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平成 26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 26年 8月 21日（木）午後２時～午後４時３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 

   稲葉  暉 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（代理：髙橋 紀代子氏） 

   髙橋 敏彦 委員   高橋 安子 委員 

   遠山 宜哉 委員   藤原 誠一 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 ほか長寿社会課職員 

  

４ 開 会 

  （会議成立報告：開会時点、委員 19名中 15名の出席） 

 

５ 挨 拶 

  根子保健福祉部長 

 

６ 議事要旨 

報告事項 

  (1) 「いわていきいきプラン 2014」の平成 25年度実績について 

     （資料№１ 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） 

   資料１につきまして現在のプランの平成 25年度の実績について御報告いただき

ました。これにつきまして委員の皆さんから御質問や御意見ございませんか。 
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  （稲葉委員） 

   ３ページですが、サービス付き高齢者向け住宅の登録数は計画どおりで、ニーズ

のとおり供給があったということで喜ばしいことだと思います。ついては、主に

どういう水準の方が入居しているのか、例えば年金額はどの層が多いのか、また

家賃の平均がどのくらいなのか等、全部調べるわけにはいかないと思いますが、

平均的にどうなのか、教えていただければと思います。この制度は介護保険制度

のすぐ外側にあって、介護度の低い方々が入られる、上手くいけば介護度が悪化

することを防げ、結果的には介護保険にもいい形で寄与すると思います。 

ただ、最近聞こえてくるのは、国の補助があるけれども、一定の期間で建設費等

を回収しながら住宅経営するには、家賃を少し高くしなければならないということ

です。でも、それではなかなか入居しないので、家賃を下げざるを得ないが、それ

であれば次の計画は止めにするということも、ちらっと聞こえてきます。うまくい

けばすごくまわっていく、先ほどらい、在宅の方に力を入れるということで、在宅

といっても自宅を使えばいいのですが、冬の寒さ等もあってそうはいかないので、

こういう形の在宅的な施設も必要だと思います。一定の年数を経過してきて、数だ

けではなく、どのように機能しているのか教えていただければと思います。 

 

 （佐々木介護福祉担当課長） 

   今、委員から御指摘ありましたとおり、サービス付き高齢者向け住宅につきまし

ては登録制度に基づいて運用されています。現在、私どももそれに基づきまして、

数については把握しておりますが、御指摘のとおり、どのようなサービスが行わ

れているのか、また、入居している方々の所得水準がどういう状況であるのかに

ついては、実のところまだ十分に把握しきれていないというのが実情でございま

す。私どもとしましても、御指摘いただきました点については、今後、住まいの

問題ということが大変重要になってまいりますので、把握する必要がありますこ

とから、今後必要な取組を行いたいと考えております。その結果を踏まえまして、

また情報提供したいと考えております。 

 

 （稲葉委員） 

   我々市町村の施策にも関係してくるのでご指導いただければと思います。よろし

くお願いします。 

 

（遠山会長） 

   今後取り組むということですね。 

 

（佐々木介護福祉担当課長） 

   はい。 
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  （渡辺委員） 

   １ページ、補助対象となる単位老人クラブが年々減少傾向にあるということです

が、これは人口減によるものかどういうものなのか、教えていただきたい。 

 

 （菊池高齢福祉担当課長） 

   老人クラブにつきましては、実際に県全体で加入率が下がってきている状況で、

加入をされない方が多くなってきている状況です。 

 

  （渡辺委員） 

   「まだ若いから」とかそういう意味ではなくてですか。 

 

 （菊池高齢福祉担当課長） 

   そういうことではなくて、加入率が下がっていることもありまして、団体そのも

のが減少しているものとみております。 

 

 （佐々木委員） 

   私は、老人会でございます「60 歳から老人会に入りましょう」という活動をし

ておりますが、５、６年くらい前までは 60歳を過ぎると「入るかな」という人も

多かったのですが、年金が 60歳以降になったために 65歳までの方は働いている。

地区の活動はできるけれども、老人会というのは、それこそ友愛活動などいろい

ろな行事がいっぱいですので、なかなか参加できないということで、働いている

ため加入が少なくなったということがたくさんあります。今年度から、全国で 100

万人増やそうという目標で活動しておりますけれども、年齢的に 60代の方は少な

い。年齢が上がり 80 代の方は、加入はしているけれど、活動はスムーズにはでき

ないので、だんだんに加入しなくなるということが多いわけです。それで少なく

なっているという状況だと思います。 

 

(2) 被災施設の復旧状況について 

    （資料№２ 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） 

   被災施設の復旧状況につきまして御報告いただきましたが、委員の皆様から御質

問・御意見ございませんか。 

 

  （木村委員） 

   介護人材の件ですけれども、内陸部に流出ということですが、内陸部自体も介護

人材は不足しておりまして、新たに今年度開設した特別養護老人ホームでも、人

材不足のため、全部が開設できなかったという問題があります。これは年を追う
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ごとにこれから厳しくなってくることが、もう目に見えていますので、できれば

今後、いきいきプランとかそういった計画の中に、介護人材を増やす取組を項目

として取り上げていただいたい。長い目で見ると絶対必要になってくると思いま

すのでお願いしたいと思います。 

 

 （佐々木介護福祉担当課長） 

   今、御指摘いただきましたとおり、沿岸被災地のみならず全県で、人材の確保と

いうことが大きな課題であると認識しております。資料には沿岸被災地における

取組ということで記載しましたが、全県を対象とした取組も実施してございます。

また、いきいきプランの中にも、人材確保という取組を明示することが必要だと

考えておりますので、後段の方で説明いたしますが、次期計画にはそういった項

目も盛り込むことにしております。 

 

(3) 各種調査の結果について 

    （資料№３～資料№５－２ 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した。 

 

（遠山会長） 

   資料№３から№５を使いまして各種調査の御報告がございました。御質問・御意

見ございませんか。 

 

≪質疑なし≫ 

 

 （遠山会長） 

   よろしいですか。それでは、ここまでで報告事項を終了いたしまして、続きまし

て協議事項に入ります。 

 

協議事項 

   次期「いわていきいきプラン」の策定について 

   （資料№６－１～資料№６－５ 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） 

   このＡ３版の資料の方針で進めたいと思いますがいかがでしょうか、ということ

でございます。次回は、11 月にこの会議が行われるようですけれども、その時に

は、これに基づいて案が示されることになると思いますが、今の段階ではこの方

針でいかがかということですので、ぜひ、御質問や御意見をお願いします。 
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 （稲葉委員） 

   国の報道、第６期に向けての改革の中で、それと御説明にもございましたとおり、

施設入所は要介護度３以上とすると明記することがある一方、認知症に限っては

その限りでないというような表現もあったと記憶しておりますが、そのへんは今

日の概要資料には何か書かれているのでしょうか。 

 

  （佐々木介護福祉担当課長） 

   資料№６－２の概要資料の５ページをご覧いただきたいと思います。５ページの

上段に特別養護老人ホームの重点化ということで、現在、国で考えています見直

し案が記載されていますが、今、御質問いただいた件につきましてはこの見直し

案の二つ目の丸の部分です。「他方で、軽度の要介護者について、やむを得ない事

情により、特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村

の関与の下、特例的に、入所を認める」と、特例的にという言い方をしておりま

すけれども、どのような場合にこのケースに該当するかということについて、参

考ということで素案的なものが示されておりますが、具体的な内容をもう少し詰

めて国から示されることになっておりますので、それを踏まえまして、また市町

村にも情報等の伝達させていただき、御相談申し上げたいと思います。なお、こ

の中（参考の記載）に、今お話のありました認知症の関係もございます。 

 

  （稲葉委員） 

   今、当町でも、６期目の市町村計画をたてて保険料等を決めていかなければなら

ない中で、我々が地域住民と懇談会をして、介護保険に関して言われるのは、ま

さに「介護度は低いけども認知症の家族を抱えて面倒を見られない」、「なんで介

護保険料を払っているのに待たされるのか」というようなことが、かなり増えて

きております。そういう中で、国でこういう基準が示されている。今はベット数

の参酌標準は無いんですか。 

 

 （佐々木介護福祉担当課長） 

   ベッド数については、参酌標準は今はございません。 

 

  （稲葉委員） 

   こういう中で、ベッド数をどうするかということが保険料にも響いてきます。介

護保険の単位で、認知症の御老人の入所をどう見込むか、先ほど言ったようにど

ういう状態かということもあるのでしょうが、そのことが大きく介護保険計画に

影響してくる。そんな感じがしておりますので、県でもそのへんについても、国

の基準が決まってからということもあろうかと思いますが、なるべく早く御指導

いただければ、よろしくお願いします。 
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  （佐々木介護福祉担当課長） 

   できるだけ早期に必要な情報を御伝達できるようにしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

 （渡辺委員） 

   在宅医療と介護の連携、これが第６期の大きな柱であるというところでございま

すけれども、看護師、医師不足の昨今ですので、連携を記載するときは、どうい

う連携かを詳しく策定の中に入れてもらいたい。連携というのは、言葉だけでは

分かるようで分からない。どのように我々の末端にくるまでに連携していけば、

人手不足の中でのコミュニケーションを図れるのかということで、そのへんを強

く要求したいと思います。 

 

（菊池高齢福祉担当課長） 

   御意見ありがとうございます。まさに、委員からお話のありましたとおり、こう

いった医師不足、それから、今、郡市医師会さんを回って、いろいろお話を伺っ

ているのですが、訪問医療、往診等については、なかなか現状難しい面もいろい

ろあるという話を伺っております。県としましても今、医療政策室と連携して、

医療と介護のより密接な連携を図るように検討しておりますので、そういったと

ころを踏まえましてプランに反映させていきたいと思っております。 

 

  （髙橋敏彦委員） 

   策定にあたっていくつかの強弱をつけていただきたい。今現在ある課題、もうす

でに深刻な問題になっているというところを是非優先的に取り上げていただきた

い。先ほども出ましたが介護人材の不足は、新しい施設ができない大きな理由に

なっていますし、また、現在維持するための人材も、もう既に不足しており、こ

れは内陸部でも本当に大きな課題となっています。そこに人材を供給する側の福

祉専門学校等をみても、定員を大きく割っているというような状況であります。

このような中でも、青田買いのように各地から引合いがきている状況ですので、

そこにまず人材を供給する体制が必要だと思います。 

それとこれは最後の最後になるのかもしれませんけれども、外国人労働者に最

後は頼らざるを得ないのかなという、もう悲鳴のような施設の声が聞こえますの

で、そういうところを腰をすえて対策をとる必要があるだろうと思います。 

もう一つは、居宅サービスの方向、そして地域包括支援センターに持って行き

たいということは重々分かりますが、実際に要介護高齢者を抱える家庭は不安が

いっぱいで、要は施設型のサービスであれば安心できるけども、居宅サービスを

どうも信用できない、安心して受けることができないというのが今の空気になっ

ています。担当者と福祉の各所や医師等と相談しますと、居宅サービスが分かり

にくく、どういうサービスを組み合わせていいのかが本当に複雑で、居宅であっ

ても十分に施設サービスと同じようなサービスを受けられるというのが市民の皆
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さんに伝わっていないことが大きな原因ではないかと言われています。これは共

通した課題だろうと思いますので、岩手県として居宅サービスの具体的な使い勝

手について宣伝していただければと思います。 

当市でもこれから新しい計画を作るわけですが、そういうことがあるために、

どうしても施設サービスに行きたがる。そうなると負担も増えるということです

が、今度は新しい施設を造ろうとしても建築費の高騰がありますので、採算が合

わないという状況が昨年度も出て、建築を断念したものがあります。そういった

ところが若干今悪い方向にまわっていると思っております。 

県で情報を上手く提供することによって、市民の不安を取り除いて、居宅サービ

スの方に、あるいは地域包括支援センターの方に向けるようなＰＲをしていく必

要があると思います。 

また、地域の力を借りるということですが、地域では福祉以外にも、教育文化

や様々な分野で、地域に地域にという動きがあります。地域の力をつける前に様々

な仕事が地域に覆いかぶさっていくと、やっている人たちはみんな同じ顔ぶれで

すので、相当疲弊するだろうと思います。今でも疲弊しているというような状況

ですので、ここを上手に地域の力を育てていく必要がある。そこにも視点を向け

ていく必要があると思います。 

最後に、この新しい計画を立てるときに、我々もそうですが、若い人たちが入っ

ていないという問題がありまして、サービスが増えれば増えるほど若い人たちの

負担がこれから増えていくという、世代間の格差の問題がありますので、どうやっ

たら若い人たちにこのことをお伝えして計画に参加していただけるかということ

も大きな視点の一つと思っておりますので、そういったところもたたき台を作る

際のポイントの一つとして取り上げていただければと思います。以上です。 

 

  （齋藤総括課長） 

   御意見ありがとうございました。人材確保の関係は非常に深刻であります。ただ、

この業界だけでなく他の業界も含めて人材不足が言われておりまして、他の業界

と競い合いながらどう確保していくかというのが切実な問題になっています。

我々が今取り組んでいるものを御紹介しますと、労働サイドの「介護労働安定セン

ター」と定期的な懇談をしておりまして、そこには委員御指摘のありました専門

学校の代表の方や社会福祉協議会の代表の方、施設の代表の方も入って、ハ

ローワークなどの労働関係の方々と福祉の関係者と一緒になってなんとか人材確

保をしたいということを考えてございます。 

また、専門学校の方々も、小学生とか中学生の段階からオープンキャンパス的

な取組をして、学校のＰＲもしているようでございまして、かなり先を見据えた

一体となった取組というのが重要だと考えているところでございます。人材確保

については御指摘のとおり本当に厳しいところがございますので、様々な方々の

御知恵をお借りしながら書き込む作業も進めたいと思います。 

次に居宅サービスの分かりにくさということでございますが、介護保険制度が
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発足以来、制度改正のたびに長々しい名のサービスがあったり、一般の県民の方々、

従業員の方たちに非常に分かりにくいと、本当にそのとおりというところはあろ

うかと思います。居宅サービスがどういう機能を持っているのか、又はどういう

サービスを使えばよりよい生活ができるのかということを、現場で具体的にやっ

ていただいているのはケアマネジャーとか地域包括支援センターの方々とかでし

て、またケアマネの方々が作るケアプランがそれを現実化させるわけでございま

すので、私どもとしてもケアマネの方々の研修であるとか様々な場を通じて、居

宅サービスの分かりにくさ、どうやったら分かりやすくサービスの組立てを理解

していただけるかということについては、改めて考えていくべきと思ったところ

でございます。 

ＰＲのことについては、県の広報媒体等で何ができるか今日の御意見を踏まえ

て考えさせていただきたいと思います。 

また若い世代の理解ということは、まさしくそのとおりで、また 40 歳から 64

歳までの第２号被保険者の方々からも介護保険料はいただいていますし、若い世

代の方々の理解というのも、市町村の方々とも御相談しながら、介護の問題が世

代共通の問題であることを皆で共有するように、県としても様々な場を通じて訴

えてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

 （三善委員） 

   先ほど、渡辺委員が御発言された第６期計画の在宅医療と介護連携の部分ですが、

私も同感で、医療あるいは介護の連携についてなるべく分かりやすく記載してい

ただければありがたいと思います。私は歯科医師会の者ですが、口腔機能の向上

というのは、介護予防あるいは認知症の方の症状を軽減するといった大きな役割

を担っているものとして、いきいきプランの中に入れていただければありがたい

と思っております。歯科医師会としては、在宅医療を推進するための連携室とい

うものを作っておりまして、その中でケアマネ協会さんとの連携とかそちらの方

を実際にやっておりますので、今回の策定に際しましては、そのへんのところを

加味していただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 （熊谷委員） 

   ケアマネ協会の熊谷と申します。総括課長さんからケアマネの質の話が出たので、

発言させていただきます。厚生労働省からも、日本ケアマネ協会からも、ケアマ

ネの質ということがかなり訴えられています。ケアマネが他の国家資格やその他

の資格と異なるところが、多職種からケアマネになっているということです。看

護師からなる者もいれば、相談員からなる者もいれば、介護職からなる者もあり

ますし、様々な個性的なケアマネのタイプがあります。 

介護保険制度では自立支援ということが非常に重要視されているのですが、中

にはそこをあまり理解していなくて、俗にいう御用聞きケアマネという、利用者

に「これお願い」と言われれば、「ああいいですよ」と「これ使いたい」「ああい
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いですよ」という形でどんどんサービスを使わせて、利用者にとってはすごくい

いケアマネですけれども、結果的には自立支援にはつながらないというようなこ

とがみられます。先ほどお話に出たとおり介護保険のサービスもそうだし、地域

の介護保険以外のサービスもそうだし、さらにそれをつなげながら利用者の自立

支援、要は、できることは一生懸命自分でやっていただいて、できないことはフォ

ローするというところを深く理解していない、御用聞きケアマネがかなり増えて

いる状態です。自立支援ということを理解していないと、財源的な面でもかなり

介護保険の財源を使ってしまうので、利用者の支援を考えながら、市町村の財源

のことも考えるという部分も含めて質を上げていかなければいけないなと考えて

おります。 

来年度からケアマネの試験もそういう部分も考慮してかなり厳しくなるとい

うことで、今までは最大 60問だったのが最大 200問くらいになるという話もあり

ます。ただそういう知識があるだけではいいケアマネとは言えませんので、そこ

らへんを含めての研修とか支援の方も県によろしくお願いしたいという次第です。 

 

  （鈴木委員） 

     ヘルパー協議会から参加させていただきました。人材については施設だけではな

くてヘルパーの方でも深刻で、研修会に参加しますと、30代 40代のヘルパーを募

集するにはどうしたらいいのかという話が出てまいります。今、ヘルパーの中心

で働いている方は 50代後半くらいから 60代で、中には 70代で働いているという

方もいらっしゃいます。逆に言えばそういう高齢で既に一回退職した方々を有効

に活用し働いていただくのも一つの方法ではないかと思いますので、そういう部

分を考えていただければと思います。 

また、独り暮らしの高齢者の地域での見守りというのがありますけれども、地

域の中でも、プライバシーという部分もありまして民生委員さんが来るもの嫌だ

という方もいらっしゃいますが、逆に、ヤクルトレディさんとか、そういう方が

入って来るのは別に苦にならないという人もいらっしゃいますので、地域での見

守りの中に、ヤクルトレディさんとか郵便配達さん新聞配達さん、今までも言わ

れてきましたけれども、企業といいますかそういう部分も考えていっていただけ

れば、見守りという部分がすごく充実するのではないかなと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

  （池田委員） 

   全く外れているかもしれませんが、何かを発言させてください。四つほど我々が

検討して提案するチャンスがあるのではないかというようなことを話させていた

だきます。 

一つは、成年後見制度について一言も触れていませんけれども、これも高齢者、

あるいは認知症でいるような方に関わって、切り離せない一つの有用な制度の利

用方法があるのではないかと思います。それで、成年後見制度の現行の制度に関
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して何らかの提案が出てくるのではないかと思います。特に、先ほど鈴木さんか

らお話のあったような地域の負担増に、自然にこういう話はつながっていくと思

いますが、地域での見守りということの限界、これはたちまち現れてくると思い

ます。 

現に、私自身もそれを非常に強く感じることがあります。私が今住んでいると

ころは地域の結びつきが非常に強固なところで、私も初めて旅の人として仮設住

宅に入れていただいて、ものすごく親切な受け入れ方を感じております。しかし、

こういう問題があった時に、ものすごい壁を感じることがあります。それは血縁、

地縁が無いということです。それから、血縁、地縁関係ではなくて、例えば船に

関して、網に関しての繋がりもないということです。そういうときに、壁を感じ

るのではなくて、コミュニケ―ションする方法を地域の人が持っていないという

ことです。それがこの成年後見制度に関して考えてみてはどうかという提案をさ

せていただきます。 

もう一つは、建築基準法に関する提案が将来に向かってできるのではないかと

思います。具体的な例を一つ上げます。例が悪いかもしれませんけれども、災害

公営住宅がやっと軌道に乗りかかっています。それで、希望を取っていただいて、

申込みをして振分けができて計画が立っています。ところが、いよいよというと

きになって、障がいを持っている方から「その計画では私たちは入れません」と

切実な発言が出たんです。そうすると、公営住宅の設計その他、全て発注まで終

わっているものが動くわけです。あるいはそこが空き家になる可能性があります。

そういった意味も含めて、将来を見越して住宅建設に関して何らかの法的な意味

も含めて提案ができるのではないか、あるいは考えなくてはいけないのではない

かという発言をさせていただきます。 

その次、介護保険が金科玉条みたいに、いろいろとそれだけに集中しています

が、私自身ももちろん後期高齢者ですけれども、高齢者にとって本当の安心感、

安心が得られるものは何かということを岩手県としても、意見を汲み上げる努力

をなさっていますかと言いたいところがあります。そういう意味で生命保険制度、

傷害保険制度についての提案ができるのではないかと思います。 

その第１は、生命保険に加入するには、法定相続人の保険金受取人がないと原

則として保険に加入できません。なくとも入れてくれるのは、例えば県でやって

いる県民共済保険などがあります。しかしそれも、結果的には受取人がない場合、

受取人が現れない場合、２年間で時効になり、それはどこにいくのか分かりませ

ん。そういうものの一つが、県の警察関係で扱っている安全協会です。岩手県に

来てびっくりしましたけれども、安全協会の協力金を私は寄附のつもりで納めた

のですが、それに生命保険がついてくる、保険証がついてくる。こんなことない

よと、僕は何も保険に入ることを応諾していませんよと、すぐそこの建物を訪ね

ていきましたが返事はありません。つまり、保険制度に我々がこういう時点で改

めて提案できる何かがあるはずだと思います。私たちが、無条件で入るのが自動

車保険、それから私自身で言わせていただければ、ピッケルやアイゼンや岩登り
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をやる山岳保険、これは保険に入っているということだけで、事故が発生します

と動いてくれます。つまり保険に入っているというだけで、ヘリコプターが出て

くれるのです。後は、請求されるかどうかは、私は死んでますから知りません。

そういう安心感のある確実に払っていただけるもの、２年間で時効になるもので

なくて、そういう保険に関する提案がこの会からできるのではないかと思います。 

具体的な話は以上になりますが、後期高齢者の安心、安心感、この資料の中に

は安心ということがたくさん出ますけれども具体性がなさすぎます。あまり使わ

ない方がいいのではないかと私はハラハラして読んでいます。安心という言葉は

宗教的、政治的なことでは比較的使われますけれども、こういう非常に具体的な

ものの策定が伴うときにはなるべく使わない、他の言葉で言い換えてみる努力を

された方がいいと思います。以上です。 

 

 （遠山会長） 

    はい、ありがとうございました。時間がそろそろとなってきましたけれども、

他の方はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、協議はここまでに

いたします。今日皆様から多数寄せられました御意見をもとに、県が案を策定す

るということで、よろしくお願いします。私の方で進行させていただきましたが

皆様御協力いただきありがとうございました。それでは事務局にお返しします。 

 

  （菊池高齢福祉担当課長） 

   皆様、貴重な御意見を多数いただきました。御説明しましたとおり、本日頂戴し

ました意見をもとに中間案を策定いたしまして、次回 11月にまた皆様から御審議

いただきたいと考えております。次回は、11 月 10 日を予定しております。皆様

あらかじめ日程の確保をいただければと思います。 

「その他」は、特にこちらでは御用意しておりませんが、皆様から何かござい

ますでしょうか。 

 

 （稲葉委員） 

   先ほど、委員の皆様からもでましたとおり、高齢者対策というのは県や市で継続

的に大きな問題を抱えています。また、克服すべき水準が訪問介護などさまざま

ある中で、あまりきれいにまとめようとしないで、荒削りでもいいと思います。

きれいにまとめすぎると、従来の字面の計画の連続のようになって、どこにどう

いう問題があるのかを深く議論できないままで次の計画ができてしまうのではな

いかと思います。実は私もお盆中に町民と話して「町長、うちの親は介護保険料

払っているのだけれども待たされて、最後に入ったけどすぐに死んでしまった。

ついては安いケアの方法にできないのか」と言われたことがあります。一般の方

がそこまで考える時代です。私は「安いケアというのはあなたの子供さんが介護

士さんだったら、安い給料で働けということか」とはっきり話しました。そうし

たらその方は黙り込みました。日本の場合は、そういう議論をしないで、サービ
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スを受けるほうは、最高のサービスを受けたいと言うし、お金は払いたくないと

言う、本質の議論をしないからこういう話になっているのではないかと思います。

「消費税を上げるのも反対だ」と言う、私は、「日本の医療は世界一フリーアクセ

スだ」と話しましたが、国民はこういうことを知らないです。そういう説明も少

しするべきだという話がありました。 

そういうことが全部議論されないで、どんどん進んでいるというか、皆さんも話

したいことを多分おっしゃらないで、計画が進んでいくという形じゃないかと思

います。もちろん表現の仕方もあるでしょうけれども、きれいにまとめなくても、

問題がある部分はこういう問題があるということを注記して、少しずつ解決して

いくというような計画があってもいいと、個人的な感想でございます。 

 

  （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した。私たちも問題、課題を丁寧に拾い上げま

して、次回までに整理したものをなるべく皆さんの御意見をいただく時間を長く

とるように、次回は配慮して進めさせていただきたいと思います。 

   本日は、長時間にわたりまして、貴重な御意見、御提言を賜りましてありがとう

ございました。 

   以上をもちまして、第１回岩手県高齢者福祉・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。 

 


