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平成 26年度第３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３月 17日（火）午後１時 30分～午後３時 40分 

 

２ 開催場所 

  エスポワールいわて 特別ホール（盛岡市中央通一丁目１番 38号） 

   

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    

熊谷 雅順 委員   佐々木 カツ 委員   

鈴木 佐知子 委員  関 りゅう子 委員   

髙橋 敏彦 委員   高橋 安子 委員    

   寺山 靖夫 委員   遠山 宜哉 委員    

長澤 茂 委員    藤原 誠一 委員    

丸木 久忠 委員   三善  潤 委員    

八幡 博文 委員   渡辺  均 委員 

【県側出席者】 

  根子保健福祉部長 齋藤参事兼長寿社会課総括課長 菊池高齢福祉担当課長 

  佐々木介護福祉担当課長 高橋地域医療推進課長 ほか長寿社会課職員及び 

医療政策室職員 

 

  

４ 開 会 

  （会議成立報告：開始時点、委員 19名中 17名の出席） 

 

５ 挨 拶  

  根子保健福祉部長 

 

６ 議事要旨 

報告事項 

  「いわていきいきプラン 2017」に係るパブリックコメント等の実施結果について   

（資料№１－１、１－２ 説明者 菊池高齢福祉担当課長） 

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） 

   事務局から説明がありましが、御意見、御質問等がございましたらお願いします。 
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（寺山委員） 

   パブリックコメントについて、意見数が 19件ということであるが、アクセス数

はどのくらいだったのか。ホームページを見たという人の数は分かるでしょうか。 

 

（菊池高齢福祉担当課長） 

   いきいきプランのパブリックコメントのページのアクセス数について、個別には

把握していない。 

  

（寺山委員） 

   アンケートをとる場合には何人に出して何人の返答があったかのパーセントに

よって、その意見が全てかというのを判断しなければならないと思う。例えば 19

人が見て 19人の意見なのか、1,000人が見て 19人の意見なのかということを数字

にしておかないと間違った方向に行く可能性があるじゃないかと思うがいかがか。 

 

（菊池高齢福祉担当課長） 

   県のパブリックコメントのルールしたがって行っているが、県のホームページで

は、ページの閲覧数を担当課がカウントできるような仕組みになっていない。 

 

（寺山委員） 

   我々の分野でも、治療のガイドラインについてはパブリックコメントを行うが、

何人の人が見て何人の人が意見を出したかということが非常に重要であって、それ

によって患者さんの治療が左右される可能性もある。アクセス数に対するパーセン

テージを見ていかないと意見をそのまま取り入れることが正しいかどうか、そのへ

んの公平性が重要になってくるので、これからホームページを使うときにはそうい

うことも考えた方がよい。 

 

（菊池高齢福祉担当課長） 

貴重な御意見ありがとうございます。パブリックコメントは県で統一的なルール

で行っているので、関係する部署にいただいた御意見を提供させていただきたい。

ありがとうございます。 

 

（遠山会長） 

   他にございませんか。それでは協議事項に移らせていただきます。 

 

 

協議事項 

  「いわていきいきプラン 2017」最終案について  

（資料№２ 説明者 菊池高齢福祉担当課長・佐々木介護福祉担当課長） 

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。 
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（遠山会長） 

   事務局から説明がありました。御意見、御質問等がございましたらお願いします。 

 

 （髙橋敏彦委員） 

   修正をお願いするということではないが、６ページに、圏域の設定というのがあ

りまして、今はこれでいいとは思いますが、最近から岩手中部と胆江の４市２町

で個別課題を議論しながら進めていきましょうということになりましたので、今

後、データ等の扱いや政策の進め方によっては一緒の考え方になっていく可能性

があるということで御報告をさせていただきたい。もう一つは、特に中部エリア

で問題になったと思うが、介護人材の関係で 143 ページの今後の取組というとこ

ろについて、できればもう少し具体的に突っ込んでほしいと気持ちが周辺の自治

体の首長さん方にはあるだろうと思う。というのも、例えば福祉専門学校につい

ては、これまでも８割から９割の定員割れがあったが、来年度の入学生を見ると

半数を割っているという報告を最近いただいたので、このままだと施設をあるい

はサービスを増やそうにも人材がいなくてできないという状況なってしまう。一

つは専門学校を中心とした介護人材の養成の学校に対する具体的な支援あるいは、

中学校や高校のうちから介護人材に対してもう少しリスペクトできるような教育

をするというようなことを早急にしないと間に合わないのではないかという危機

感がある。そのへんをもっと突っ込んでもらえればありがたい。 

 

（齋藤参事兼長寿社会課総括課長） 

   専門学校の件については、それぞれの学校法人の経営の独立性ということがある

ので、県としてどの程度個別の学校経営に対して関わるかということについては、

私学とのこともありますので御意見として承りたい。   

なお、来年度から介護福祉養成施設イコール専門学校だが、そこに対する指導・

監督権限が国から県に委譲されることになっており、今後、介護福祉養成施設であ

る専門学校との県との関わりもこれまで以上に濃いものになると思っている。そう

いう状況の中で、高橋委員からお話があった問題についても考えていきたい。 

 

（根子部長） 

   高齢者福祉圏域のお話だが、ここに書いておりますように医療計画に定める二次

保健医療圏と同一と記述しているが、医療圏の話と高齢者福祉の圏域と障がい者

の圏域とは一緒である。今の高橋委員のお話は、相互に関わってくるものだと思

うので、中部・胆江の動向も重視しながら今後へつなげたい。 

 

（髙橋敏彦委員） 

   福祉専門学校は、私立であるがゆえに止めることもできるわけで、半数を割ると

いうことになると止めざるを得ないという状況になり、そうなると困るのは誰か

ということになるので、このへんは真剣に考えていかなければならないと思う。 
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（木村委員） 

   介護福祉の資格の問題もあるが、高校の中で介護福祉科を設けている岩手女子高

等学校と一関第二高等学校、一戸高等学校にあったと思うが、もう少し県立高校

の中でそういう科を増設するなどして、例えば 20人クラスぐらいの規模で設ける

ことも少し考えていただければと思う。 

 

（齋藤参事兼長寿社会課総括課長） 

   県立高校の中の学科の問題については、県教育委員会で高校再編などとも絡めて

検討することであり、この件については県教委の担当課にお伝えしたいと思いま

す。 

 

（長澤委員） 

   介護老人保健施設協会の情報だが、今の介護職種の人達がどんどん減っていく施

設もあるが、離職をせずにむしろ留まっているところもある。そういうポジティ

ブキャンペーンをして、どうしてこの施設は人気があるのかということを全国老

人保健施設協会として調べようと動いている。 

   先ほど高橋委員がリスペクトされるようなということを言われたが、私も同じく

思う。前回も話したと思うが、介護ということを大きな学問の体系として捉えて

いく必要があるのではないか。今でもそういう流れはできつつあるのだろうと思

うが、なかなか父兄が介護職に向かって進学してくれということは、ゼロではな

いとは思うが多くはないだろうと思う。その背景としては、その他の職種と比べ

てということがあると思う。しかしながら高齢化の状況をみていくと、必要不可

欠な人材でもあるし、医者と同一の職場に入っているので、そのへんのところを

岩手県として介護学の砦のようなものを作っていただくことはどうかということ

を発言した。 

 

（齋藤参事兼長寿社会課総括課長） 

   ポジティブキャンペーンの話だが、特養経営の方とお話した際に、その施設は定

着率が高く、小さな声では「うちはずっとみんなや辞めないでいるんだが」とい

う話をされていましたが、その声をもっと大きくというと謙遜されてしまい、ど

うしても辞める声の方がたくさん聞こえてくるという状況がある。事業者の方々

の中でどうしたら定着するのか、いい人材を取れるのかということを意見交換な

どをやっていただきたいと思うし、我々も一緒になって議論なり検討もしていく

べきだと最近感じている。 

   学問のお話は御意見としてお伺いする。イメージアップということで２～３年前

にテレビ番組を作成したが、来年度もう一度番組を作成し、できるだけのイメージ

アップのキャンペーンをしたいと思っているので、どういう番組にすればいいか

ということも含めて、いろいろな方々と御協議をさせていただきたい。 
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（渡辺委員） 

   126ページの定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス量だが、これは地域

包括ケアシステムの目玉商品として、これからの 25年、37年に向かっての一つの

起爆剤になるということで今進めているかと思うが、この表を見る限り盛岡、胆

江、両磐が目玉商品としては非常に少ない。定期巡回が進まないと循環していか

ないということになるので、各市町村の集計であろうが、なぜみなさん取りつか

ないのか、どのようにお考えなのかお聞きしたい。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   御指摘がありましたとおり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきましては、

非常に数値として低調な状況。県としても、はっきりした分析ができているわけ

ではないが、事業者の方と話をしてもメリットがよくわからないという声がある

ので、県としてきちっとした情報提供をさせていただき、各地域にこういった

サービスが普及するように努めていく必要があると認識している。 

 

（熊谷委員） 

   先ほどの話に戻らせていただくが、介護職員の人材が施設で長続きしないという

話になったが、直接私が県内の施設に勤めて、辞める複数の職員に話を聞いたこ

とを伝えさせていただきたい。辞める職員は主に、社会福祉法人や医療法人より

も、民間、株式会社経営のデイサービスや有料老人ホームのような施設に辞める

人達が多いというのが調べた結果わかった。どういう部分の意見が多かったかと

いうと、株式会社の施設の施設長には、トップに全く福祉に関係ない人材が着く

ような感じで、どうしても福祉に対して理解が薄く、看護師や介護職員が伝えて

もなかなか理解してもらえない。福祉の視点というより民間企業の視点で物事を

考えてしまうので、どうしてもすれ違いがあって施設長についていけないという

理由で辞める方々が結構多いというような実情である。質の話もされていたが、

実際、中で働く職員は質が高い職員もいるが、トップの指導力や会社の方針につ

いていけなくて辞めるということもあり、施設・トップの指導というのも必要で

はないか、福祉的な勉強や指導法の勉強が必要ではないかと思った。施設長には

資格を持たなければなれないということはなく、福祉や医療がわからなくてもな

れるので、このプランに入れてほしいということではないが、そこらへんを県の

方で指導して質の高い施設にするために、トップの指導も含めてやっていただけ

ればと思う。 

  

（八幡委員） 

   介護の人材確保が非常に大きな課題だと思う。書いてあるとおり、やはり処遇が

一番問題なのかなと思っている。そうでなくても世の中全体が人材不足の状況に

なって、サービス業につく人が少なくなってきてる。したがって、賃金も含めた

全体的な労働条件の改善というのが一番大事ではないかと思う。 
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   これは県に言ってもしょうがないが、介護報酬を下げるということは、私は一番

大きな問題だと思うので、そのへんを国の方にもっともっと追及していただきた

い。 

   質問的な話になりますが、４月から介護報酬が下がるということで、小規模の事

業者が止めるという施設が結構出てきていると、全国的なニュースで出ている。

岩手県の状況はどうなのかということを知りたいので、よろしくお願いしたい。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   ただ今の御質問の件であるが、現時点で４月からの介護報酬の改定等を踏まえて、

４月以降に事業所を休止する、廃止するという直接的な情報は出てきてい。今後、

具体的に県内各地がどのような状況、影響が生じるかということについては、注

視する必要があると考えている。 

   先ほどの熊谷委員の御意見にも関係するが、県としても、労働環境の整備・改善

という部分が非常に重要だと考えており、そのための事業もしている。事業者等

を対象とするセミナーの開催を、現在もやっており、来年度も引き続き開催して

改善の機運を高めていきたい。 

 

（三善委員） 

   当歯科医師会からも、プランに対し何点か意見を出させていただいたが、反映し

ていただきありがたい。認知症の部分について少しお話したいが、国からの「新

オレンジプラン」に整合するよう、歯科医師会でも、どのように進めていくかと

いうことが出ており、かかりつけ歯科の特性を生かすということで、歯科という

のは年齢が低年齢から高齢の方まで、全ての年齢層の方がいる。長年にわたって

かかりつけ医をやっていると、家族ぐるみで来院するということもあり、認知症

の 77ページのイメージ図の「気づき」というところがあるが、実は日常の診療の

中でも、普段ずっと通っている方のちょっとした変化というのが見えて、家族の

方からの話を聞いてみると実は認知症が進んできているという話などが出てくる。

歯科としては、認知症が進んでしまった後の口腔管理というところよりも前の「気

づき」部分というところも、職種的な特性からいけば非常に関わりを持てるとこ

ろだと思っている。ぜひそういったところを頭の中に入れていただければありが

たい。76 ページの認知症の対応力向上を図るための取組ということで、当会でも

研修会等もすすめていくので、県の方々にはいろいろと御協力いただきたいと思

うのでよろしくお願いしたい。  

   このプランができ上がった冊子ができると思うが、配付先というのはどのように

なっているのか。 

 

（菊池高齢福祉担当課長） 

   歯科医師の方、薬剤師の方というようなことは、対応力向上、お話いただきまし

た「気づき」部分も含めてということで、皆さんに御協力をいただきながら、早



7 
 

期発見、早期対応などをさらに進めていければと考えている。 

 

（藤原主任主査） 

   「いきいきプラン」の冊子につきましては、来年度に入ってからの印刷を予定し

ている。その中では市町村や関係機関、県議会の議員や様々な関係するところに

はお配りしたいと思っている。それに加えまして、こちらのプランの方はＰＤＦ

化しまして県のホームページにも公表することを予定している。 

 

（三善委員） 

   圏域云々もあるが、歯科医師会に地区の歯科医師会というのがあり、だいたい圏

域ごとになっているので、地区の歯科医師会への、他の団体もそうだと思います

が、最低でも圏域の団体と支部等に配付していただけると非常にありがたいと

思っているので、よろしくお願いしたい。 

 

（菊池高齢福祉担当課長） 

   印刷は来年度ということなので、今の御意見を踏まえまして発行部数、配付先等

を検討させていただきたい。 

 

（木村委員） 

   意見ではないが、茨城県のシルバーリハビリ体操を指導している大田仁史先生を

４月に盛岡南部の広域リハビリテーションでお呼びするので、ぜひ、県の方も来

ていただければと思う。 

 

（長澤委員） 

   地域包括を考えた場合には、医療ということは皆さんに御知恵を拝借したいと思

う。65 ページのコラム「ちいきで包む」で、一関市の医療・介護の情報を使って

いただきましてありがたい。いろいろ紆余曲折があったものの、現在もまた医療

と介護の連携連絡会、暮らしのシートあるいは退院シートなど、切れ目のない連

携をやろうということで動いている。両磐、あるいは一関医師会の医療支援とい

うのは、やはり盛岡にはかなわない。全国平均よりも下がる。市町村合併で広く

なった分潤沢かというと、逆に一関市は東西でかなりの格差がある地域となった。

その中でも御協力をいただいている先生方がいるので、行政と医師会とのアクセ

スは十分にあると思うが、実際に現場で動いている先生方へ行政からのエールを

ぜひ、お願いしたい。 

   関委員も訪問看護でずっと御活躍をされていると思うが、医療資源というのは相

当地域差があるので、どうぞよろしくお願いしたい。 

   介護の賃金ではなかろうかということは、あながち間違ってはいないと思うが、

しかしながらそれが全てではないだろうと思っている。やはり、そこで頼られる

という介護の方々の現場でのモチベーション、そういうところを私ども職種で連
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携しながらやっていくということも十分に必要なことだろうと思うし、先ほどケ

アマネジャーの熊谷委員から、ちょっと違った分野からおいでになったトップの

方々がいる、それを私たちが、例えば一関の医療・介護の連携連絡会においでい

ただいて、いろんな話をしながら、こういうことなんだという近づきを工夫して

いく、これも一つの方法であろうかと思いますので、在宅の医療については、ぜ

ひともお願いをしたい。 

 

（高橋地域医療推進課長） 

   御意見ありがとうございました。長澤委員からお話があったとおり、県内はそも

そも医師不足、看護師不足という状況であり、その中でも医療資源の地域偏在も

あるといったような状況の中で、しかしながら一方地域包括ケアあるいは在宅医

療を進めなければならないという状況であり、そういった実状を踏まえながら各

地域で工夫をしてやっていく必要があると考えている。そういう意味で市町村や

地域の医師会、歯科医師会等の関係団体でいろいろと御協議いただきながら進め

ていただくということが必要だということで、県としても支援していきたいと考

えている。そういう中で、先ほどの現場で動いている方々へのエールという話が

あったが、そちらについても考えていきたいので、引き続き御指導の方をよろし

くお願いしたい。 

 

（高橋安子委員） 

   「いわていきいきプラン」に対しての意見とは違うかもしれないが、この中に各

地の取組が載っている。私たち地域で暮らしている者が、高齢者の問題にどのよ

うに何をやっていければいいのかというのが、時々出る話題である。「見守りだけ

じゃないよね」という話は出るが、では、何をやればいいかというのが答えが出

ないままに終わってしまうことが度々ある。お願いだが、いろいろな各地の取組

について、ビデオ等にまとめていただければ、それを婦人会あるいは公民館活動、

それか区長会議のときに、こういう取組もあるということを紹介させていただい

て、それで自分たちのできる取組をその中から何個でも選んでやっていけるので

はないかなと思う。もう一つは、私は矢巾町に住んでおり、矢巾町でもわんわん

パトロール隊の活動がときどき新聞等で出てくるが、わんわんパトロールの活動

はとても素晴らしいことだが、立派な犬を連れてる方、良い犬を連れてる方だけ

が登録されるということを聞いたことがある。そうではなくて、街の方の方がす

ごく多いが、実際に、例えば認知症の方を見守るためには田舎の方の見守りが最

も大切ではないかと思うが、「うちの犬は・・」「そこまで会議が多くちゃ行けな

い」という方も多数いる。そうではなくて、本当に犬の散歩を通して見守るんだ

よというのを言葉や書き物ではなくて、実際にビデオ等により皆に公開した方が、

もっと身近な問題として捉えていけるのと思うので、ぜひ、ビデオを作っていた

だければと思うのでよろしくお願いしたい。 
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（菊池高齢福祉担当課長） 

   御意見ありがとうございました。私たちが県の役割といたしまして、先進的な取

組を御紹介していくということは、大きな期待だと思っている。この「ちいきで

包む」というのも、そういう趣旨で取材ということで現場に入っている。今お話

しいただいたとおり、広報紙という形にはなっておりますが、映像の方が分かり

やすいというのは、おっしゃる通りだと思うので今後検討していきたい。先進的

な取組については、うちではこういうのは無理だというお話もあるが、どうやっ

てそこにたどり着いたかというプロセスも大事だということもあり、情報提供の

あり方を工夫していきたい。 

 

（遠山会長） 

   様々な御意見をいただきましてありがとうございます。この御意見の取扱いは事

務局としてはどうするか。 

 

（齋藤参事兼長寿社会課総括課長） 

   いろいろと御意見をいただいた。今の御意見については、記述に反映すべき点も

あろうと思うが、概ね皆様方からは今回の事務局案で特に大きな修正すべきだと

いう御意見はなかったと受け止めさせていただいた。最終案が確定するまで多少

時間があるので、今日いただいた御意見または数値の確認などももう一度させて

いただき、今後のことについては事務局に御一任をいただければと考えている。 

 

（遠山会長） 

   ありがとうございます。事務局としてはそういう考えのようで、これから若干の

修正があり得るようだが、それを含めて「いきいきプラン 2017最終案」を本協議

会として了承するということでよろしいか。 

 

（各委員）異議なし 

 

（遠山会長） 

   それでは、本件については事務局提出の案を了承することにする。事務局では、

修正等がありましたら必要な修正を行ったうえで策定していただくようにお願い

いしたい。 

   それでは次第の５、その他について、事務局からお願いいたします。 

 

（菊池高齢福祉担当課長） 

まず最初に、パブコメのところで寺山委員から御質問のございましたアクセス数

について確認したところ、アクセス数は 494件ということであった。ただ、委員の

おっしゃるとおり、それを踏まえて分析等はしていなかったところであり、今後は

こういったことに取り組む際には注意していきたいと思う。 
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   その他 

    (1) 平成 27年度長寿社会課主要施策について 

      （資料№３－１、３－２ 説明者 菊池高齢福祉担当課長） 

    (2) 岩手県第３期介護給付適正化支援計画について  

（資料№４ 説明者 佐々木介護福祉担当課長） 

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） 

   ２件について御説明があったが、御意見等はないか。 

 

（木村委員） 

   介護給付の適正化の要介護認定の適正化について、かかりつけ医が記載したこと

で、ある程度介護認定が記載されているより重度であると認められることがある

が、国保連等で出されることで、これがひっくり返されて介護度が軽度化すると

いう問題が生じる可能性が非常に高いと思う。介護認定の件に関しては、医師会

としては絶対に認められないことだと思っている。かかりつけ医が記載した部分

に関して、介護認定委員で認可された後に、それが国保連等で認定された介護度

が引っくり返される可能性が出てくるのではないかと非常に懸念を感じている。

これに関しては全く医師会として納得していない。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   点検の結果で、今御懸念のような状況が生じないよう適切に取り扱いたいと考え

ており、またいろいろと御意見をいただきたい。 

 

（池田委員） 

   皆さんのお話を聞いていて、ようやく話についていけるようになってきた。その

中でも今の木村先生のお話だが、これは痛切に私たちあるいは私個人としても、

重要な問題と思う。今日の問題の中で一番と言っても言い過ぎではない。それは、

医者の診断これは全く独立して認定される人、その個人に関する独立した診断と

してしっかり大切にしてほしいと思う。介護認定の制度が別にあり、私のいる山

田町では臨時職員として認定員を募集するという案内が出てる。そういうことを

通じても、認定期間、そのシステムがどういう基準でどういう話合いで再認定を

されるのか。どんなやり方になっているかということが重要だと言いたい。そし

て、もし再認定をする場合には、最初に認定をした医者と行政、あるいは認定シ

ステムの人達と両者が納得できるようなところまで話合いをしてほしい。現時点

ではどういうことが起きるかというと、介護の認定を下げられたばかり、例えば

居宅介護の場合は、いろいろな介護用品や用具その他が取り払われる。それだけ

でも、要介護認定を受けている本人にとっては強烈なショックだということをわ

かってほしい。もう一つ、ショックがどれほど大きいかだが、まともな大人であ
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ればなんとか自分に対応して、介護その他の手を差し伸べてくれる人たちに対し

て、できるだけの応接をしようとする。「いらっしゃいませ」「ありがとうござい

ました」「今日はこういうことが・・」と聞かれることに、せいいっぱい応えよう

とする。その応えようとすることを自立度の高さと認定されるという危険がある

ということを、ものすごく強く言いたい。お医者さんが立ち上がって動いてると

危ないと言っているのに、立ち上がってお辞儀をしようとする。そういうところ

で「あの人は立ち上がる」と報告がされるかもしれない。しかし、そういう例の

人が介護度の認定を下げられて、再調査を依頼されているのに結果が出ないまま

わずか３か月で亡くなってしまう。これは一つのシステムの使い勝手の悪さとい

うか、あるいは行政機関の経済効果を優先した話ではないかと勘ぐっても仕方が

ないくらいのことがある。こんな素人が正確なことは言えないが、今、木村先生

がおっしゃった「再認定の場合は、慎重にやってほしい」その一言をサポートす

る意味の発言とさせていただく。 

 

（寺山委員） 

   具体的にお話を伺いたいが、例えば「いわていきいきプラン 2017」の 55ページ

の地域包括ケアシステムの構築、そしてケアシステム構築への支援をこれから

行っていくということで、高齢化率の高さが問題となっている、そして介護保険

の１号被保険者が 37.8万人いて、これらにあった地域包括ケアシステムの構築を

重視していく。ようするに認知症の人たちに対してはケアが厚くやっていくとい

う流れの中で、この介護認定の適正化というのは、介護される場合、適切な方向

へ少し上乗せをする適正化なのか、それとも杓子定規で今の難病の支援と同じこ

とだが、一つ下げた形で適正化するのか、それをどう考えているのか、今までの

今日のお話を最初から考えると、介護にかかる老人は手厚く扱いますよという方

針なのか、適正化というのは医師そして直接医療に関係する人間の判定を重要視

して少しレベルを上げた形の適正化をすると認識していいのだろうか。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   ただ今の御質問について、もう一度資料の１ページを御覧いただきたい。受給者

が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すと

いうことで、サービスを切るとか、そういった観点での適正化ということではな

い。適正化という言葉に誤解が生じていることもあるかと思われるが、あくまで

も適切なサービス提供を行う、適切にサービスが受給できるようにするための取

組みということである。 

   最初の木村委員の御質問に対して、私の回答が舌足らずの部分があると思うので

改めて、要介護認定の関係についてお話を申し上げたい。要介護認定の適正化と

いう項目があるが、この中で具体的に点検を行うものは二次判定の前までである。

その中で主治医の意見書を記載していただくということで手続きがあるが、その

部分についてなんらかの点検を行うというものではないので、その点を改めて訂
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正させていただく。 

 

（木村委員） 

   介護給付適正化は、行政用語の適正化というのは、適切にという言葉と適正化と

いう言葉を重ねて使っている時には、お金を使わないようにしようというだいた

いの内容だ。それと今の話だが、委員会に行って出したときの介護度からすると

医師の書いている部分を除くともう一段軽くなる部分があるが、実際に診察する

と例えば転倒の危険性が高いとか、認知症の進行が最近顕著であるなどが書かれ

てあった場合には、やはりもう一段介護度を高くみるという傾向が委員会の中で

もあるが、そういった点がそこで認められたとしても、その後、国保連というの

は医療保険もいつも削るほうばかりやっているようだが、介護保険も同様にやら

れてしまうと大変な問題が大きくなってくるではないかと思う。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   国保連に委託をして行うのは、５番の縦覧点検でありまして、１番の要介護認定

の適正化については、これまでとおり市町村職員が書面による点検を行う。その

点について、説明不足があったので、改めて追加させていただく。 

  

（池田委員） 

   認知症に関し、口腔衛生のお話を三善委員からお聞きしたが、口腔衛生が認知症

とものすごく大きな関係を持っていて、しかも場合によっては認知症を左右する

のではないかというぐらいの、口腔衛生の効果を私自身、体験して思っている。

そのことが、皆様にはよくおわかりかもしれないが、一般の市民があまりわかっ

ていないのではないかと思う。それで、老人の中に歯医者さんに行くというのが

できていない人たちが、積極的に認知症の予防という意味でも歯の治療をすると

いうことを、社会福祉協議会その他のケアのうえでも進められるような、そうい

う運動などが大切ではないかと思うのであえて発言させていたいた。 

 

（丸木委員） 

   今までのお話を聞いて、ちょっと「あれっ？」と思うが、この冊子が「いわてい

きいきプラン」という題名で、認知症になり介護になり、その手当てとして「ど

うする」「ああする」ではなく、私はこれをものすごく一生懸命に作っていただい

た方の努力に尊敬するしだいだが、冊子の９ページの基本方針がこの「いきいき

プラン」を本当は代表する軸、マルの２番目「高齢者が能力と創造性を発揮し、

健康で安心して心豊かに暮らし、生き生きとして社会参加できる環境づくりを進

めるとともに、たとえ、介護や支援・・・」先ほどから話に出ている、そういっ

た軸があるのですが、やはりこの岩手県に住んで、そしていきいきと生活できる

プランという形で提供する冊子だと思う。その中で、44ページと 46ページにわたっ

て、高齢者の生きがいづくりと社会参加活動の推進、これはスポーツについても
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文化についても、もっと進めていきましょうとそういう形で認知症なり介護の予

防的な部分で歯止めをかけましょうということだと思う。46 ページに老人クラブ

活動の様子が出ているが、釜石でもちょうど委員会があって私は雑用をしていた

が、老人クラブの会員数が減ってきている。これは私は９ページのマルの３番目

ですが、団塊の世代の第一波であり、一言言わせていただくと、団塊の世代第一

波の３年間、日本の人口がすごく多かった世代である。その中で老人クラブとい

うのは果たして日本独特のものなのか、国際的にもあるのかわからないが、老人

クラブは減っているのは当然だと思う。というのは、元気なお年寄りは「私は老

人クラブには入らない。そんな歳じゃない」これは後期高齢者であれ前期高齢者

であれ、そういう方々が増えてきている。その方はお元気で何をしているのかと

いうと、老人クラブに入らないで趣味の会で、スポーツ、文化、カラオケ、詩吟

様々なことをしています。 

   国が今、日本的な文化というものを見直す風潮が出てきていて、これは大変いい

ことだと思う。私は被災者だが、例えば東京の方々から三味線を提供されたり、

郷土芸能を起こしたり復活させたりというようなことがある。この冊子には、い

ろんな手当、こういった手を打ちますとしっかりと書いてありますが、ぜひ元気

な高齢者をどんどん増やしていくという形の部分を、これを読んで自分もがんば

ろうというような形のもので、先ほどお話に出たが、いろんな場所に配られると

思うが、あまり手当手当の方だけではなく、お医者さんが病気になった人を手当

する前に病気にならないように、空気や水やそういった環境を良くするというこ

とによって、みんなが元気になるように、ぜひ、長寿社会課がこの本を作った意

義が広まるように願って最後に申し上げました。 

 

（佐々木委員） 

   今のお話が出たので、いろいろお話したいことは書いてきたが、少しだけお話し

たい。老人クラブの会員が減るということは、65 歳までの方が入るのが少ない、

今のお話に合わせてそこはそのとおりだが、だんだんに年齢が上がると会長にな

る方はいても事務局ができない。パソコンが使えて資料を作れる方がいないから

単位老人クラブは全体として無くなっていく。事務に携わっていく若い方が入っ

てこないということで、老人クラブの人数が少なくなるのも一つの理由だ。 

 

（遠山会長） 

   はい、ありがとうございました。それでは少し時間が超過したので、このへんで

議事を終わりたい。時間をオーバーしてしまい、お詫び申し上げる。以上で議長

としても役割を終わらせていただく。議事進行に御協力いただきましてありがと

うございました。 

 

（根子保健福祉部長） 

   本年度、３回にわたりましてこの推進協議会を開催し、「いきいきプラン 2017」
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に御意見をいただいていることに対し、厚く御礼を申し上げたい。高齢者が増え

るということは、もちろん介護が必要な高齢者も増えるが、元気な高齢者も増え

るということであり、このプランは両者を含めたプランだということで取組みを

進めていきたい。一方で介護人材の確保だが、養成校に入る方が少なくなってい

る行政の問題と定着がなかなか上手くいかないの二つあると思う。福祉・介護職

に対するリスペクトを持つようなお話や、あるいは管理者が福祉のマインドみた

いなのを持っていないということによって、働き甲斐や人間関係やコミュニ

ケーションなどの問題にきているのではないかというお話、それから処遇問題も

あって様々な要素が絡み合いながら、こういう状況になっているのだということ

を、私どもも認識を持っており、今後とも県、市町村、国、事業者、関係団体の

皆様方と情報交換しながら、どうすればこれが解決できるのかということを一緒

に取り組んでいきたい。27 年度以降、介護保険制度の大きな改革になり、県とし

ても一生懸命に市町村を支援していきたいので、委員の皆様方も今後ともよろし

くお願いしたい。大変ありがとうございました。 

 

（藤原主任主査） 

本日は長時間にわたりまして、貴重な御意見、御提言を賜り誠にありがとうござ

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いたします。 

本日は誠にありがとうございました。 


