうかというのをお聞きしたい。 

   私は矢巾に住んでいるが、認知症については以前にも申し上げたように木村先生

の病院等のご協力をいただいて、ネットワークをきちんと作り対応している。 

高齢者の介護についても、このネットワークシステムをしっかり構築して、例え

ば公民館や空き家を利用して独り暮らしの高齢者の方を冬場の間だけでも何人か

で共同生活の形をとって、そこに介護とか病院あるいは行政とか警察などのネット

ワークシステムによる見守りあるいは地域の人たちの見守りというふうにするの
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はどうなのか、そういう構想はあるのかということをお聞きしたい。施設にも介護

というのにも、多分なかなか頼れる状態ではなくなっていると思う。子どもがあっ

ても出て行く時代になっている。ちょっとお聞きしたところ、他市町村で冬場の間

だけ一緒に生活する支援を行っているということをお伺いしたことがあるのだが、

今後どうなっていくのかということをお聞きしたい。 

 

（大釜特命課長） 

   今お話いただいた通り、冬場に豪雪地帯で一時期だけ共同生活のような形をとる

というのは私も伺ったことがある。 

今回の介護保険制度の改正の中の地域包括ケアシステムというのは、プロの介護

の事業などの専門家にご負担いただく部分と、やはりその方が最期の終の住まいを

含め何処で生活していくのかということを選択できるような形で、それが在宅であ

るのか、あるいは施設なのか、それぞれに応じてきちんと地域の力を使って支えて

いこうというのが、この地域包括ケアの大きな考え方になるかと思う。今回の改正

の中で各市町村が取り組もうとしているものの中には、そういった認知症の方の見

守りもそうであるし、通常の例えば元気な方のお買物だとか家の片付けなどの

ちょっとした生活の不便を、まわりのご近所の方あるいは地域のボランティアの方

など様々な人の力を借りて、その人がそこで住み続けられるような形を作っていき

ましょうというのが一つ大きな方向である。そういった考え方で各市町村でいろい

ろなやり方が出来るというのが今回の制度改正の特徴でもある。是非そういったと

ころは各地域における議論の中でご提案いただいたり、あるいはそういったことを

実際に実現するためにはどうしたら良いかというのを、色々な方のご意見を踏まえ

て市町村で検討してくださいということもお伝えしているので、そういう形でお話

を是非いただければと思う。 

 

（遠山会長） 

   ありがとうございます。 

   それでは報告事項の３点が終わりました。これで本日の予定した事項は終了であ

るが、同時に私達のこのメンバーの任期が 12月で終わるので会議としては今日が

最後になる。もし、今日ご発言のない方で何かありましたらお話いただきたい。 

 

（藤原委員） 

   先ほどマスコミ報道で影響を及ぼしているというご指摘をいただいた。それはあ

る意味その通りだろうと思う。確かに最近の福祉に関する報道というのはかつてよ

りだいぶ増えているのかなと思う。現実を知らせなければならない我々の責務から

しても、もし現実がそうであればそれは目を塞ぐことは出来ない、これははっきり

言えると思う。ただ、なぜニュースになるのか。それはやはり人材なり、そこで働

く人たちの責任というのがどれだけ重要であるか、必要であるかを裏打ちされたも

のであると考えている。今後も同じようなことがあれば同じように報道が続くとは
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思う。ただもう一点、なぜ出すかと考えると、やはりそれは良くなって欲しい、そ

ういう思いが必ず入っている。人が少ない、これは 20年 30年前から一次産業など

でもずっと言われ続けた問題。親からはこの商売に就くなというのもその通り他の

産業でもある。その中で例えば PRとか、そういうイメージアップを図るような取

り組みが生まれてきたりとか、酪農では家畜を飼っていればずっと餌をやらなけれ

ばならない、家を離れられない、休みもとれない、それをカバーするために酪農ヘ

ルパー制度というものが出来たりもしている。そういう改善策というものが出てく

れば、我々は一緒になって良い方向に向かって取り組んでいくという姿勢だけは

とっているということはご理解いただきたいと思う。ただお騒がせするとか、そう

いうつもりでは毛頭ない。それだけはご理解いただきたいと思う。 

 

（遠山会長） 

   ありがとうございます。あとはよろしいでしょうか。 

 

（長澤委員） 

   被災地のことですが、どうぞよろしくお願いしたいと思う。最後の資料でＮＰＯ

という言葉が出てきたので、私どもは陸前高田市でＮＰＯの活動をしているが、や

はり今いろんな人たちが少し潮が引けるように少なくなっている。陸前高田市の活

動を言いますと、療法士さん、ＰＴが、２週間に１回仮設の人たちを呼んでストレッ

チ体操をやっていたが、療法士さんも東京に戻らなければならない。その充足がな

かなか難しいという問題とか、あるいは認知症の集まりで、陸前高田市はアップル

ロードというものがあって、アップルケアというような名前で２週間に１回やって

いる。それから子どもの学びの場所もあるので、今日は高齢者ということですが、

被災地のところもどうぞよろしくお願いしたい。 

 

（中居参事兼長寿社会課総括課長） 

   今の被災地の方の支援の話もあるが、これから仮設住宅から災害公営住宅へ移り、

高齢者の方々が生活環境の変化に慣れないということで、生活不活発病というのも

心配される。市町村や地域包括センターなどと連携をとりながら、そういった方々

にどのようなサービスが必要なのかといったことを把握しながら支援していきた

い。現地で見守り等をおこなっている職員が、仮設から災害公営住宅へ移る段階で、

どのようなことに注意して、見守りや支援をしたら良いかというような、段階に応

じた対応の研修等も今年度 10月からやっていくので、引き続き現地のニーズを見

ながら対応して参りたいと思っている。 

 

（遠山会長） 

   ありがとうございました。それでは以上を持ちまして私の議長としての役割を終

わらせていただく。本日は進行にご協力いただきありがとうございました。 
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（米澤高齢福祉担当課長） 

   それでは次第の４「その他」に入らせていただく。事務局のほうでは特に準備し

ているものはないがが、委員の皆様方から何かありましたらお願いしたい。 

   特にないようであれば、佐々木保健福祉部長からお願いする。 

 

（佐々木保健福祉部長） 

   長時間にわたりいろいろ活発なご意見賜りましてありがとうございます。 

やはり人手不足、人材不足の話が大きなウエイトを占め、私も喫緊の課題だと捉

えている。先週の土曜日の岩手日報紙に掲載されていたが、地元のシンクタンクの

調査によると県内押し並べてどの業種でも人手不足感というのが出ている。特に医

療、福祉関係でそれが大きいという報告もあった。また、先週、安倍首相が新三本

の矢というのを出してその中で社会保障の充実、介護離職をなくすということを表

明したので、これは介護の現場で頑張っている皆さんが離職しないようにという意

味なのかと思ったら、そうではなくて、介護を理由に仕事を辞める人が出ないよう

にするということだった。それはそれで大事だと思うが我々の現場の気持ちという

ものをどこまで分かっているのかということを少し思った次第である。人材確保に

ついては二つの面があると思っていて、新規に仕事に入ってもらうという部分と、

今働いている方々が離職しないようにという定着の側面があると思っている。新規

就業については先ほどから話が出ているとおり、若い方々、学校関係に訴えかける

なり、やはり福祉・介護の仕事というのが高齢社会を支える非常に重要な仕事で

あって、感謝される仕事、やりがいのもてる仕事だということを、ことあるごとに

ＰＲしていきたいと思う。そこは皆様のお知恵をお借りしながらいろいろ活動して

いきたいと思う。もう一つの定着については、辞める方がいるというのは働いてい

る方が自分の思いと現実とのギャップに悩んで離職せざるを得ないという面もあ

るかと思う。そういった中で各施設で取り組むべきところ、あるいは我々行政が取

り組むべきところがあると思っており、介護報酬を改定して増やしてもらって、人

手を増やせるなり給与をアップできるとか、そういう対策をとれることは大事だと

思う。あるいは介護の支援機器、リフトなどがあると思うが、そういうものを改善

してもらって、働いている方々の身体的な負担を減らすなどいろいろな側面がある

と思う。そういった国や関係業界に我々が働きかけていく部分も大事だと思ってい

るので、これについても皆様方のお声を教えていただきながら一緒に取り組んでい

きたいと思っている。 

   このメンバーでの協議会は今回が最後ということになるが、また引き続き組織体

は設ける予定なので今後ともいろいろお願いしたいと思う。また仮に委員の立場を

離れても何かご意見ご要望等があれば担当課までお寄せいただければ我々も今後

施策に反映させていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いいしたい。あ

りがとうございました。 
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（米澤高齢福祉担当課長） 

   本日は長時間にわたり貴重なご意見、ご提言を賜り大変ありがとうございました。

これをもちまして岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会を終了させていただく。

本日は誠にありがとうございました。 

 


