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岩手県社会福祉審議会議事録  

 

１ 開催日時 平成28年12月１日（木）10：30～12：00 

２ 開催場所 岩手県民会館 第２会議室 

３ 出席者 別添出席者名簿のとおり 

４ 会議内容 

(1) 委員長の互選、委員長職務代理者の指名、新任委員の所属する専門分科会の指

  名 

(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（報告） 

(3) 熊本地震における支援の状況について（報告） 

(4) 台風第10号の被害状況及び復旧・復興に向けた取組状況について（報告） 

(5) 岩手県防災会議幹事会社会福祉施設等防災分科会について（報告） 

(6) 神奈川県相模原市の障害者支援施設での事件に対する知事談話について（報告） 

(7) 第16回全国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）の結果について（報告） 

(8) “いきいき岩手”結婚サポートセンター「i－サポ」の取組状況について（報告） 
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１ 開  会 

 

〇小川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名中16名であり、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、会議が成立している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、前回の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。 

 岩手県立大学社会福祉学部学部長の狩野徹委員でございます。 

〇狩野委員 狩野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇小川保健福祉企画室企画課長 岩手県医師会副会長の滝田研司委員でございますが、本

日は所用により欠席でございます。 

 岩手県遺族連合会事務局長の中川盛委員でございます。 

〇中川委員 中川でございます。よろしくお願いいたします。 

〇小川保健福祉企画室企画課長 岩手県社会福祉協議会会長の長山洋委員でございます。 

〇長山委員 よろしくお願いします。 

〇小川保健福祉企画室企画課長 株式会社岩手日報社常勤監査役の藤原敬委員でございま

すが、本日は所用により欠席でございます。 

 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 

 

〇小川保健福祉企画室企画課長 初めに、佐々木保健福祉部長からご挨拶を申し上げます。 

〇佐々木保健福祉部長 おはようございます。保健福祉部長の佐々木でございます。委員

の皆様におかれましては、師走を迎えて何かとお忙しい中、またお足元の悪い中、本日ご

出席いただきましてまことにありがとうございます。新たに委員になられた方々につきま

しては、委員をお願いしましたところ快くご承引いただきまして感謝申し上げます。  

 ご承知のとおり、この審議会、ことし第１回なのですが、本来は８月 30日に開催の予定

でございました。ただ、台風第 10号が本県を直撃するということで、急遽延期させていた
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だきましたので、委員の皆様方には日程調整等、非常にご迷惑をおかけしたところでござ

います。それで、その台風第 10号につきましては本県に大変大きな被害をもたらしたとこ

ろでありまして、県といたしましても市町村と国、関係団体と連携しながら復旧・復興に

取り組んでいるところでございます。委員の皆様におかれましてもそれぞれのお立場で災

害対応あるいは復旧にお力添えをいただいておりますことに改めて感謝申し上げます。 

 一方、明るい話題ということでは、 10月に開催されました希望郷いわて国体・いわて大

会が成功裏に終了いたしました。いわて大会におきましては、個人、団体合わせて 139個の

メダルということで、本県にとって今までにない非常に大活躍をしていただいたところで

あります。こういった明るい話題もございますし、また昨年の 10月から開所しております

いきいき岩手結婚サポートセンター「ｉ―サポ」につきましても会員が順調に伸び、成婚

したカップルも３組誕生するなど一定の成果を上げてきたところでございます。 

 本日は今申し上げた内容についてご説明申し上げますとともに東日本大震災からの復興

に向けた今の状況等についてもご報告申し上げます。県では、来年度の予算編成に向け

て、ちょうど今そういう作業に入っているところでございますので、社会福祉施策全般に

ついて委員の皆様方からいろいろご提言、ご意見を頂戴しまして、それを来年度の施策に

反映させていきたいと考えておりますので、限られた時間ではございますが、本日は忌憚

のないご意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

３ 委員長の互選 

 

〇小川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、これ

まで委員長でありました桑島博委員が退任されましたので、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て進めるべきかと存じますけれども、大変僭越で

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とり進めさせてい

ただくこととしてよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

〇小川保健福祉企画室企画課長 ありがとうございます。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、どのようにとり進めたらよろしい

でしょうか、お諮りいたします。 

 どうぞ。 
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〇田口委員 保育協議会から出席させていただいている田口と申します。指名推薦の方法

ではいかがでしょうか。 

〇小川保健福祉企画室企画課長  ただいま指名推薦とのご発言がございましたけれど

も、指名推選とすることとしてよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

〇小川保健福祉企画室企画課長 それでは、指名推薦によることといたします。どなたか

指名推薦をお願いいたします。 

 どうぞ。 

〇田口委員 それでは、指名権をいただけるのであれば長山洋委員にお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

〇小川保健福祉企画室企画課長  ただいま長山委員を推薦するとのご発言でございまし

た。いかがでございましょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇小川保健福祉企画室企画課長 ありがとうございます。異議がないようでございますの

で、長山委員を委員長とすることに決定いたします。 

 

４ 委員長あいさつ 

 

〇小川保健福祉企画室企画課長 それでは長山委員、委員長席のほうにご移動いただきま

して、ご挨拶を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇長山委員長 ただいまご指名をいただきました岩手県社会福祉協議会の長山でございま

す。微力ではございますけれども、職務を務めさせていただきたいというふうに思います。  

 本日は、次第にございますように報告が主でございまして、７項目ほどございます。い

ずれ岩手県が抱える福祉課題等について、さまざまご忌憚のないご意見、ご提言いただけ

ればというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇小川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項の規定によりまし

て、委員長が会議の議長となることとされておりますので、長山委員長にお願いいたしま

す。 

〇長山委員長 それでは、次第に従いまして会議を進めてまいりますので、ご協力をお願
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いいたします。 

 

５ 委員長職務代理者の指名 

 

〇長山委員長 まず、委員長の職務代理者の指名でございますけれども、これまで職務代

理者であった遠山宜哉委員が退任されましたので、その後でございますけれども、岩手県

社会福祉審議会条例第３条第２項の規定により、当職から新たな職務代理者をご指名いた

します。 

 ついては、遠山委員の後任でございます狩野委員をご指名いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 

６ 新任委員の所属する専門分科会の指名 

 

〇長山委員長 つぎに、先ほど新しく委員となられた委員の専門分科会の所属でございま

すけれども、岩手県社会福祉審議会条例第５条第１項及び社会福祉法施行令第２条第１項

の規定によりまして、当職から指名することになっております。 

 ただいま事務局から所属専門分科会を記載した委員名簿を配付させます。 

 （事務局から名簿を各委員に配付） 

〇長山委員長 ただいまお配りした名簿にありますとおり、狩野委員、藤原委員につきま

しては民生委員審査専門分科会、滝田委員におかれましては身体障害者福祉専門分科会と

審査部会、中川委員におかれましては、老人福祉専門分科会として、いずれの委員も引き

続き前任者同様の分科会にお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。  

 

７ 議事録署名委員の指名 

 

〇長山委員長 次に、本日の審議会の議事録署名委員の指名であります。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、当職から指名することといたします。ついて

は、田口委員と中川委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

８ 報告事項 
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 （１）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 

 （２）熊本地震における支援の状況について 

 （３）台風第10号の被害状況及び復旧・復興に向けた取組状況について 

 （４）岩手県防災会議幹事会社会福祉施設等防災分科会について 

 （５）神奈川県相模原市の障害者支援施設での事件に対する知事談話について 

 （６）第16回全国障害者スポーツ大会（希望郷いわて大会）の結果について 

 （７）“いきいき岩手”結婚サポートセンター「ｉ―サポ」の取組状況について 

 

〇長山委員長 それでは、次の８、報告事項に入ります。（１）及び（２）の説明の後、委

員の皆様からご質問、ご意見をいただくことといたします。 

 では、（１）の東日本大震災からの復興に向けた取組状況について、細川保健福祉部副

部長兼保健福祉企画室長から説明をお願いいたします。 

〇細川副部長兼保健福祉企画室長 副部長の細川でございます。よろしくお願いいたしま

す。それでは、私のほうからご説明申し上げますが、着席して説明させていただきます。  

 資料№１、左上のほうに書いてあります資料№１という資料を御覧願います。東日本大

震災津波からの復興に向けた取り組み状況でありますが、保健医療福祉分野の現在の対応

状況と今後の対応方法について、主なものをご説明申し上げます。 

 １ページ目の、まず課題１の地域医療の確保についてでありますが、県ではこれまで医

療施設等の災害復旧支援あるいは移転新築による診療の再開を支援してきておりまし

て、このページの一番下にあります表、⑥の医療提供施設の被災、復旧状況でございます

が、医療施設は震災前の施設の数がこの表の一番下の２列目になりますけれども、340施設

に対しまして震災後の施設数は、表の右側２列目にありますとおり 308施設となっておりま

して、震災前の施設に対する割合は90.6％となっております。 

 続きまして、２ページのほうをお開き願います。２ページの課題２の地域における高齢

者や障がい者等への支援につきましては、この（２）の介護予防や介護・障がい福祉の充

実等の中で、下のほうになりますが、④の介護人材の確保のところにありますとおり、新

規人材の確保や潜在有資格者の掘り起こし等を行うために県内の４圏域に現在７人のキャ

リア支援員を市の社会福祉協議会等へ配置しまして、被災地において不足している介護職

員の確保に向けた取り組みを実施しております。今後とも関係団体等と協議、連携しなが

ら人材の確保、定着に向けた取り組みを進めてまいります。 



- 7 - 

 続きまして、３ページ目をお開き願います。３ページ目の真ん中あたりですが、（３）

の社会福祉施設等の復旧、運営支援についてでありますが、このうちの②の保育所等につ

いては、まちづくりの計画の調整に時間を要するなど、これまで仮設等で運営が行われて

いたところでありますけれども、今年度高田保育所、津軽石保育所及び田老保育所が開所

しておりますほか、直近でありますと 11月に越喜来保育所が認定こども園として開所して

おります。今後とも事業進捗の把握に努めながら、社会福祉施設等の復旧を支援してまい

るところでございます。 

 続きまして、４ページをお開き願います。４ページの課題３、被災者の健康の維持・増

進についてでありますが、このうち②のイの記載にありますとおり、応急仮設住宅、集会

所等において定期的に現在健康相談や栄養相談、それから口腔ケア等に取り組んでおりま

して、要支援者につきましては個別に健康支援を実施しているところであります。この下

のほうにあります活動状況の表でございますが、平成 28年度につきましては10月末現在で

1,805人の健康相談に対応しているところであります。 

 続きまして、５ページをお開き願います。５ページの上段部分の課題４の被災者のここ

ろのケアの推進についてでありますが、①のこころのケアセンターにありますとおり、現

在きめ細かなこころのケアを継続的、長期的に行うために岩手県こころのケアセンターを

岩手医科大学内に設置いたしまして、また地域こころのケアセンターを久慈、宮古、釜石

及び大船渡の４地域に設置しておりまして、被災者の支援や支援者の支援等を行っている

ところであります。このすぐ下の表になりますが、活動実績の表でございますが、平成 28年

度は９月末現在で4,836件の相談に対応しているところであります。 

 次に、課題５の要保護児童等への支援でありますが、このページの下のほうの項目⑤で

あります。⑤の子どものこころのケアのところでありますが、現在いわてこどもケアセン

ターを岩手医科大学に設置するとともに沿岸３地区を巡回しまして、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下の表にありますとおり平成 28年度

につきましては10月末現在で開設回数220件、延べ3,432人の児童が利用しているところで

あります。 

 続きまして、６ページをお開き願います。課題６の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でありますが、（１）の応急仮設住宅等における支え合い体制の確立

のところにありますとおり、生活支援相談員について、岩手県社会福祉協議会や 19市町村

の社会福祉協議会内に10月末現在で、表にありますとおり173人を配置し、生活相談ほか要
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支援、要援護者の安否、見守り活動を実施しているところでございます。 

 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きましては、以上のとおりでご

ざいます。 

〇長山委員長 それでは、次に熊本地震における支援の状況について、地域福祉課及び保

健福祉企画室から説明をお願いいたします。 

〇渡辺地域福祉課総括課長 地域福祉課総括課長の渡辺でございます。私のほうからは、災

害派遣福祉チームの関係をご説明いたします。座って失礼いたします。 

 資料№２―１でございます。災害派遣福祉チームにつきましては、平成 25年度に知事を

本部長、事務局を県社会福祉協議会に置きまして機構を整備し、これまで準備してきたと

ころでございます。実は熊本の地震に対する派遣が本県チームの設置後初の派遣でござい

ます。また、県などが設置しました同様のチームで県境を越えて派遣した実績については

本県のチームの派遣が初というふうに、確認したところではそういうことになってござい

ます。ですので、熊本に対する派遣を通じまして得た知見とか経験を今回の岩泉の際にも

派遣したところであるのですが、活かしたところでございます。 

 派遣の経緯でございますけれども、地震が４月 14日９時 26分に発生したわけなのです

が、その日のうちに県社協の事務局の職員と当課のほうで調整を開始いたしまして、 15日

の翌朝には熊本のほうにチーム派遣について打診をしてございます。また、同時に県社協

からチーム員に対して派遣する方向で動いているので、準備しておいてくれということで

通知を出してございます。ただ、実際に派遣するまでにはそれから 10日間ほどかかってご

ざいます。この間、熊本県ですとか、熊本県の社協あるいは近県福岡県ですとか、あるい

は国のほうにもいろいろと打診はしてみたところであるのですが、なかなか調整がつきま

せんで、結局その10日後に熊本県からの要請を受けて派遣ということになってございます。 

 ただ、なぜ熊本県の派遣要請を待ったかといいますと実は福祉チーム、施設における直

接支援を目的としたものではございません。あくまでも被災地において機能が低下してし

まった行政の福祉分野、この部分を補完するのが役割でございますので、県との連携がな

いまま派遣しても十分活動できないということでこの調整に時間を要してしまいまし

た。この辺が後ほど出てまいりますが、ＤＭＡＴのような組織とはちょっと違っていると

ころでございます。 

 派遣期間としましては、当初実は発災から５日程度を想定したチームであったのです

が、２週間後の28日から５月18日までの21日間、最も被害の大きかった益城町のほうに５
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チーム、延べ24名が展開してございます。 

 次のページ、２ページ目になりますけれども、その後、実はこれで活動が終わったわけ

ではございませんで、実は当県のチームの後に京都府の同じようなチームが派遣されるこ

とになりましたので、活動をそのまま引き継いでございます。当初想定していた２週間後

に入ったわけでありますが、やはり２週間後には２週間後なりの、１カ月後には１カ月後

なりの福祉的ニーズがございまして、ここにあるようなニーズ調査、相談コーナーですと

か、いろいろさせていただいたところでございます。このときのイメージがチーム員の中

で共有されてございましたので、岩泉の際にはこのような活動を速やかに展開できたとこ

ろでございます。この際に見えてきた課題と対応といたしましては、先ほど申しましたと

おり派遣までどうしても時間を要してしまいました。これは、ＤＭＡＴなどはすぐに展開

できるような全国レベルでの調整体制が整備されているわけなのですが、福祉チームにつ

いてはまだそういった体制ができていないということで、やはり全国的な調整機能が必要

だろうということでやっております。また、東北各県で連携を図りたいと思っているので

すが、実は今回のこのときの経験を生かして、岩泉の際にも働きかけてみたのですが、や

はりほかの県のほうでまだ派遣の準備ができていないというようなこともありまして、今

後そういったところが課題かというふうに思ってございます。 

 また、チーム派遣の体制強化ということで、充実・強化というふうに書いてございます

けれども、実は熊本県の派遣に際してはチーム員の確保は苦労しませんでした。快く各施

設で人を出していただきまして、むしろ集まったチーム員の中から選抜して送るような状

況になってございます。ただ、一方で同じように声がけした岩泉の場合には、実はチーム

の編成が苦労いたしまして、やはりただ単に県外への派遣だから大変で、県内であれば楽

だというようなことではございません。やはりチームの活動を広めることによって、ご理

解いただくことによって、各施設のご協力をより得られやすくなっていくのかなというふ

うに思ってございます。そういったことで、チーム派遣の体制見直しという形で、今後の

課題かというふうに思ってございます。 

 以上です。 

〇小川保健福祉企画室企画課長 続きまして私、企画室のほうから介護職員の派遣等につ

きましてご説明を申し上げます。資料№２―２を御覧いただきたいと思います。座って説

明させていただきます。 

 熊本地震に関しての社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣についてでございますけ
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れども、これまで厚生労働省を通じまして数回報告、照会が来てございまして、２に書い

てありますとおり、岩手県のほうから６回ほど報告、これぐらい出せますよということで

報告させていただいております。延べで 13施設、31名の方を登録させていただいていると

ころでございます。登録後のマッチングにつきましては、３に書いてございますとおり熊

本県からの依頼がまずベースでございまして、熊本県の県社協と全社協が協力をして、派

遣元の施設と派遣先の施設との調整を行った上で派遣するという体制になってございま

す。なお、介護老人保健施設につきましては、別途全国の老健協会のほうで調整を行って

派遣を行っているというふうになってございます。現在までのところ、マッチングの結

果、県のほうでは、県からは５名、延べ 30日間熊本県内の認知症グループホームのほうに

派遣をしているという状況になってございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

〇長山委員長 ありがとうございました。（１）と（２）の説明がございました。主な部

分について説明がありましたので、詳細について御覧いただいた上、何かご質問、ご意見

等ありましたらお願いいたしますか、いかがでしょうか。（１）については何かご意見、ご

質問等ありましたらお願いいたします。 

 どうぞ、高橋さん。 

〇高橋委員 岩福連、岩手県精神保健福祉連合会の高橋でございます。よろしくお願いし

ます。 

 東日本大震災からもう６年近くになるわけでありますが、新聞報道等によりますと県内

の児童の虐待がかなり、昨年度に比してほぼ倍増みたいな数字が出ているわけであります

が、非常に憂慮すべきことであろうと思っております。 

 そうした中で、震災とのかかわりの中で、いわゆる家庭内の家族間のストレスというふ

うなことが引き起こっている部分もかなり大きいのではないのかなというふうにも思わ

れ、私はこれは全くの推察でしかないわけでありますけれども、そういう方々に対して目

配りといったときに民生委員とか、児童委員とか、いろんな役割の方々がいるわけであり

ますけれども、その方々もなかなか人数がそろわないとか、手が回らない状態、どこにど

なたがいらっしゃるか、まだ仮設で暮らしている方もいらっしゃる中で目が届かないとい

うことになれば隣同士の見守りといいますか、それが最も効果的なのだろうと思うのです

けれども、それも今までの隣の方と違う方が仮設の場合ですね、あるいは新しくできた災

害施設に入ってもそのとおりだと思うのですけれども、そういうコミュニケーションな
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り、地域のコミュニティーづくりというのが影響しているのかなというふうな思いもする

わけですけれども、その辺の捉え方と言ったらあれでしょうか、虐待の実態というものを

どのように把握されているのかなというようなことをお聞きしたいと思っていました。  

 以上です。 

〇長山委員長 東日本大震災の際の本県のこれまでの状況について、何か情報がありまし

たらお願いします。 

〇後藤子ども子育て支援課総括課長 子ども子育て支援課総括課長の後藤でございます。 

 今の児童虐待の関係のまずご質問でございました。先ほど委員からご指摘がありました

とおり、児童虐待の対応件数でございますが、これは平成 26年度と比べまして、平成27年

度は児童相談所と市町村合わせまして1,058件という状況になっておりまして、前年度より

大幅な増加という形になっております。この震災に伴う児童虐待の関係につきましては、特

に震災直後は応急仮設住宅に入られたご家庭が多かったということがありますが、応急仮

設住宅かなり狭いような状況になっておりまして、それに伴う家庭の中でのストレス、今

まで割と沿岸部の方々は大きな自宅で過ごされていた方が多かったという状況が多かった

わけでございますが、それが大体６畳と４畳半あるいは４畳半、３畳といったような、そ

ういった狭い応急仮設住宅の中で家族が四六時中といいますか、かなり長い時間をこうい

った狭い部屋等で過ごさなければならなくなったといったようなことでいろいろストレス

等があって、それが若干子どもに向いているというようなことも言われていたわけでござ

いますけれども、そういった部分につきましては災害公営住宅への転居ですとか、そうい

ったところもかなり進んでおりますし、またそういった家庭に対しましては市町村の保健

師さんあるいは民生委員さん等がいろいろと回られまして、いろいろケアをしているとい

うような状況でございます。今かなりご自宅を再建された方、それから災害公営住宅に移

った方いろいろいらっしゃいますが、先ほど委員からもございましたとおりかなり新しい

コミュニティーの再建というのが今各地の地域のほうで課題になっているという部分もあ

ろうかと思います。特に沿岸部のほうですと今までは、従来から、生まれたときからずっ

とコミュニティーがあった地域でございますが、それが生まれたときからずっと同じ地域

で、同じコミュニティーがあったところが、地域が移ったことによりまして、また新たに

つくらなければならないということがなかなか大変になっているという部分も聞いている

ところでございます。 

 沿岸部における児童虐待の件数が増加、県内の児童虐待防止の件数がふえておりますけ
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れども、ふえているのは特に警察からの通告がふえているという形になっておりまして、ふ

えておりますのは、いわゆる面前ＤＶといいますか、家庭内のＤＶ、家庭内暴力ですけれ

ども、それを子供の見ている前で行う、あるいはそういったことを聞くといったようなこ

とで、そういったものも児童虐待の一部と捉えることになっておりまして、そういったも

ので警察からの通告がふえているということが言われておりますが、児童虐待の件数が県

全体で増加しておりまして、特に沿岸部だけがふえているというような状況にはなってい

ないところでございます。沿岸部におきましても、被災地のほうにつきましても民生児童

委員さんでありますとか、あるいは市町村の保健師等がいろいろ、あるいは生活支援相談

員、社協に置いております生活支援相談員さん等がいろいろ回って、そういったフォロー

をしていろいろと児童虐待等が起きないように、あるいはあった場合には早期発見してい

ただいて、早期に市町村あるいは児童相談所のほうに連絡いただくようにということでお

願いをしておりまして、そういう対応をとっているところでございます。 

〇長山委員長 いかがでしょうか、よろしゅうございますか、何か。 

〇高橋委員 そうしますと、カウントの仕方が変わったので、数値が上がったということ

だけで考えていいのでしょうか、ちょっとそこ、いわゆるカウントが変わったというのが

目の前で云々かんぬんという話ございましたが、それのために数値が上がったというふう

なことなのでしょうか。 

〇後藤子ども子育て支援課総括課長 確かに警察からの通告件数がふえているというのが

一番増加の原因でございますけれども、あとそのほかには児童虐待防止法の施行以来、児

童虐待に対する県民の方々の認識等が高まっているということもございまして、いわゆる

そういったもの、あるいは例えばあそこの隣、近くで例えば大きな声が聞こえて、何か子

どもが泣いているようだと、例えばそういう場合にいろいろな方々が児童相談所あるいは

市町村のほうに通告、連絡をしていただけるようになってきた、だんだんそういう社会に

なってきたということもかなり大きな要因ではないかなと思っております。 

〇長山委員長 よろしゅうございましょうか。 

 そのほか何か東日本大震災関連でご質問等ございましたらお願いします。よろしゅうご

ざいましょうか。 

 （「なし」の声） 

〇長山委員長 また何かありましたら、後でお願いいたします。 

 それでは、（２）のほうの熊本災害関係について何かご質問等ありますでしょうか。何
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か熊本関連でそれぞれの分野のほうでの追加情報等ありましたらば、ぜひご提供いただけ

ればと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。 

 （「なし」の声） 

〇長山委員長 では、また何かございましたら後でお願いいたします。 

 次に、（３）及び（４）の説明をお願いいたします。 

〇小川保健福祉企画室企画課長 それでは、まず（３）の台風10号の関係について、私の

ほうからご説明いたします。座って説明させていただきます。資料のほうは資料№３のほ

うを御覧いただきたいと思います。 

 台風10号に伴う当部関係の被害情報等でございますけれども、まず１のイのところに書

いてございますとおり、人的被害として高齢者のグループホームのほうで９名亡くなられ

たという被害がございました。そのほか物的被害としては１ページからのは表に記載のと

おり、床上浸水、医療機関21施設、それから社会福祉施設等でいいますと救護施設１件、そ

れから老人福祉施設等では13件、２ページのほうにいっていただきまして、障がい福祉施

設では床上が５件、児童福祉施設等は同じく５件というような形で物的被害も発生したと

ころでございます。 

 この台風10号に対する対応といたしましては、２ページ目の中段から記載をしてござい

ますけれども、まずはＤＭＡＴが８月 31日から活動を始めまして、延べで36隊のほうが活

動いただきました。その活動を引き継ぐ形で医療救護チームということで９月６日以降８

班派遣いたしまして、巡回診療等を行ったところでございます。 

 ３ページ目のほうを御覧いただきたいと思いますが、災害派遣福祉チーム、先ほどもこ

の関係ご説明を申し上げたところでございますけれども、当初８月 31日にふれんどりー岩

泉という施設の入所者の方が内陸のほうに避難するということで、その対応ということで

まず活動を始めまして、その後９月１日からは岩泉町のほうに入りまして、９チーム 54名

派遣して避難所への要配慮者等への支援を行ったところでございます。 

 （３）の精神医療につきましては、いわゆるこころのケアでございます。これにつきま

しても岩手医科大学さんのほうのチームと連携を図りまして、岩泉町のほうにこころのケ

アで入っておりますし、県の精神保健福祉センター等においても相談電話等の対応をさせ

ていただいているところでございます。引き続き被災者等のこころのケアに対応していく

こととしてございます。 

 次に、感染症の関係でございますいわて感染制御支援チーム、ＩＣＡＴというふうに呼
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んでございますけれども、避難所での感染症のリスクが心配されるということで、避難所

の感染症リスクアセスメントのために派遣をしてございますし、その後感染症予防の周知

でありますとか、現在は②の最後の行に書いてございますけれども、冬季になってまいり

まして、感染症等の蔓延、流行が懸念されるということで症候群サーベイランスを現在も

引き続きやっているという状況でございます。 

 このほか（５）の保健師、それから（６）の管理栄養士等を派遣いたしまして、避難所

におられる避難者の健康管理でありますとか、栄養管理のほうの支援をさせていただいて

ございます。 

 ４ページのほうをごらんいただきたいと思います。（８）のところにいわて大規模災害

リハビリテーション支援チーム、いわてＪＲＡＴというふうに書いてございます。こちら

のほうも避難所等を巡回してリハビリテーションの提供を行ってきていただいておりま

す。これまで47チーム、延べ228名の方に対応をいただいたところでございます。 

 これまでの対応状況につきましては以上でございますが、ページをちょっとめくってい

ただきまして、７ページをごらんいただきたいと存じます。７ページのほう、表組みにな

ってございますけれども、復旧・復興を進める上での課題と今後の方向ということでまと

めてございます。 

 まず、１つ目の課題として考えてございますのは被災者の生活再建支援でございます。被

災者生活再建支援法によりまして、全壊世帯でありますとか大規模半壊世帯に対しまして

は最大300万円の支援金が支給されるという制度が国の制度としてございますが、現在順次

支給を進めているところでございます。また、県のほうでは、この法律の適用されない世

帯、半壊世帯でありますとか、床上浸水の世帯への支援といたしまして、県単独で支援金

を支給する市町村への補助制度を創設して対応しているところでございます。今後につき

ましては、市町村と連携いたしまして引き続き早期支給に努めてまいりたいと思っており

ます。 

 次の応急仮設住宅の早期整備ということでございますが、この応急仮設住宅につきまし

ては県内４市町村で 254戸の整備を予定してございます。現在第１期工事といたしまし

て、11月の下旬に42戸が完成いたしましたところでございます。このほか既存の仮設住宅

を活用して入居を進めている部分もございまして、その関係では入居されている方に家電

セットの支給というような対応もさせていただいてございます。今後につきましては、多

少不確定要素という部分はございますが、仮設住宅につきましては年内の整備を目指して
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進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 ページをめくっていただきまして、８ページをごらんいただきたいと思います。３つ目

の項目でございますが、ボランティアの確保でございます。これまで各市町村の社会福祉

協議会のほうで、ボランティアセンターを設置してボランティアの受け入れを進めてきて

ございまして、県内での活動人数は延べで２万2,702名ほどとなってございます。この活動

を支援するという部分で、県社協などのほうではボランティアバスを運行したり、それか

らこのほか高速道路料金の無償化でありますとか、三鉄やＪＲバスなどの運賃無料化など

の支援もいただきながら活動を推進してきたところでございます。また、県といたしまし

ても活動を支援するためにスコップなどの活動用資材をボランティアセンターのほうに提

供するという形で進めてまいりました。 

 なお、現在岩泉町のボランティアセンターのほうでは、町外からのボランティアのほう

は、一応ちょっと落ち着いてきたということで 11月27日、今週の月曜日をもちまして一時

休止してございます。今後につきましては、状況に応じて不定期で町外からのボランティ

アの受け付けを行うというふうに聞いてございます。県といたしましても引き続き県社協

や岩泉町の社協と情報共有をしながら必要な支援に努めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 次に４点目、こころと体の健康の継続的な支援でございます。先ほども活動内容のほう

でご説明申し上げましたけれども、被災市町のほうに保健師及び栄養士を派遣いたしまし

て、避難所における健康管理でありますとか個別訪問、自宅に戻られた方含めまして地区

住民の健康調査等の保健活動、栄養・食生活支援を行ってきたところでございます。あわ

せて、先ほど申し上げましたこころのケアにも取り組んできております。今後につきまし

ても岩泉町、それから関係機関と連携いたしまして要配慮者への支援を引き続き行ってま

いりたいというふうに考えてございます。 

 次に５点目、医療機関及び社会福祉施設等の早期復旧でございます。現在被災した医療

機関などの施設の復旧に向けまして、国庫補助の協議を進めているところでございます。ま

た、施設の復旧費につきましても、県の予算のほうでも９月補正等で措置をさせていただ

いております。なお、新聞報道等でご存じかと思いますけれども、救護施設の松山荘のほ

うで床上浸水した関係で、現在県内の他の施設のほうに避難をしていただいている状況が

ございます。その中で、花巻市にございます松風園の体育館に避難されている方もいらっ

しゃいまして、この方々につきましては他の施設の居室で生活できるように今事業団のほ
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うと連携いたしまして調整を行ってきているところでございます。今後につきましては、復

旧につきましてはいずれ速やかな復旧に努めますが、今申し上げました松山荘の入所者の

方につきましては12月、今月から施設再開までの間、体育館ということではなくて陸中海

岸青少年の家のほうに入居していただきまして、居室での生活をしていただくように進め

ているところでございます。 

 最後に、６点目でございます。社会福祉施設等の安全対策というところでございますけ

れども、この台風10号の災害を受けまして、国からも通知がございまして、県といたしま

しては市町村や施設等に対しまして入所者の安全対策の注意喚起の通知を発出していると

ころでございます。また、社会福祉施設等を対象といたしまして、施設の立地場所が浸水

区域にあるのかないのかとか、施設のほうで定めている災害対策計画の中で水害とか土砂

災害対策の関係の項目がちゃんと盛り込まれているかというようなことを現在調査を実施

しているところでございます。この中身につきましては、次の報告事項のほうで詳しくご

説明を申し上げたいというふうに思っておりますが、いずれ調査の結果、改善を要する施

設等がある場合には県または市町村のほうで指導監督権限がございますので、指導・助言

を行って改善を図っていくように取り組んでまいりたいと思ってございます。 

 資料３の部分につきましては、以上でございます。 

〇長山委員長 それでは、続いて（４）のほうの説明をお願いします。 

〇小川保健福祉企画室企画課長 引き続きまして、私のほうから（４）の岩手県防災会議

幹事会社会福祉施設等防災分科会ということでご説明をさせていただきます。 

 先ほどの台風10号の関係、ご報告申し上げましたけれども、この台風 10号あるいはこれ

までの最近のゲリラ豪雨とか、そういうのを踏まえまして県の中に岩手県防災会議という

ものがございます。その下部組織として、まず幹事会というのがあるわけですけれども、こ

ういった風水害に対応した体制を整備するというためにこの幹事会のもとに３つの分科会

を設けて現在の防災体制の課題と対策を検討していくということでございます。この検討

を幹事会のほうで取りまとめて、必要に応じて地域防災計画のほうに反映させるなど地域

の防災力の強化に向けた取り組みを進めていこうという趣旨のものでございます。この３

つの分科会、１の（１）のところにア、イ、ウとありますが、第２分科会として社会福祉

施設等防災分科会というものが設置されます。その中身についてでございますけれども、２

という項目で記載させていただいております。県内の社会福祉施設等の防災体制の検討、今

後台風10号と同程度のものが発生したときの必要な取り組みについて検討を進めるという
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ものでございまして、内容といたしましては、まずは現状の把握を進めていくということ

でアとイ、立地条件、各施設ごとに異なりますが、その立地状況を踏まえた非常災害対策

計画の策定の状況、それから避難訓練の実施状況等、現状を把握したいと。その上で、課

題を整理して今後の防災体制を進めていく上での対応方策を検討するということとしてご

ざいます。スケジュール的には、本日の午後に第１回の分科会を開催することとしてござ

います。その後、今月下旬には第２回の分科会を開催し、１月の下旬になりまして第３回

を開きましてまとめて、検討を進めてまとめたいというふうに考えてございます。その

後、そのまとめた結果を２月の幹事会のほうに上げていくというようなスケジュール感で

進めたいと思ってございます。 

 この分科会のメンバーは、２ページ目、裏面のほうに記載のとおりで、県警とか、県の

関係部、それから市長会、町村会、あとは消防長会さん、あとは県社協さんとか、あと各

施設のそれぞれの団体の代表者の方にも有識者として参画をいただいて、現場の声という

のもいろいろいただきながら議論を進めていきたいというふうに思っております。  

 先ほど申し上げましたが、現状把握でございますけれども、現在市町村と連携をいたし

まして、各施設のほうにちょっといろいろと調査ということでお願い、自己点検をお願い

しているところでございます。その内容が資料の３ページのほうになります。社会福祉施

設等における防災対策の自己点検等実施状況調査ということでやってございますけれど

も、台風10号の事案を受けまして、まず水害とか、土砂災害なども対象にした防災対策が

どうなっているのかという部分をまず自己点検していただきましょうということと、点検

の結果を県もしくは市町村という各施設の指導権限を持った行政機関のほうで改善が必要

な部分があれば、それは指導・助言をして改善をしていただきながら取り組みを進めてま

いろうというものでございます。あわせて、先ほど申しました分科会の際の検討のベース

となる資料ともさせていただきたいということで調査を行っているものでございます。対

象施設等は、２に書いてありますが、別紙１ということで、めくっていただきますと表が

あります。別紙１、調査対象の施設一覧、高齢者関係施設、障害児・者関係施設、児童・

母子・婦人施設、裏面にまいりまして生活保護の関係施設ということで、御覧いただくと

わかりますとおり、入所系の施設に加えまして、いわゆる通所系の施設も含めた形で自己

点検をお願いして調査をしていこうというふうに考えてございます。調査の流れは、先ほ

どもちょっと申し上げましたけれども、各施設のほうで自己点検をしていただきまして、そ

の結果を市町村もしくは県のほうに報告いただいて、指導すべき部分がここであれば県ま
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たは市町村のほうで指導を行って改善を求めていくというような形で対応を進めていくと

いうものでございます。 

 この３ページの６のところにスケジュールが書いてございますが、現在各施設のほうに

調査票が行って、各施設のほうで記入をしている最中かと思います。今それが市町村のほ

うに上がってきて、取りまとめをしている段階かなと思いますけれども、 12月５日に第１

回の提出期限でございますけれども、これは現状どうなっているかという部分でございま

す。これを出していただく。年が明けまして１月に第２回目の提出期限ということで、こ

れは各行政機関のほうからの指導・助言があった部分の改善状況等がどうなったかという

部分をご報告いただく内容となってございまして、これらを分科会の２回目、それから３

回目のほうで資料として提供しながら議論を進めたいというふうに考えているものでござ

います。各施設に行っている調査票につきましては、先ほどの対象施設一覧をめくってい

ただきますと、別紙２ということで自己点検結果確認票というのがございます。１枚目は

その表紙でございますけれども、裏面を見ると実際の調査、自己点検の項目でございま

す。１が施設の立地状況のところ、いわゆるハザードマップの洪水浸水地域にあるかどう

かということです。土砂災害区域の区域にあるかどうか、それから２が非常災害対策計画

の策定状況ということで、策定しているかと。その中で、火災とか風水害、土砂災害、地

震など、そういうのに内容を含んでいますかというようなこととか、あとはそういった場

合に災害の情報の入手方法とか避難する時期、その判断基準とか、避難場所など盛り込ん

でいますかというような形で計画の内容をお聞きすると。それから、３が避難訓練という

ことで、今年どういうふうに避難訓練やったかと、避難訓練やっていますかと。やってな

いときは、いつやるのでしょうねというような部分を現状としてお聞きして、これに基づ

いて県あるいは市町村のほうで助言・指導していくというような形で現状把握、それから

実際の個別の施設ごとでの対応が良くなるように努めていきたいというふうに考えており

ます。 

 説明のほうは以上でございます。 

〇長山委員長 台風10号関係の被害、これに対応するさまざまな手当てということでござ

いましたけれども、いかがでございましょうか、何か確認事項とか、あるいはご質問、ご

提言ありましたらお願いいたします。 

 どうぞ、藤井さん。 

〇藤井委員 県の身体障害者福祉協会の藤井でございます。 



- 19 - 

 意見というか、提言というか、実は６年前の大震災の後に私どもも、具体的に言えば山

田町さんとか大槌町さんにおられる障害者団体の方々から、特に冬場ですね、あのときは

３月で、次の冬場のころに、実は最近公民館に行ってもピンポンさえできない、公民館も

いろいろ使われてしまってですね。こころのケアなんかでもいろいろ聞かれることあるの

だけれども、多少いらいらしてきたときにいつもだったら汗を流す簡単なレクリエーショ

ン、スポーツですね、そんなことをやるところもなくなったという話を聞いて、たまたま

私は花巻にいるものですから、花巻では老人クラブの事務局も多少やっておるものですか

ら、老人クラブとも相談して花巻に何人か車１台に４人乗せればガソリン代もかからない

しということで、何回かたまたま東和町と石鳥谷に室内のゲートボール場があるものです

から、来て遊んでいただいて、帰りは温泉に入れて帰ったと。 

 今回の岩泉の場合はどうなるかわかりませんが、これから冬になりますとちょっとした

レクリエーションさえできなくなると避難所にいても、先ほど来話があったとおり、いつ

も親父、おふくろの顔ばかり見ているといらいらしてくるというようなことがあっては困

りますし、多少は汗を流すようなことの対策もぜひ総合的にお考えいただければ、これは

一般住民にかかわらず高齢者も、障がい者も同じような立場になると思いますので、それ

ぞれの地域によって施設、設備等いろいろ差があるかとは思いますけれども、それを調査

の上、ぜひそういうサポートをお考えいただければ今後の対策にもなるのではないかなと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

〇長山委員長 何か今の件に関してコメントございますでしょうか。 

 どうぞ。 

〇小川保健福祉企画室企画課長 ご提言ありがとうございます。冬場になりますと、今ご

指摘ございましたとおり精神的な問題もさることながら、あと運動不足というような部分

も出てくるかと思っております。現在避難所のほうには、この資料上では 109名ほどの資料

が載っていますけれども、きのうの段階で岩泉町からお聞きしている段階では３避難所で

80名ほどということで徐々には減ってきているというお話でございますけれども、冬場に

なりますと運動不足から来る生活不活発病とか、そういう部分の懸念も出てくるかと思い

ますので、岩泉町の役場にも情報提供しつつ、あと県の保健所と岩泉町と一緒にこの対応

の連携会議というのを現在は週１回ほど役場のほうでやって、必要な対応等を議論してご

ざいますので、その辺に情報提供しながら今のご提言を伝えて対応を考えてまいりたいと
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いうふうに思います。ありがとうございました。 

〇長山委員長 そのほか何かございますでしょうか。 

 どうぞ。 

〇姉帯委員 岩手弁護士会の姉帯と申します。 

 岩手県防災会議幹事、分科会の人選についてなのですけれども、全員男性で、一人も女

性が入っていないようなのですが、調査対象の施設には児童・母子・婦人施設などもあり

ますし、女性の視点が防災には必要だということも言われておりますけれども、女性を一

切入れなかったというのは何か理由があるのでしょうか、有識者とかで入れる余地もあっ

たのではないかと思うのですけれども。 

〇長山委員長 何かコメントございますでしょうか。 

〇小川保健福祉企画室企画課長 今のご指摘ごもっともだと思います。特段今回メンバー

のほうは幹事という部分は規定されていますので、仕方ない部分ですけれども、確かに有

識者という部分ではいろんな施設がございますので、その中でという部分もあったかと思

います。メンバーを考える際には、施設の箇所数が多いところという部分をちょっと非常

に頭の中で描いて、イメージして３カ所程度というふうな形で有識者を考えていたという

部分がございまして、結果として男性ばかりになってしまったということがございますの

で、会議の中では女性からの視点という部分にもいろいろとお願いをして出していただき

ながら検討を進めていきたいなというふうに今のところは思ってございます。 

〇長山委員長 よろしゅうございますか。 

〇姉帯委員 よろしくお願いします。 

〇長山委員長 そのほか何か施設を経営されている方々とか、いろいろさまざまご感想な

どあるかもしれませんので。 

〇熊谷委員 社会福祉法人経営者協議会の熊谷と申します。台風 10号の被害状況、本当に

大変だったのですが、８月30日に発災後、経営協のほうでは青年会がいち早く小本地区の

ほうに入って２カ月ほど毎週活動しました。これは自主的な活動でありまして、災害支援

チームとはまた別な形で展開しました。そういった青年会が、ボランティアが非常に少な

いと、しかも土砂上げとか何か肉体労働ということでやってくれる人たちが少ないという

ことを受けて、経営協としましては、県内の社会福祉法人に呼びかけて災害ボランティア

を募りました。たくさんの法人さんが来て毎週小本地区の土砂上げ展開しました。それを

受けて、今後いろんな災害が発生した場合は、被災した福祉施設のみならず被災した地域
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へのボランティアも展開していく必要があるだろうということは認識しましたので、これ

からもそういう形でやっていきたいと思います。 

 感想です。 

〇長山委員長 ありがとうございました。 

 そのほか何か皆さんのほうで。 

 これから楽ん楽んですか、グループホームでほとんど入所者が亡くなられたという状況

がもう全国的に有名になってしまいましたけれども、そういう楽ん楽んの被災状況につい

てもう少し検証していただいて、どうしたらああいう状態をなくすことができるのかとい

うことがもっともっと検討してもいいのではないかなというふうに思います。岩泉は、特

に東日本大震災のときよりもよほどひどい被災を受けたのではないかという方もございま

す。確かに山ひだのほうに入っていくととても手がつかないというような状況もございま

したし、大変だなと思いました。私もつい何年か前までグループホーム等の外部評価ある

いは第三者評価ということで県内の調査に入ったことがございますけれども、特に避難訓

練の状況等にお聞きしますと特に夜間、休日のときに職員が１人、２人しかいないという

ような状況でこの間のような台風の大雨のときにはどうしようもないのではないかなとい

う感じがいたしました。ただ、同じグループホーム等でも地域の人たちがそういう避難訓

練のときに参加してくれるというふうな関係のところもございました。夜間の訓練をやる

と隣近所の人たちが二、三十人駆け付けてくれると、そういうふうに事業所のほうで地域

とかかわりを深く持つというところはなかなか立派だなというふうに思いました。特にグ

ループホームは認知症の方々が生活している場でございまして、周辺の人たちからの理解

を得るということがなかなか難しいというような感じもありましたけれども、そこを乗り

越えて、いわゆる応援団、協力隊をお願いしているということがございました。 

 一方で、別なグループホームですと田んぼの真ん中にぽつんと建っていて、ほとんど地

域とのかかわりがないというような事業所がございました。やはり今回調査があるようで

すけれども、そういう関係を重視した上でいろんなアドバイス、情報提供をしていく必要

があるのではないかなというふうに感じましたので、調査の後、よろしく検討をお願いで

きればというふうに思います。 

 そのほか何かございますでしょうか。 

 （「なし」の声） 

〇長山委員長 もしなければ、次に（５）と（６）の説明をお願いいたします。 
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〇伊藤参事兼障がい保健福祉課総括課長  障がい保健福祉課の伊藤でございます。私のほ

うから、まず資料５―１、５―２、神奈川県相模原市の障害者支援施設の事件に対します

知事談話についてご報告させていただきます。 

 本年７月26日に神奈川県相模原市の障害者支援施設で痛ましい事件が発生したことにつ

きましては、委員の皆様ご承知のことと思います。この事件を受けまして、８月８日に、お

手元にお配りしております資料にあります知事談話を発表いたしました。それについてご

報告させていただきたいと思いますが、その内容につきましては何点かございますが、ま

ず容疑者が供述しております考え方への反応、また本県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、この理念に基づきまして各種施策を展開しているこ

と。そしてまた、全国障害者スポーツ大会等を通じまして、改めて共に支え合う社会を目

指すことを確認すると。そして、障がいのある人もない人も互いに支え合う共生社会を共

に築いていくという決意を談話という形でまとめたものでございます。 

 この談話につきましては、障がいのある方々を初め多くの県民にお知らせする必要があ

りますことから、８月８日の知事定例記者会見での発表後、障がい者団体29団体、障がい

者サービス提供法人約10法人、さらには子どもさん方にもということで教育委員会等を通

じまして県内の小、中、高等学校の児童生徒への文書配布をお願いしておりましたほか、９

月８日の障がい者団体との意見交換会、希望郷いわて大会結団式におきまして知事から直

接激励あるいは談話の趣旨についてご説明いただくなど周知を図ってまいりました。ま

た、障がいのある方や子どもさんたちにもわかりやすいように資料５―２にありますとお

り、わかりやすい版ということで要約し、またルビを振ったものを配布してございます。 

 以上、こういった取り組みを行いまして、８月にこの事件での知事談話について行った

ということでございます。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

〇長山委員長 それでは、次に（６）のほうの説明をお願いいたします。 

〇伊藤参事兼障がい保健福祉課総括課長 続きまして、第16回全国障害者スポーツ大会・

希望郷いわて大会の結果につきましてご報告させていただきます。 

 10月22日の土曜日から24日の月曜日まで開催されました第 16回全国障害者スポーツ大会

では、全国から役員、選手団5,500人ほどご来県なさったと聞いてございますが、本県から

も個人競技139名、団体競技150名が参加し、熱戦が繰り広げられ、すばらしい成績を上げ

たところでございます。競技成績につきましては、箱囲みの中にありますとおり個人競技
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では金メダル55個、銀メダル42個、銅メダル41個、また団体競技におきましてはグランド

ソフトボールが銅メダルを獲得いたしまして、合計139個のメダルを獲得いたしました。全

国障害者スポーツ大会となりました平成 13年以降、過去最高のメダル獲得数となり、メダ

ル獲得数は東京都に次ぐ第２位となってございます。今後とも本県の競技力の維持、向上

に向けて、さらに取り組みを推進してまいります。 

 特徴的な選手につきましては、次のページにまとめてございますが、複数の競技での優

勝者が10名、それから大会新記録が８名となっております。なお、資料にはございません

が、来年度は愛媛県で開催されることになってございまして、個人競技につきましては選

手の参加枠もございまして、本県は 53名の選手が参加する予定となってございます。団体

競技につきましては、東北・北海道ブロック予選を勝ち抜く必要がありますので、引き続

き支援してまいりたいと思っております。 

 今後とも本県の競技力の維持、向上に向けまして選手や指導者、競技団体等関係者から

ご意見を伺いながら取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

〇長山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、（５）、（６）の説明に関しましてご意見、ご提言等ありましたらお願いい

たします。（５）の相模原事件は随分とショッキングなお話でございまして、いろいろな

ご意見、ご提言があろうかと思いますけれども。 

 （「なし」の声） 

〇長山委員長 また、後でご意見をいただきます。 

 （６）の障害者スポーツについていかがでしょうか 

 藤井さんお願いします。 

〇藤井委員 私も選手団長を仰せつかりまして、何とか務めを果たしましたが、本当にこ

こにおられる皆さん方からのご支援、改めてこの場をおかりして感謝申し上げたいと思い

ます。ありがとうございました。 

〇長山委員長 よろしゅうございましょうか。 

 （「なし」の声） 

〇長山委員長 それでは、（７）、“いきいき岩手”結婚サポートセンター「ｉ―サポ」

の取組状況について、説明をお願いします。 

〇後藤子ども子育て支援課総括課長  子ども子育て支援課総括課長の後藤でございま
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す。失礼して、座らせていただきます。 

 それでは、まず“いきいき岩手”結婚サポートセンター「ｉ―サポ」の取組状況といい

ますか、このｉ―サポについてのご説明でございますけれども、恐縮ですが、一番下の３

の参考というところをごらんいただきたいと思います。こちらに略称、通称ｉ―サポの概

要が書いてございます。県内では、盛岡とそれから宮古、この２カ所に設置をしておりま

す。職員体制につきましては、盛岡のほうが６名、宮古のほうが３名で運営をしておりま

して、開所時間は平日と土日で若干変えてございます。それから、休日につきましては下

に書いてあるとおりでございますが、右端のところに火曜日、ｉ―サポ宮古と書いてござ

いますが、宮古のほうは火曜日を定休日にしておりますが、盛岡のほうは定休日がないと

いうような状況で、基本的にこれ以外の日は毎日運営をしているというような形になって

おります。 

 開設いたしましたのが昨年の 10月１日、27年の10月１日でございますので、ちょうど１

年２カ月程度が経過をしたというような状況でございます。１に戻っていただきまして、こ

れ10月31日現在の状況となっております。11月末の状況は間に合いませんでしたが、10月

末日現在では入会登録状況864人で、男性が550人、女性314人という具合になっておりまし

て、男性のほうがやや多いといいますか、３分の２が男性で、女性が３分の１という形に

なっております。これ11月末現在で間もなく900人に届こうかという状況になっておりまし

て、女性の割合が徐々に増えてきているというような状況になっておりますが、やはり１

対１でお見合いを支援する形になりますので、男性と女性同じ程度になるのが望ましいか

なという具合に思っておりますので、女性の加入を今後も働きかけたいという形で考えて

おります。 

 それから年齢別、広域振興局別という具合に記載しておりますが、やはり多くなってい

るのは30代の方と40代の方という形になっておりまして、50代以上の方もこの程度、100人

以上いらっしゃるというような状況になっております。 

 それから、広域振興圏別ではそれぞれ県内の４つの地域、県央、県南、沿岸、県北地域

ごとに分けて記載しておりますが、人数的に申しますと県央が多くて、その次が県南とい

う形にはなるわけですが、県南地域はやはり人口も多いということもございますので、こ

の県南地域と、それから一番下の県北地域、こちらの両地区の会員増を図っていくことが

今後必要ではないかという具合に考えているところでございます。 

 それから、（２）のマッチング状況になりますが、 10月末現在でお見合いといいますの
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は先ほどの登録した会員同士によりますお見合いを行ったのが 392件、このうち交際まで発

展したのが190組となっております。そして、成婚に至ったのが３組ということで、会議冒

頭の部長の挨拶の中にもございましたが、成婚まで至った件数は３組という形になってお

ります。 

 （３）の進捗状況ですが、会員数につきましては本年度目標を既に達成しているような

状況になっておりますが、成婚数についてはまだ３組ということで、まだもう少し今後期

待しなければならないのかなと思っているところでございます。開所から１年２カ月が経

過しているわけですが、他県の例を見ましても、やはりお見合いをして交際を開始してか

ら成婚に至るまでは、やはり１年から１年半程度はかかるという具合には他県でも言われ

ておりまして、本県の場合でもやはり同様かなと思っておりますが、特に本県の県民性も

ありまして、なかなかゆっくりという部分もあろうかなと思っておりますが、いずれ今後

の動きについて期待をしたいという具合に思っております。 

 それから、このマッチング、こういったお見合い支援のほかにｉ―サポで行っておりま

すのは２のその他の事業になりますが、情報発信事業ということで出会い応援団、婚活イ

ベント等を実施している団体、県内各地で市町村ですとか、農協、漁協さん、それから商

工会等の青年部あるいはＮＰＯ法人等がいろいろなところで婚活イベントを行っておりま

すので、その婚活イベントへの参加を図るためにホームページあるいはメールマガジン等

によりその情報発信に努めておりますし、（２）の地域連携事業、行政あるいは結婚支援

団体、ボランティア等を対象としました婚活支援のスキルアップのためのフォーラムを開

催しているところでございます。それで、このｉ―サポでございますけれども、今後成婚

につなげていくためには、やはり出会いの機会を多くつくるということが大事だろうと思

っておりまして、そのためには、条件に合う、希望する条件に合う方をふやしていくこと

が必要かなと思っております。 

 したがいまして、これはお願いでございますけれども、委員の皆様にも例えばご近所です

とか、あるいは知り合いの方にちょうど結婚適齢期の方等がおられましたらｉ―サポへの

登録、入会の登録等をぜひ勧めていただければなという具合に思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇長山委員長 ただいまの説明に対して何かご質問等ありましたらお願いいたします。 

 実は、私はいきいき岩手支援財団のほうの理事長もやっておりまして、この事業も受け
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ているところでございますけれども、今のところは900人近い登録をいただいているという

ことでございましたが、これからが勝負だと思っております。特徴的には盛岡地区が男の

人の登録と女の人の登録が同じぐらいになってきたということで、全国的にはこういう事

業は男性が７、女性が３というふうな状況のようでございますけれども、盛岡のほうは女

性のほうが登録が多いということは、何か期待が持てるなというふうに思っております。  

 それから、各市町村でもいろいろ昔から出会いの場ということで取り組んできていると

いうことでございますので、そういったところと手を組んで進めていければなというふう

に思っております。年中無休ということで、職員もちょっとヘトヘトぎみで、何せ見合い

の数が400件近い形がありますので、見合いの準備とか、フォローとかで大分苦労しており

ますけれども、成婚が整えばその疲れも吹っ飛ぶのではないかなと思いますので、ぜひ情

報等をご提供いただければというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。  

 ７については、何か皆さんご質問等ありますでしょうか。 

 （「なし」の声） 

 

９ そ の 他 

 

〇長山委員長 なければ、９、その他に移りますが、事務局のほうから何かございますで

しょうか。 

〇小川保健福祉企画室企画課長 事務局からは特にございません。 

〇長山委員長 皆様のほうから全般を通じての感想なりご意見、ご要望でもよろしいです

が、何かありましたらお願いしますが。よろしゅうございましょうか。 

 （「なし」の声） 

〇長山委員長 もしなければ、これをもちまして、会議の終了といたしたいと思います。ご

協力ありがとうございました。 

 

１０ 閉  会 

 

〇小川保健福祉企画室企画課長 本日は、長時間にわたりまして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。 


