
 

 

岩手県社会福祉審議会議事録 

 

 

 

１ 開催日時  平成 29年 11月 24日（金）15：00～16：40 

 

２ 開催場所  エスポワールいわて ３階 特別ホール 

 

３ 出 席 者  別添出席者名簿のとおり 

 

４ 会議の内容 

(1) 報告事項 

ア 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 

イ 台風 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 

ウ 介護保険法の一部改正及び｢いわていきいきプラン 2020(仮称)｣について 

エ 次期岩手県障がい者プランについて 

オ 岩手県アルコール健康障害対策推進計画（仮称）について 

カ “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 

(2) その他 

ア 次期総合計画の策定について 
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１ 開  会 

 

〇中野保健福祉企画室企画課長 定刻になりましたので、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、現在のところ委員総数20名中15名の出席でございます。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

いることを御報告いたします。 

 なお、本日の会議は公開とされております。 

 

２ 新任委員の紹介 

 

〇中野保健福祉企画室企画課長 初めに、前回の社会福祉審議会以降に新たに御就任いた

だきました委員を名簿順に御紹介をいたしたいと思います。 

 まず最初に、岩手県議会議員の軽石義則委員でございます。 

〇軽石委員 軽石です。よろしくお願いいたします。 

〇中野保健福祉企画室企画課長 続きまして、岩手県老人クラブ連合会女性部会部会長の

小松原範子委員でございます。 

〇小松原委員 小松原です。よろしくお願いします。 

〇中野保健福祉企画室企画課長 続きまして、当審議会委員公募に御応募いただきました

八重樫弘子委員でございます。 

〇八重樫委員 八重樫弘子と申します。よろしくお願いいたします。岩泉町から参りまし

た。 

〇中野保健福祉企画室企画課長 それでは、お手元に配付しております次第に従いまして

進行をさせていただきます。 

 

３ 保健福祉部長あいさつ 

 

〇中野保健福祉企画室企画課長 続いて、八重樫保健福祉部長から御挨拶を申し上げます。 

〇八重樫保健福祉部長 岩手県保健福祉部長の八重樫でございます。委員の皆様には御多

忙の中お集まりいただきまして、厚く御礼を申し上げます。また、今回新たに委員に就任
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いただきました皆様におかれましては、就任を御快諾いただきましたことに改めて感謝を

申し上げます。 

 県では、東日本大震災津波からの復興について、国や市町村、企業、団体、県民等と連

携し、昨年度末に策定いたしました第３期復興実施計画を推進しているところでありま

す。保健福祉分野におきましては、医療提供施設及び保育所等の機能回復など、保健、医

療、福祉の提供体制の整備を進めるとともに、被災された方への健康づくりの支援や心の

ケアなどに取り組んでいるところであります。 

 さらに、昨年８月に発生いたしました台風第 10号災害につきましても、復旧、復興に向

けた取組を引き続き進めているところであります。 

 また、保健福祉分野全般においては、病気や障がいなどの有無にかかわらず、子どもか

ら高齢者までそれぞれの力を生かし、共に助け合いながら生き生きと暮らすことができ

る、共に生きる岩手の実現を目指し、県内各市町村、各団体と連携いただきながら、施策

の推進に取り組んでいるところであります。 

 本日の審議会におきましては、東日本大震災津波や台風 10号災害からの復旧、復興に向

けた取組状況のほか、いわていきいきプラン2020、次期岩手県障がい者プラン及び岩手県

アルコール健康障害対策推進計画などの福祉行政に係る各種計画の検討状況などについて

御報告をさせていただきます。 

 また、平成31年度から40年度までの10年間を見据えた県の施策推進の方向や具体的な取

組内容を示す次期総合計画の策定の方向性などについても併せて御説明させていただきま

す。 

 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

い申し上げまして、御挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 委員長あいさつ 

 

〇中野保健福祉企画室企画課長 恐れ入りますが、長山委員長から御挨拶をよろしくお願

いいたします。 

〇長山委員長  長山でございます。今日は、盛りだくさんな報告の内容があると思いま

す。この会議は、年に何回も開かれるわけではなくて、一気にいろんな領域から報告があ
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ります。そして、我々の使命は、そういった県の福祉行政に対してさまざまな立場から意

見を申し上げるという会議でございますので、報告されました内容についてはいろいろ忌

憚のない御意見をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 また、今後検討が進められるだろうということですけれども、非常に重要な次期総合計

画というのが今方向性について検討されているということでございますので、それらにつ

きましても貴重な御意見をいただければと思います。 

 委員の皆様におかれましては、円滑な議事の進行について、どうぞ御協力をよろしくお

願いいたします。 

〇中野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、長山委員長によろしくお願いをいたします。 

 

５ 新任委員の所属する専門分科会の指名 

 

〇長山委員長 それでは、早速内容に入りたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、先ほど新しく委員になられた委員の皆様の専門分科会の所属についてですけれど

も、審議会条例の第５条第１項、それから社会福祉法施行令の第２条第１項の規定により

まして、当職から御指名申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 ただいま事務局から所属専門分科会を記載した委員の名簿を配付するということでござ

いますので、御覧いただきたいと思います。 

 （事務局から名簿を各委員に配付） 

〇長山委員長 今御配付申し上げたところ、名簿にありますとおり、軽石委員におかれま

しては民生委員審査専門分科会、小松原委員及び八重樫委員におかれましては老人福祉専

門分科会に所属をしていただきたいと思います。いずれの委員も前任者と同様の分科会に

御指名いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

６ 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。審議会の運営規



- 4 - 

定第５条第２項の規定によりまして、当職から指名することになっております。 

 つきましては、米田ハツエ委員、松本笑子委員を御指名申し上げますので、よろしくお

願いいたします。 

 

７ 報告事項 

 （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）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 

 （３）介護保険法の一部改正及び「いわていきいきプラン2020（仮称）」について 

 （４）次期岩手県障がい者プランについて 

 （５）岩手県アルコール健康障害対策推進計画（仮称）について 

 （６）“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 それでは早速、７、報告事項に入ります。 

 （１）及び（２）の説明の後、委員の皆様から御質問、御意見をいただきたいと思って

おります。 

 それでは、（１）の東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況、熊谷保健福祉部副

部長兼企画室長から御説明をお願いいたします。 

〇熊谷副部長兼保健福祉企画室長 副部長の熊谷と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 資料１、東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況の資料を御覧いただきたいと思

います。県における復興の取組のうち、保健、医療、福祉分野の現在の取組状況と今後の

対応方向について、主なものにつきまして御説明させていただきます。 

 まず、１ページ目の課題１、地域医療の確保についてでございます。県におきましては、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す。下のほうの⑥の

表でございます。こちらを御覧いただきたいと思いますが、計の欄のところに記載のとお

り、医療提供施設につきましては被災前の施設数340施設、計の欄の左側の（ａ）の欄にな

ります。340施設に対しまして、震災後の施設数は312施設となっております。計の欄でご

ざいます。震災前の施設数に対する割合は91.8％となっているところでございます。 

 また、本年６月26日には、陸前高田市国民健康保険広田診療所が仮設から恒久施設に移

転新築して、診療を開始したところでございます。また、今年度内に県立高田病院が完成、新
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施設において３月に診療を開始する予定と聞いているところでございます。今後とも計画

どおりに恒久的医療施設への移行が進むよう、医療機関の意向や土地区画整理の進捗状況

も踏まえながら支援を行ってまいります。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページを御覧いただきたいと存じます。課題２、地

域における高齢者や障がい者等への支援についてであります。（２）の介護予防や介護・

障がい福祉サービスの充実等の①、介護予防の推進・生きがいづくりに記載してございま

すとおり、被災し、居住環境が変化した高齢者の心身機能の低下を防止するため、介護予

防教室等の取組を実施しております。今年度におきましては、９月末現在で 102回開催して

いるところであります。今後とも応急仮設住宅及び災害公営住宅における被災高齢者の孤

立化の防止や介護予防に向けて、市町村とも連携しながら取組を進めてまいります。 

 次の３ページを御覧いただきまして、ページ下段の③、社会福祉施設等の復旧状況につ

いてでございます。児童福祉施設について、鵜住居児童館が 29年３月に完成いたしまし

て、事業を開始しているところでございます。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ります。 

 ４ページを御覧いただきたいと存じます。課題３、被災者の健康の維持・増進について

でございます。②の応急仮設住宅入居者等への健康支援に記載してございますとおり、被

災者の自主的な健康づくり活動を推進するため、健康に関する学習会や健康調理教室を開

催しておりますほか、これまでに引き続きまして応急仮設住宅、集会所等での健康相談、口

腔ケア活動に取り組んでいるところでございます。今後とも被災市町村と連携をとりなが

ら、被災者の健康の維持増進に向けて取り組んでまいります。 

 続きまして、その下の課題４、被災者の心のケアの推進についてでございます。①のこ

ころのケアセンターのところに記載してございますとおり、きめ細かな心のケアを継続

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し、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地域に設置してございまして、被

災者への支援等を行っているところでございます。活動実績の表のとおり、９月末現在で

3,643件の相談に対応しているところでございます。 

 ５ページでございます。課題５、要保護児童等の支援についてであります。このページ

中段の⑤、子どものこころのケアのところの記載のとおり、いわてこどもケアセンターを

岩手医科大学に設置いたしますとともに、沿岸３地区を巡回し、専門的な心のケアを実施

しているところでございます。活動実績といたしましては、９月末現在で開設回数 195回、延
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べ3,821人の児童が利用しているところでございます。 

 生活環境の変化による影響は、今後も長く続くことが見込まれ、心のケアに対するニー

ズの増加や多様化が懸念されますことから、被災者の心のケアにつきましては、中長期的

な視点で取り組んでいく必要があると認識しているところでございます。 

 また、このページの下段でございます。課題の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いてでございます。（１）の応急仮設住宅等における支え合い体

制の確立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 19市

町村の社会福祉協議会内に９月末現在で155名を配置いたしまして、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。県といたしましては、優良取組事例の情

報提供や研修会等を開催いたしまして、生活支援相談員の養成や実践力強化を図りなが

ら、見守り活動、それから相談支援等に取り組んでまいります。 

 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説明を終わらせていた

だきます。 

〇長山委員長 続きまして、（２）の台風 10号の被害状況及び復旧・復興に向けた取組状

況についてお願いいたします。 

〇熊谷副部長兼保健福祉企画室長 資料２を御覧いただきたいと思います。台風 10号の被

害状況及び復旧・復興に向けた取組状況でございます。この資料は、昨年８月の台風 10号

の被害状況と現時点での今後の対応方法につきまして、主な点について御説明を申し上げ

たいと存じます。なお、数字につきましては、本年８月１日時点となりますので、御留意

いただきたいと存じます。 

 まず、１の被災者の生活再建支援についてでございますが、表のとおり、全体で 4,504世

帯が全壊から床下浸水、いずれかの住家被害に見舞われたところであります。この被災を

受けまして、全壊及び大規模半壊世帯に対し支給される国の被災者生活再建支援金の支給

決定件数につきましては、８月１日現在で1,408件となってございます。また、市町村事業

及び県補助事業により、被災者生活再建支援法適用外の世帯に支給しております支援金に

つきましては、支給決定件数が半壊世帯が1,500件、床上浸水世帯が44件となっているとこ

ろでございます。今後につきましても、市町村と連携をとりながら、支援金の適切な支給

に努めてまいります。 

 ページおめくりいただきまして、２ページを御覧ください。２の応急仮設住宅の早期整

備についてでございます。御覧の一覧表のとおり、新築建築からみなし仮設を含めて265戸
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を整備し、214戸が入居している状況にございます。 

 ３ページを御覧ください。４のこころと体の健康の継続的な支援についてでございま

す。本年８月から９月に岩泉町で実施いたしました戸別訪問による在宅被災者健康調査等

保健活動につきましては、町の要請を受け、延べ22日間、44人の県保健師を派遣いたしま

して、町と連携して活動したところでございます。引き続き被災住民への支援を行ってま

いります。 

 また、岩泉町におかれましては、宮古保健福祉環境センター、それから社協の協力を得

ながら、町の保健師が被災者の巡回、見守り等と併せて、被災者等の心のケアの取組を行

っているところでございます。町の保健師において対応が困難なケースにつきましては、必

要に応じまして県精神保健福祉センターが技術的助言等を行っているところです。県とい

たしましては、引き続き被災者の見守り、相談支援の取組、そして心のケアの取組を支援

してまいります。 

 ４ページを御覧いただきたいと存じます。７の社会福祉施設等の安全対策でございま

す。前回の審議会で御説明いたしました岩手県防災会議幹事会社会福祉施設等防災分科会

における検討を踏まえまして、施設等に対する指導、助言を通して非常災害対策の改善を

図っているところでございます。８月には、施設等の特徴に応じました非常災害対策計画

の策定や避難訓練の実施等の充実を図ることを目的といたしまして、県内の取組事例集を

作成し、各市町村長等へ配付したところでございます。今後とも施設利用者の安全確保に

取り組んでいきたいと考えてございます。 

 簡単ではございますが、以上で台風 10号の被害状況及び復旧・復興に向けた取組状況に

ついて御説明を終わります。 

〇長山委員長 ありがとうございました。今（１）、（２）の説明がありました。大震災

からもう６年以上経って、あるいは昨年の台風10号でも岩泉町を中心にして、大変大きな

被害を被ったわけでございますけれども、その取組についての御説明がございました。そ

の取組の状況について、今の報告について、何か皆さんから御質問、確認等がありました

らお願いいたします。 

〇高橋委員 質問ではありませんが、意見よろしいでしょうか。 

〇長山委員長 はい、どうぞ。 

〇高橋委員 岩手県精神保健福祉会連合会の高橋といいます。いつもお世話になっており

ます。ありがとうございます。 
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 今話しさせていただきましたが、意見としてですけれども、台風 10号の被害状況の資料

２の３ページのところに、４のこころと体の健康の継続的な支援、下段に精神保健福祉セ

ンターの技術的助言等を行っているという記載があるわけでありますけれども、私日ごろ

残念だなと思っていることでお願いしたいことは、精神保健福祉センターの所長さんが常

勤ではなくて、兼務の状態になっていると。非常に今人的パワーが必要なときに、所長さ

んが兼務の状態にいて、心と体の健康のケアが、十分助言等ができるのかなという心配を

しておりますので、どうぞよりいい方向に進んでいくようにお願いを申し上げたいと思い

ます。 

 以上です。 

〇熊谷副部長兼保健福祉企画室長 ありがとうございます。確かに現在非常勤の職員とい

うことで、所長をお願いしているところでございます。御提言ございましたとおり、常勤

であることが望ましいところでございますが、なかなか医師の確保というのが難しいとこ

ろもございます。引き続き医師の確保に努めていただきたいと思いますし、不足する部分

は岩手医科大学さん等々の関係機関からの協力を得ながら進めていきたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

〇長山委員長 よろしゅうございましょうか。そのほか何かありますでしょうか。せっか

くの機会ですので、何かありましたら。特に、八重樫さんは岩泉で、直接被災されたとい

う経験がおありかと思うのですけれども、何か御感想なり、御意見がありましたらお願い

します。 

〇八重樫委員 実際には岩泉町で健康調査等をしていただいているということで、本当に

感謝しております。ただ、具体的には町民自体が遠慮深いところが物すごくあって、戸別

訪問等に対して拒絶反応がまだまだあるのかなというので、そこからもう一歩踏み入れた

取組というものを町としてもやっていただけるようにお願いをしていきたいと考えており

ます。 

〇長山委員長 ありがとうございました。岩泉は、多分東日本大震災よりも被害が大きか

ったのではないかと言われているくらいですので、今後とも何か御意見等、あるいは要望

等ありましたら、直接お話しいただければと思います。ありがとうございます。 

 では、（１）、（２）につきましてはよろしゅうございましょうか。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 ありがとうございます。 
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 それでは次に、（３）の介護保険法の一部改正及び「いわていきいきプラン2020（仮称）」

について、長寿社会課から説明をお願いします。 

〇近藤長寿社会課総括課長 長寿社会課の近藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 お手元に配付しております資料３を御覧いただきたいと思います。右上に資料「３―１」

と書いた資料になりますが、１ページ目の上半分に、今年の５月に成立いたしました地域

包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイントが記載さ

れております。大きく２つポイントがございまして、ローマ数字で記載されているところ

ですが、１つは地域包括ケアシステムの深化・推進、もう一つが介護保険制度の持続可能

性の確保でございます。 

 Ⅰの地域包括ケアシステムの深化・推進に向けましては、１の自立支援・重度化防止に

向けた保険者機能の強化等の取組の推進として、市町村など保険者に対する財政的インセ

ンティブの付与の規定の整備などが、また２の医療・介護の連携の推進等として、①の日

常的な医学管理や看取り・ターミナル等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備

えた新たな介護保険施設の創設などが、さらに３として、地域共生社会の実現に向けた取

組の推進等として、２つ目の黒ポツにありますが、高齢者と障がい児者が同一事業所でサ

ービスを受けやすくするための新たな共生型サービスの位置づけなどが行われたところで

ございます。 

 また、Ⅱの介護保険制度の持続可能性の確保に向けましては、４のところに記載してお

りますが、２割負担者、これは介護サービス利用料の利用者負担割合でございますが、２

割負担者のうち、特に所得の高い層、これは現役世代並みの所得のある方とされておりま

すが、この方々の負担割合を３割とすることや、５にありますが、介護納付金、これは 40歳

から64歳の第２号被保険者の介護保険料になりますが、この介護納付金への総報酬割の導

入が決定されたところでございます。 

 以下、時間の都合もございまして説明は省略いたしますけれども、この資料の下半分か

ら次ページ以降は、ただいま説明申し上げた事項がやや詳し目に記載されておりますほ

か、説明した事項以外で、今般の法改正で強化、改善が図られた事項についても記載され

ておりますので、御参考までに後ほどお目通しいただければと思います。 

 続いて、資料３―２、Ａ３判の横長の資料を御覧いただきたいと思います。いわていき

いきプラン2020の素案の概要についてでございます。今般策定しようとするいわていきい

きプラン2020でございますけれども、これは老人福祉法に基づく岩手県高齢者福祉計画と
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介護保険法に基づく岩手県介護保険事業支援計画を一体のものとして策定するもので、介

護保険事業支援計画としては第７期の計画となります。 

 資料のタイトルの下に記載しています目指す姿、「高齢者が、住み慣れた地域で安心し

て幸福に生活し続けることができる地域包括ケアのまちづくり」につきましては、現行計

画をほぼ踏襲したものですが、この後８のその他のところで説明があるかと思いますけれ

ども、県の次期総合計画の理念に幸福の要素が盛り込まれる予定であるということから、こ

のプランの目指す姿の中にも「幸福に」という言葉をつけ加えております。 

 それから、資料の左端ですが、本県の高齢化の進展と介護給付費の推移を記載しており

ます。１の高齢化の進展ですが、 65歳以上の第１号被保険者の人数については、棒グラフ

の白い部分になりますが、本県では計画期間最終年となります平成 32年度に全国よりも早

くピークを迎えると予想されておりまして、平成28年度からピークとなります 32年度まで

の４年間で１万4,000人程度増加するものと見込まれております。 

 また、要介護高齢者については、平成28年度は約７万6,000人でありましたが、平成32年

度には約７万9,000人に、また団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる平成37年、2025年

には約８万5,000人になるものと見込まれております。 

 次に、２の介護給付費の推移を見ますと、介護保険制度がスタートした平成 12年度の約

443億 5,900万円から上昇を続けておりまして、平成 28年度には約 1,176億 4,400万円

と、2.6倍を超える大幅な増加となっております。 

 資料の中ほどに計画策定の趣旨などを記載してございます。まず、１の計画策定の趣旨

でありますが、この計画は先ほども申し上げましたとおり、県の高齢者福祉計画と介護保

険事業支援計画を一体のものとして策定するもので、計画期間は平成 30年度から32年度ま

での３年間であります。現行計画に引き続き、ソーシャル・インクルージョン、ともに支

え合うという観点に立って、本県の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築、深化、推

進を目標とし、平成37年、2025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、沿岸の被災地においては、復興と新たなまちづくりに向けて、東日本大震

災津波復興計画等を踏まえて施策を展開いたします。 

 次に、２の計画の性格・推進についてですが、この計画は本県の高齢者福祉・介護施策

を推進する実施計画であり、また行動指針でもあることから、いわて県民計画をはじめ、関

係の各計画と調和を図り、策定いたします。また、毎年度達成状況を点検、分析、評価し、効

果的な施策の推進を図ります。 
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 次に、３の施策推進の基本方針ですが、目指す姿の実現に向けて、高齢者が地域社会の

重要な構成員として主体的に活動し、健康で生き生きと暮らせるよう環境づくりを進めま

すとともに、介護や支援が必要な状態になっても、可能な限り住みなれた地域で生活し続

けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を進めること、そしてシステム構築

に当たっては保健、医療、福祉等の関係者や地域住民が地域の課題を共有し、協力して資

源開発や政策形成につなげるまちづくりの一環として取り組むことが重要であり、高齢者

自身が支える側に立つことも想定しながら、世代を超えて地域住民がともに支え合い、幸

せを実感できる地域包括ケアのまちづくりを目指すことを掲げたいと考えております。  

 次に、資料の下側に記載しております策定経過と今後の日程ですが、既に８月と 11月に

各分野の専門家の方々を構成員とする岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会におきまし

て、素案等について御議論いただき、御意見等を頂戴したところです。これを踏まえて、今

後素案から中間案にバージョンアップした上で、12月以降パブリックコメントや地域説明

会などにより、関係団体、機関をはじめ、県民の皆様からも広く御意見をいただき、頂戴

した意見等を反映させながら最終案を作成して、来年の３月に協議会において審議いただ

いた後、年度内に策定するスケジュールとしております。 

 資料の裏面を御覧願います。重点施策として、12の施策を掲げております。時間の都合

もあり、ごく一部になりますが、御紹介いたします。１の高齢者の生きがいづくりと社会

参加活動の推進では、高齢者の自主的な社会貢献活動や元気な高齢者が地域の要援護者に

対して生活支援を行う活動などを支援し、促進していきます。 

 ２の高齢者の尊厳保持及び権利擁護の推進では、研修や専門相談の実施、成年後見制度

の利用促進など。 

 ３の地域包括ケアシステムの構築及び深化・推進では、関係機関、団体の連携促進や、専

門的な役割を担う人材の養成、市町村が開催する地域ケア会議への支援など。 

 ４の在宅医療と介護の連携推進では、在宅医療を担う人材の確保、育成や、医療や介護

の従事者など多職種の連携体制の構築など。 

 ５の認知症施策の推進では、認知症に関する正しい知識の普及啓発や医療従事者の認知

症対応力向上への支援、地域における住民との交流や見守り活動の促進、市町村が設置す

る認知症初期集中支援チームへの支援など。 

 ６の介護予防、地域リハビリテーションの推進では、リハビリ専門職を生かした介護予

防事業や住民運営の通いの場での介護予防体操の実施促進などに取り組みます。 
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 ７の多様な住まいの充実・強化では、有料老人ホームに関する情報の公表など。 

 ８の介護を要する高齢者等への支援では、地域で必要とされるサービス基盤の整備への

支援や施設の災害対策、防犯等安全確保対策への指導、助言など。 

 ９の介護人材の確保及び介護サービスの向上では、介護の仕事のイメージアップや処遇

改善による介護人材の確保、専門性の向上に向けた研修の開催、介護ロボット導入への支

援などに取り組みます。 

 10の介護給付適正化の推進は、新設の項目となっておりますけれども、従来プランとは

別途策定しておりました介護給付適正化支援計画をこのプランの中に組み入れるものであ

りまして、介護給付費の不適切な給付を防止する取組が低調な保険者への支援を行うこと

としております。 

 11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では、地域

コミュニティーの再生、活性化に向けた市町村の取組への支援など。 

 12の連携体制の構築では、ＰＤＣＡサイクルを活用して保険者の取組を支援する機能の

強化などに取り組むこととしています。 

 以上、駆け足の説明になって失礼いたしましたけれども、介護保険法の一部改正及びい

わていきいきプラン2020の素案についての報告とさせていただきます。 

〇長山委員長 かなり中身の濃い内容であったと思います。また、プランについては、専

門に協議会が立ち上がって、その中で専門家の人たちがかなり詳しく協議を続けている

と、そういう内容だったかなと思います。 

 ただいまの説明で何か御質問等ありましたらお願いします。どうぞ、狩野先生。 

〇狩野委員 岩手県立大学の狩野です。私も高齢者の研究をしているので、研究で考えて

いる定義というのと行政の考えているのは少し違いがあるのかということで、ちょっとお

尋ねしたいのです。 

 高齢者が地域の中で支える側に回るというのは大事なことだと思うのですけれども、若

者の人たちを支えるとかいろいろあると思うのですが、それが地域包括ケアという枠組み

の中になると、具体的に、あるいは例示でもいいです、こんなことを想定しているという

のをちょっと教えていただけないでしょうか。知識もあるから地域の重要な構成員になる

とかそういうのは分かるのですけれども、地域包括ケアという枠組みだと高齢者が高齢者

を何かケアするのかとか、その辺をちょっと、すごく難しいことだと思うのですけれど

も、例示でもいいので、ちょっと教えていただけるといいなと思います。 
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〇長山委員長 では、答えをお願いします。 

〇近藤長寿社会課総括課長 資料「３―２」の表の部分ですが、ポンチ絵といいますか、地

域包括ケアシステムの姿というものを記載してございますけれども、この中で例えばです

けれども、生活支援、いつまでも元気に暮らすために生活支援・介護予防という部分がポ

ンチ絵の下のところにありますが、要支援者への生活支援であるとか、あるいは介護予防

の取組などで、その担い手となる方々、主には若い世代であるとか、ＮＰＯであったりと

か、場合によっては株式会社等々あるかとは思うのですが、そういった方々に加えて、例

えば元気な高齢者の方々、老人クラブの方々であるとか、自治会の方々もやはり高齢の方々

多うございますので、そういった方々についても、いろんな役割が重なって大変だという

声は聞くのでありますけれども、やはり地域の人材、特に中山間地域などは限られてくる

部分もありますので、元気な高齢者の方々にはどんどん活躍していただきたいと。それが

またその方々の生きがいにつながり、介護予防等にもつながっていくというような、いい

流れでの循環につながればいいなと考えておりまして、今日も老人クラブ連合会の委員の

方いらっしゃっていますけれども、老人クラブでも、例えば既に友愛訪問というようなこ

とで、支援が必要な方々を見守るような活動もなさっていますし、もっともっとそういう

支援の活動を広げたいのだというような声も聞くものですから、そういったあたりでどん

どん、どんどん御活躍いただけるのではないかと考えております。 

〇長山委員長 いかがでしょうか。 

〇狩野委員 ぜひ進めていただければと。それで、恐らく岩手は岩手なりの、多分都会、東

京なんかで言われているようなものときっと違って、今みたいに地域の密着性というのが

非常に高いから、きっと岩手なりの何か独自のものがあるのかなと思うので、ぜひ積極的

に検討していただければと思っています。よろしくお願いいたします。どうもありがとう

ございました。 

〇長山委員長 いろいろ各地域で取り組んでいるだろうと思いますけれども、皆さんの住

んでいる地域では何かいい例がございますでしょうか。よくシルバー人材センターの方と

か、実費程度のお金をいただいて、庭の手入れだとか、移送の問題だとか、付き添いの問

題だとか、見守りの問題だとか、それぞれ動いているのかなという感じはいたします。ま

た、福祉施設事業所では人手が足りないということで、シルバー人材センターの方々が施

設に出かけてというか、調理を手伝ったりとか、そういう部分を見聞きするのですけれど

も、これらがもっと高齢者の活用という意味では検討してもいいのかなという感じがいた
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しますけれども、皆さんからは何かございますか、情報としては。 

 いずれ高齢者40万人、要介護の人たちが10万人にも近づいているという状況の中で、若

い人たちに相当負担がかかってくることは目に見えていますので、ぜひ今御提言のあった

ような内容についても十分取り組んでいただければと思います。 

 では、よろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 それでは、続きまして４と５を一括説明していただきまして、それから御

質問、御意見をいただくことにいたしますので、障がい者プランについて、障がい保健福

祉課から説明をお願いします。 

〇高橋参事兼障がい保健福祉課総括課長 障がい保健福祉課の高橋と申します。私から、障

がい者プラン、それからアルコール健康障害対策推進計画につきまして説明をさせていた

だきます。 

 まず、資料４を御覧いただきたいと思います。岩手県障がい者プラン骨子案の概要とい

うことで、ちょっと作業の状況から、本日は骨子案ということで報告させていただくこと

をあらかじめ御了承お願いいたします。 

 まず、目指す姿でございますけれども、仮でございますが、「障がいのある人もない人

も、それぞれの力を生かし共に助け合いながらいきいきと暮らしていける「共生社会」の

実現」ということで、これは現在のプランと同様のものということで考えているところで

ございますが、今後若干検討を進めて、基本的な方向性としては変わらないと思っており

ますが、文言等の修正等は行いたいと考えております。 

 左側に計画の策定の趣旨がございますが、まず１の策定の趣旨でございます。障がい者

プランにつきましては、これまでも策定をしてございまして、障がい者の各ライフステー

ジにおける医療、保健、福祉のニーズに的確に対応した総合的な障がい者施策の推進を図

ってきてございます。 

 ３つ目の丸のところでございますけれども、現在のプランが平成29年度、今年度で最終

年度を迎えますことから、平成30年度を初年度とするプランを策定するものでございます。 

 ２の計画の性格でございますが、障がい者プランは２つの計画から成ってございます。１

つが障害者基本法に規定されている都道府県障害者計画、岩手県障がい者計画というも

の、それから２つ目が障害者総合支援法に規定する都道府県障害福祉計画、岩手県障がい

福祉計画というものの２つでございます。 
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 ３つ目の丸のところでございますけれども、障がい福祉計画につきましては、今回新た

に法定計画となりました障がい児福祉計画と一体的に策定することとしてございます。 

 ３の計画の圏域等でございますけれども、現行の計画でも９つの圏域、いわゆる保健所

単位の圏域を設定してございまして、それは引き続き次期の計画におきましてもそういう

形で進めていきたいと考えております。 

 右側に参りまして、４番の計画の体系等でございます。（１）が障がい者計画でござい

まして、これは障がい者のための施策に関する基本的な計画ということで策定いたしま

す。計画期間につきましては、平成 30年から 35年度の６カ年ということで進めておりま

す。現行の計画につきましては、実は７カ年の計画でございましたが、今回（２）の障が

い福祉計画と同時に改訂をするということでございまして、障がい福祉計画が３カ年の計

画でございますので、この２期分を今回障がい者計画の計画期間とすることで考えている

ものでございます。 

 計画の体系でございます。現行計画の体系を基調として考えており、以下の４つの項目

で立てていくこととしてございます。１つ目が権利を守り、谷間のない適切な支援を提供

する、２つ目がライフステージに応じた切れ目のない支援を提供する、３つ目が自立と社

会参加を促進する、４つ目が安心して暮らしていける地域づくりを行うということでござ

います。 

 今回策定する中での主な見直し事項ということで右側に記載してございます。障がい者

の権利擁護につきましては、この間岩手県におきましても条例を制定してございますし、障

害者差別解消法等が制定されたといったようなこともございますので、記載を充実いたし

ます。昨今、大変話題になってきてございますが、発達障がいなどがいろいろと問題が出

てきてございますけれども、そういった多様な障がいへの対応に関する記載を充実いたし

ます。また、今般移転新築いたします療育センターの移転新築後の支援体制、あるいは農

福連携の取組、それから障害者総合支援法が改正されまして、新たなサービスができてく

るといったようなことについても記載をしてまいります。それから、防犯対策、防災対策

の強化についても充実をしたいと考えております。それから、特別支援教育推進プランで

ありますとか、あるいは文化スポーツ振興戦略、県の地域福祉支援計画などとの整合性に

ついても十分とった形で計画を策定したいと考えてございます。 

 右側に行きまして、（２）の障がい福祉計画でございます。第５期になります。この計

画は、障がい福祉サービス等の提供体制の確保に関する計画ということになります。計画
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期間につきましては、先ほど申しましたとおり、法律により３年間ということで、 30年度

から32年度までとなります。体系としては、現在の計画と変更はないと考えてございます

が、国の基本指針に即して策定してまいります。 

 主な見直し事項といたしましては、地域移行や障がい福祉サービス等の提供体制につき

まして、現行の計画、第４期の計画の実績などを評価、加味いたしまして、目標値を設定

いたします。また、障がい児の関係、障がい児の通所支援等の提供体制の確保等々、障が

い児に関するサービスにつきましても、新たな指標として追加いたします。それから、サ

ービス等の提供体制の見込み量につきましては、市町村計画の見込み量の積み上げにより

設定いたしますし、左側の体系の下のところにちょっと書いてございますけれども、市町

村でも計画をつくって、それを集約して圏域の計画として策定し、県の計画という形で積

み上げていくものでございます。 

 今後の策定日程でございますけれども、障がい者計画につきましては、現在素案を取り

まとめしている段階でございます。 12月以降、有識者による協議、パブリックコメント等

を行いまして、１月末までには最終案ができるように進めてまいりたいと考えてございま

す。 

 （２）の障がい福祉計画につきましては、現在市町村で策定作業が行われている段階で

ございます。１月末までにそういった市町村、あるいは圏域ごとの計画についての策定を

フォローいたしまして、３月上旬までにはおおむねのサービスの見込み量、数値を積み上

げて県の計画をつくり、３月の末までには確定した数値で計画として策定をするという予

定で進めてございます 

 続きまして、（５）の岩手県アルコール健康障害対策推進計画について説明申し上げま

す。資料５を御覧いただきたいと思います。県アルコール健康障害対策推進計画、仮称で

ございますけれども、素案の概要でございます。左側、１の計画策定の趣旨でございます

が、アルコール健康障害につきましては、平成 25年に基本法が制定され、26年６月に施行

されてございまして、そちらに都道府県で推進計画をつくることができるということとな

ってございます。平成28年、昨年の５月には国で基本法に基づく基本計画というものを策

定しておりまして、それでは平成 32年度までに全都道府県で都道府県の計画をつくるとい

うことが目標とされておりますので、本県といたしましてもアルコール健康障害対策を総

合的、かつ計画的に推進するため、県の計画を策定しようとするものでございます。  

 ２の性格・期間でございます。そういうことで、基本法に基づく都道府県アルコール健
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康障害対策推進計画として策定するものでございまして、計画期間につきましては平成

30年度を初年度とする５カ年の計画としたいと考えてございます。 

 ３番のアルコール健康障害をめぐる状況、本県の状況でございますので、若干御紹介を

させていただきます。１の県内のアルコール消費量につきましては、グラフにもございま

すが、東日本大震災以後増加をしてございまして、全国平均を上回っている状況でござい

ます。 

 ２の県民の飲酒の状況につきましては、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している

方の割合が男女ともに増加している状況でございます。 

 ３のアルコールによる健康障害でございますが、国の推計を当てはめると本県ではアル

コール依存症の基準に当てはまる方は5,900人程度と推計されるところですが、一方で依存

症の入院者数は約200人、通院されている方は約400人ということで、5,900人に比べれば大

変少ないという状況で、適切に医療につながっていないのではないかといったようなこと

が考えられるところでございます。 

 ４番のアルコールによる社会的影響でございますが、アルコールによって飲酒運転、暴

力行為、虐待、自殺未遂、そういったようなこと等の関連が強いということで指摘されて

おります。本県の状況でいいますと、平成28年１年間での飲酒運転検挙数は289人、飲酒運

転による交通事故は25件となっております。また、自殺者数につきましては、28年度288人

で、これは減少傾向ではございますけれども、 10万人当たりの自殺死亡率にすると、残念

ながら全国ワースト２位ということでございます。 

 こういった状況があるということでございまして、右側に参りまして４番の計画の基本

的な考え方と基本的施策でございます。計画では、国の基本計画と軌を一にして基本理念

を３つ掲げることとしてございます。１つ目がアルコール健康障害の発生、進行、再発の

各段階に応じた防止対策を実施していく。２つ目が当事者の方とその家族の方が日常生

活、社会生活を円滑に営むことができるよう支援していく。３つ目がアルコール健康障害

が飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題と関連するということですので、そういったもの

に関する施策との有機的な連携が図られるようやっていくということ、この３つを基本理

念として掲げていきます。 

 取組の視点として、本県独自の取組の視点ということで考えておるのが３点ございま

す。１つが東日本大震災被災者等への配慮という点、それから２つ目が家族に対してしっ

かり支援していくという点、３つ目が人材の確保を図っていくという点、これらにつきま
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しては次に説明いたします基本的な方向、基本的施策のそれぞれの取組において、こうい

った視点を持って実施していくという意味での視点でございます。 

 それで、基本的な方向、目標、基本的施策でございますが、４点考えてございます。１

点目が正しい知識の普及及び不適切な飲酒を防止する社会づくりでございます。基本的施

策として、教育の振興等、不適切な飲酒の誘因の防止といったようなことに取り組み、目

標として生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している方の割合を減少させるということ

でございます。ちょっとまだ数値が入ってございませんが、これにつきましては県の健康

いわて21プランと合わせた形で設定をしたいと考えてございます。 

 ２つ目が誰もが相談できる相談場所と必要な支援につなげる相談支援体制づくりという

ことで、相談支援等の充実、あるいはアルコール健康障害に関係して飲酒運転等をした者

に対する指導などの充実を図り、地域における相談拠点を１カ所以上定めることを目標と

してございます。 

 ３つ目が医療における質の向上と連携の促進ということで、健康診断や保健指導、ある

いはアルコール健康障害に係る医療について充実を図り、アルコール依存症に対する適切

な医療を提供することができる専門医療機関を１カ所以上定めることを目標としてござい

ます。 

 ４つ目は、アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくりというこ

とで、社会復帰の支援、民間団体の活動に対する支援を行い、アルコール健康障害を有す

る方たち等の自助グループの参加者数を増加させることを目標として取り組んでいるとい

ったようなことを計画していきたいと考えております。 

 ５つ目の推進体制につきましては、県のみならず、市町村、医療機関、関係機関、事業

者、県民の役割と連携、それから関連施策との有機的な連携について記載をいたします。ま

た、ＰＤＣＡサイクルをどのように回すかといったようなことについても記載をすること

を考えてございます。 

 今後のスケジュールといたしましては、現在素案を取りまとめしている段階でございま

して、12月以降パブリックコメント等により県民の方からも幅広く意見をいただいて成案

とし、３月までに策定するスケジュールで進めております。 

 以上、障がい者プランとアルコール健康障害対策推進計画につきまして報告とさせてい

ただきます。 

〇長山委員長 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、何か御質問、御
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意見が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 身体障害者福祉協会の藤井でございます。現在県において、例の震災の年に

公布された、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、これが全

国に先駆けて制定されたということで、非常に岩手県の障がい福祉に対する取組の先進性

については、たまたま先週、つなぎ温泉で東北・北海道ブロック、政令指定都市まで入れ

ると９団体で、160名ぐらい集まって討論会をすることがありましたけれども、その中でも

そういう評価をいただいております。今の障がい福祉計画、そのときの討論の中でも一番

課題になったのは、障がい者も高齢化して 65歳になると、それぞれ障がいの程度にもよる

わけですけれども、介護保険法に移行すると、こういう場合にどうするのかと、そのこと

についてみんなよくわかっているのかということが課題になりまして、各県ともいろいろ

課題があるようでございます。 

 でも、たまたま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の推進

協議会が岩手県ではありますけれども、その中でそれらについても今後検討をしていって

もらうと。それは周知ですけれども、検討するといったって、法律全体を見直すというこ

とにはならぬと思いますので、どう周知して、それぞれ自分の自立をしていく上での対策

を自分は自分で考えるべきだという考えがやっぱり強く出ておりますので、それらについ

ての支援をぜひ県からもお願いをいたしたいと思います。 

 特に施設から地域へということで、障がい者プランの総合基本計画の中でも随分やって

きたのですが、その中でこの間の討論会で出たのは、最近のＡ型作業所の問題です。これ

らと、それから自立するためには経済的な背景がなければだめだよと。そうはいってもそ

ういう問題が出てきますと、今後ではどうするのだということが結構課題になりました。 

 それともう一つ、障がい者の自立のために、社会参加のために、非常に大きな比重を占

めているのは、たまたま去年岩手県で全国障害者スポーツ大会やったわけですけれども、ス

ポーツに対する参加、それから各地域で手短にできるスポーツ。確かに今障がい者プラン

の計画、30年度から35年度、それから障がい福祉計画の 30年度から32年度の計画、これか

らやるわけですけれども、たまたまこの年度内に東京パラリンピックがあるわけです。非

常に皆さん興味持っているし、しかし競技に参加するということは、これは並大抵ではあ

りませんし、今岩手県では大江君ぐらいしかめどが立っていませんが、でも今現在全国の

強化選手に４名名前を連ねておりますが、その選手を育成することは文化スポーツ部と連
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携してやるのですが、そうではなく、やっぱりこの機会に東京パラリンピックを見たい、こ

れは見るということも非常に社会参加のために有意義なものですから、今年も愛媛に岩手

県選手団157名行ったのですけれども、主催県以外では最大の選手団だったのですが、残念

ながら台風に遭いまして、競技が一部中止になりまして、特に支援学校から行った知的障

がいの子どもたちが４名かな、出場できなくなった。泣かれまして、慰めるのに一苦労し

たのですが、でもこれも、国内では競技と言っていますけれども、パラリンピックから見

たら社会参加なのです。ですから、今後とも障がい者スポーツ、県でも毎年開催していた

だけることにはなっているのですが、これに参加するのはスポーツに参加する、競技で勝

つというよりも、地域における日常のスポーツの積み上げ、それから支援学校や福祉施設

なんかでの日常生活の積み上げの中で大会に参加できると、それが非常に大きな比重を占

めているものですから、この計画の中でぜひ具体的な東京パラリンピックを見学できるよ

うな仕組みなり、考え方なりをぜひ網羅していただければ大変うれしいなということを申

し上げて、終わりたいと思います。ありがとうございました。 

〇長山委員長 今いろいろお話がありましたけれども、何かコメントございますか。 

〇高橋参事兼障がい保健福祉課総括課長  ありがとうございます。３点お話をいただいた

と思っております。 

 １つは、障がい者の高齢化ということでございまして、これは御指摘のとおり大変大き

な問題ということでございますし、介護との連携といったようなことも今国で検討、ある

いは施策として出されてきているといったようなことがあると思っていました。そういっ

たことにつきましては、当然障がい者計画の中で避けて通るわけにはいかないと考えてご

ざいまして、今どういう形で記述し、政策を進めていくのといったようなことを検討して

おりました。 

 それから、Ａ型事業所の問題ということでございます。全国的に大量の解雇につながっ

ているといったようなことだと認識いたしますけれども、今のところ幸いなことに本県で

はそういった大量の解雇につながるような形のものは報告されていないところでございま

すが、今後ないとも限らないといったようなこともございますので、こちらについても計

画策定の中、あるいはそれに限らず施策としてどうしていくのかといったようなことにつ

いては検討してまいりたいと思っております。 

 それから、スポーツの関係でございます。スポーツに限らず芸術的な部分につきまして

も、御指摘のとおり、いわゆる大会とかそういったものについては、今年度から文化スポ
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ーツ部ができて所管してございますけれども、自立と社会参加という観点からすると、や

はり日常的に行う活動につきましては、我々も当然頑張っていかなければならないと考え

ておりましたので、文化スポーツ部と連携して、記載、それから施策について検討してま

いりたいと思っております。ありがとうございました。 

〇長山委員長 そのほか皆さんから何か。はい、どうぞ。 

〇高橋委員 アルコールの関係ですが、取組の視点３点、計画に載せられているわけです

が、これはこれで大変結構な内容だろうと思ってございます。いわゆる東日本大震災津波

被災者等への配慮、家族への支援並びに人材の確保等の３点、極めて重要な視点だと思い

ました。その３点の視点が下段のところの基本的な方向、目標、施策にどこにどのように

位置づけていくのかというところが見える計画になると、よりいい計画になっていくので

はないかなと思ってございます。誰が見てもこの視点がここに生かされているのだなとい

う内容であってほしいなと思いました。 

 それから、全然関係のない話をして大変失礼なことになるかもしれませんが、アルコー

ルについては分かりましたが、たばこの健康障害に対することは、これは国の法律との関

係で特に計画をつくる必要がなくてつくらないということなのか、そういう法律があるこ

とは何となくテレビ等では聞いてみたりしているのですが、そういうたばこの計画は特に

必要ないのでしょうか。とっても大変なのです、あの受動喫煙というのは。お互いに気を

つけたいものでありますけれども、ここはいい、ここは悪いというようなことで、実際は

あちこちで吸われていますよね。大変です。これは、国の法律との関係で県ではつくる必

要は何もない状態になっているのですか。教えていただければと思います。 

 以上です。 

〇長山委員長 何かございますか。 

〇高橋参事兼障がい保健福祉課総括課長  ありがとうございます。取組の視点につきまし

ては、実は当初計画の中ではなかったのですけれども、いろいろ基本的な施策等を検討す

る中で、結局みんな共通するよねと、それぞれの取組において、東日本大震災被災者への

配慮をしなければならないし、家族への支援もきっちり行っていかなければならないし、そ

れぞれを進める上ではそれぞれの人材を確保して、育成して、定着をしていただいてとい

ったようなことが必要になるという観点で、３つの視点を外出しする形として、それぞれ

の取組の中でそういった視点を持ってやっていきましょうということで考えたものでござ

います。 
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 ただし、おっしゃるとおり、計画の中でそういった視点が生かされているのだなという

ことが分かるようにということは御指摘のとおりだと思っておりますので、計画の中で記

述のところに少し、これは色濃く家族への支援という部分にかかわるのだよといったよう

なこととかという表記をする、あるいは別途、この視点に基づく取組にはこういうものが

ありますといったようなことでまとめると、そういったような工夫をしていきたいという

ことで検討を進めております。 

〇熊谷副部長兼保健福祉企画室長 受動喫煙の関係については、私からお答えします。受

動喫煙防止の関係につきましては、健康いわて21プランというのが医療政策の部分での計

画の中で盛り込んでおりまして、本年が計画の中間年ということで、さまざま現況、今の

施策の状況の分析、評価をいたしまして、それを後半戦どうやっていくかという部分を今

検討しているところでございます。その中に当然受動喫煙の部分あるのですが、具体の話

になってきますと、やはり国の法律が次期国会ですか、その辺のところで議論されるとこ

ろでございますので、そういった部分も見据えながらやはり検討していかなければならな

いと考えているところでございます。 

〇長山委員長 よろしいでしょうか。アルコールの問題、たばこの問題、非常に難しい問

題であるかなと思いますが、それぞれこれから取り組むということでございます。 

 ほかに皆様から、何か今の件で。はい、どうぞ。 

〇佐々木委員 希望でございます。今度療育センターが矢巾に、しかも医大のそばにでき

るということですが、もうできていると思いますけれども、せっかく医大のそばにあるわ

けですので、実は私たちは肢体不自由の子どもと家族がそれぞれ地域で自分らしく生きる

ために一生懸命努力しているわけですけれども、やっぱり体調を崩されたときが一番大変

なのです。それで、医大に連れていっても、点滴しては帰され、それを３日、４日と続け

るときがありまして、もうそういう状態になりますと、３日目あたりになると本人も動け

なくなるということで、非常にそういうときは親も子も大変な思いをしているわけです。そ

こで、医大で入院のお伺いを立てたことがございますけれども、ベッドがあいていないと

かということでお断りされて、非常に困ったことがありました。それで、せっかく今度療

育センターがそばになるので、そのときに短期で３日、４日点滴すれば治るという、そう

いう状態の障がい者をぜひ受け入れていただきたいという希望でございます。 

〇長山委員長 何か今の件に関しまして。 

〇高橋参事兼障がい保健福祉課総括課長  ありがとうございます。療育センターにおきま
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しては、実は現在も短期入所の事業というのはやってございまして、ただなかなか従事者

の確保等に課題がございまして、計画の人数までなかなか受け入れることができないとい

ったような状況でございます。一応１月から新しい施設に移って行いますが、引き続き短

期入所事業は行う予定でございますし、それに向けて従事者の確保なども図っておりまし

たので、そういった部分でご活用いただけるよう努力してまいりたいと考えています。 

〇長山委員長 よろしいでしょうか。そのほか何かございますでしょうか。よろしゅうご

ざいましょうか。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 それでは、次に参りたいと思います。（６）の “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、子ども子育て支援課から説明をお願いし

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の後藤でございます。私から

は、“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御説明をさ

せていただきます。座って説明させていただきます。 

 資料６を御覧いただきたいと思います。このｉ―サポの取組状況につきましては、昨年

度の社会福祉審議会でも御説明をさせていただきましたので、主にその後の状況の変化と

いいますか、そういった点を中心に説明させていただきたいと思っております。 

 １番のマッチング事業の関係、入会登録状況でございますが、10月31日現在で下の欄、計

のところですけれども、会員数が1,170人になっております。このうちお見合いをした件数

が883件で、そのうち交際に進んだのが436組となっておりまして、成婚数は26組、平成28年

度が10組、それから29年度に入りまして16組で、今26組となっております。その後 11月に

入りまして１組ふえておりますので、実際には27組というような状況になっております。 

 その後、昨年度から変わった点で言いますと、一番下、３番目のｉ―サポの運営体制の

ところでございますけれども、先月 10月に、一番右に書いてありますｉ―サポ奥州、今ま

では盛岡と宮古の２拠点体制でしたが、３カ所目の拠点としてｉ―サポ奥州を奥州市に開

設をいたしました。奥州市のチーフコーディネーター等３名でマッチング業務を行ってい

る状況になっております。 

 それで、今日の資料の中に資料を２つほど入れさせていただいておりますけれども、ま

ず “いきいき岩手”結婚サポートセンター「ｉ―サポ」と書いてある資料になりますが、そ

の右上のところに大きく29年10月１日、ｉ―サポ奥州オープンという具合に入れてありま
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す。場所につきましては、その裏になりますが、ｉ―サポの盛岡、宮古、それから左下に

ｉ―サポ奥州という具合に書いてございまして、水沢駅前の商業施設のメイプルというと

ころの２階に設置をしたところでございます。 

 このｉ―サポ奥州の利用実績ですが、 10月１日の開設ですので、今週の11月19日までの

約１カ月半の状況でございますが、このｉ―サポ奥州を利用して新規入会をした方が 43人

になっております。それから、更新手続をした人が６人、検索とか相談をした人が 112人、そ

れからお見合いをした方が８組 16人という形になっておりまして、大体１カ月半になりま

すが、延べの利用者は177人となっておりまして、大体１日平均 4.3人程度の利用があった

ところであります。今のところ、始まったばかりでございますけれども、奥州市さんとか

いろいろ宣伝等に努めていただいているのもありまして、おおむね順調な滑り出しではな

いかなという具合に思っております。 

 そのほか、資料６に戻っていただきまして、資料６の一番下、ｉ―サポの運営体制です

が、今のｉ―サポ奥州を開設しましたほか、下のほうに、業務内容のところに出張サービ

スというのが書いてあります。真ん中のｉ―サポ宮古のところで、出張サービス（釜石・

久慈、各月２回）と書いてありますが、これは昨年度までは月１回でしたが、今年の４月

から月２回にふやしております。 

 それから、左のｉ―サポ盛岡の業務内容のところですけれども、出張サービス（県北）

と書いておりまして、今年度から先ほどの釜石、久慈に加えまして二戸市でも月２回、10月

から二戸市でも月２回出張サービスというのを行って、現地でこういった入会手続とか、あ

るいは検索とかができるような体制を整えたところでございまして、拠点としては盛岡、宮

古、奥州、それから出張サービスをそれ以外の釜石市、久慈市、それから二戸市で行うよ

うになったということで、県内ある程度の地域で、いろいろな地域でこういった申し込

み、あるいは検索等が可能になってきた状況でございます。 

 そういった形で、ある程度結婚サポートセンター等の体制が整ってきたということもあ

りまして、その次の段階ということで、今県で進めようとしておりますのが、いわて結婚

応援の店という取組でございます。もう一つのパンフレット、今回配付しております若干

ピンク色っぽいパンフレットですが、いわて結婚応援パスポートと書いてある資料を御覧

いただきたいと思います。この事業そのものは、結婚応援パスポートで新婚家庭の方等を

応援しようというものでございまして、真ん中、開いていただきますと、いわてで結婚、未

来を育むおふたりへということで、岩手で結婚を希望する方、あるいは新婚夫婦の方を対
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象に、このいわて結婚応援の店というところがサービスを提供するということで、それを

提供するために必要なのがいわて結婚応援パスポートということで、これを受けた方が結

婚応援の店に提示をすることでさまざまなサービスを受けることができるといったような

ことを今想定しております。 

 この事業そのものは、来年の１月、平成 30年１月から開始する予定でございまして、今

の段階はお二人にサービスを提供してもらう店を募集していると、いわゆる協賛店を募集

しているというような状況です。県内では、例えば子育て支援の関係で子育て応援の店と

いうのがありますが、その子育て応援の店は、例えば子育て中のお母さんが利用するとい

ったようなことですので、例えばベビーカーを持っていって入れるように、あるいは授乳

ができる場所ですとか、あるいは子育て中のお母さん方が行くと、そこでお食事ができま

すよ、あるいはこういったサービス、割引をしますよというような形になるわけですが、今

度は結婚を応援するという形になりますので、子育て中のお母さん方が行く店とはまたち

ょっと違うのだろうなと思っておりまして、例えば今度は新婚家庭とか、あるいはこれか

ら結婚する方、つき合っている方になりますので、デートで使ってもらうような店という

ことで、例えばレストランでありますとか飲食店、それからブライダル産業、ホテル、そ

れから例えば結婚した場合に必要になってきますのがアパートを借りたりということで不

動産業界ですとか、あるいは食器を買ったり、あるいは電化製品を買ったり、家具を買っ

たり、そういったものを販売する際に、例えば当店を利用していただくと何％割引します

とか、あるいはドリンクをサービスしますと、そういった形の協賛店をふやしていって、新

婚夫婦の方、あるいはつき合って結婚を希望されている方が来た場合にそういったサービ

スを提供してもらおうというような形で今考えておりまして、今の段階は協賛店を募集し

ていて、来年の１月からそういった実際の利用につなげていきたいということでございま

す。 

 ということで、協賛店の募集をちょうど先週から始めたところですので、今日御出席の

委員の方には、今のお話の関係から、こういったところ該当になるかなというようなとこ

ろがありました場合にはこういった御紹介等をしていただきまして、県内の多くのお店等

に登録をしていただいて、新婚家庭等が利用するこういった店をふやしていただければな

という具合に思っておりますので、御協力をよろしくお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇長山委員長 今の説明に対しまして何か御質問、御意見等ありましたらお願いします。 



- 26 - 

 盛岡周辺だとランパスという、500円でランチが提供される店を紹介する 1,000円ぐらい

で売っている冊子がありますけれども、これはコンパスですかね、うまく活用してもらえ

ればいいなと思います。 

 私のいきいき岩手支援財団で、ｉ―サポ、サポートセンターを一緒になって運営してお

るわけですけれども、やはり決め手は登録の数がいっぱいあったほうがいいということだ

ろうと思いますので、ぜひ皆さんのお知り合いの中でありましたら、登録についてお勧め

いただければと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 ありがとうございます。 

 それでは、報告事項については終わりまして、全体的に何か皆さんから御質問等ありま

すでしょうか。聞き忘れたとかというようなものがありましたらお願いします。よろしゅ

うございましょうか。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 では、報告事項について終わります。 

 

８ その他 

 （１）次期総合計画の策定について 

 

〇長山委員長 その他に移りたいと思います。現在県が進めている次期総合計画の策定に

ついて、県の政策地域部政策推進室からその説明についてお願いしたいと思います。その

説明の後に御意見、御質問等をいただきたいと思います。 

〇小野政策地域部政策推進室政策監 県の総合計画を所管しております政策地域部政策推

進室の小野と申します。よろしくお願いいたします。私から、資料「７―１」によりまし

て、県の次期総合計画の策定につきまして御説明申し上げます。 

 現行のいわて県民計画の計画期間は平成30年度末までの10年間となっております。こう

したことから、これまでの計画に基づく取組の成果と課題を踏まえまして、次期総合計画

の策定を開始しました。去る11月８日、県の総合計画の策定、それから推進を担当してお

ります岩手県総合計画審議会に対して知事から諮問を行ったところでございます。本日

は、この資料「７―１」によりまして、計画策定の基本的な考え方や、今後のスケジュー
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ルなどについて御説明いたします。 

 はじめに、資料「７―１」の「１計画策定の趣旨」についてですが、県民一人ひとり、そ

れから多様な主体が岩手の未来のあるべき姿に向かって、今後 10年間に何をすべきかを考

えるとともに、力を結集して行動していくための目指す将来像、それから取組の方向性を

明らかにしようとするものでございます。 

 それから、「３計画の概要」についてです。計画期間は、今の県民計画が 30年度までで

ございますので、平成31年度から40年度までの10年間といたします。 

 それから、「（２）計画の構成」につきましては、10年間の長期的な方向性を示す長期

ビジョンと、長期ビジョンに基づく具体的な取組、推進方策を盛り込みますアクションプ

ラン、この２つによる構成といたします。なお、アクションプランにつきましては、知事

のマニフェストサイクルを考慮し、基本的には４年間といった期間を考えております。 

 それから、「（３）計画の主な方向性」でございます。大きく２つの方向性を考えてお

ります。まず、アといたしまして、幸福をキーワードに岩手が持つ多様な豊かさやつなが

りなどにも着目し、岩手の将来像を描いてまいりたいと考えております。これは、実は今

の県の復興計画の中で、被災者一人ひとりの幸福追求権の保障といったものを原則の一

つ、復興に向けた基本方針の一つと位置付けてございますけれども、こうした大震災津波

からの復興に向けた考え方、幸福追求権の保障といった考え方を次の10年の計画の中でも

県全体に広げていこうというような考え方に基づくものでもございます。 

 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。イです。復興計画の計画期間

が平成30年度までの８年間となっております。ですので、現在のいわて県民計画の 10年間

の最終年度と同じタイミングで復興計画自体は計画期間を終えます。そうしたことを踏ま

えまして、次期総合計画におきましても東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針に

掲げた基本原則、先ほど申し上げました被災者一人ひとりの幸福追求権の保障などでござ

いますが、そういったものを引き継ぎまして、次期総合計画の中に復興の取組を明確に位

置付け、切れ目のない復興の取組を進めていくこととしております。具体的には 10年間の

長期ビジョンに一つの章を設けまして、その中で復興についての基本的な考え方をしっか

りと位置付け、現行の復興計画の考え方を引き継いでまいりたいと考えております。 

 また、もう一つ、先ほど御説明しました４年間の具体的な施策などを示すアクションプ

ランにつきましては、現在は政策編、地域編、それから行政経営編といった３つの編から

構成しておりますけれども、そこに新たに復興に関する計画、アクションプランを一冊と
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いった形で新たに作りまして、復興について今後４年間どのような取組を具体的に行って

いくのかがしっかりと分かるような形で作っていきたいと考えております。 

 それから、「４計画策定の進め方」でございますけれども、基本的には岩手県総合計画

審議会において具体的な審議を進めてまいります。また、復興に関するものについては、既

にございます岩手県復興委員会にもお諮りしたいと思っておりますし、当審議会をはじ

め、各分野の審議会にもタイミングを見ながら内容について御説明に上がりたいと考えて

おります。 

 ４の（２）「県民等からの意見聴取」といたしまして、今後10年の岩手などをテーマに

幅広く県民の皆様から御提案を頂戴して、計画づくりに反映してまいりたいと思います。 

 それから、「６策定スケジュール」についてですけれども、先日、11月に総合計画審議

会に対して諮問いたしました。来年、平成 30年６月頃には、審議会から中間答申をいただ

きまして、さらに11月頃には審議会から最終の答申を頂戴いたします。そして、平成 31年

３月、県議会に議決を頂戴した後に３月末までには計画を決定し、公表いたしまして、平

成30年度当初から新たな計画のもとで復興も含めて取組を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 次の３ページをお開きいただきたいと思います。３ページは、今申し上げましたスケジ

ュールを図に表したものでございます。なお、左下のところの点線の枠内にさまざま県民

の皆様、有識者、それから市町村から、このような色々な手段を使いまして意見等を頂戴

していきたいといったことで、例えばワークショップでありますとか、さまざまなアンケ

ート、また懇談会などを開催してまいります。また、ＳＮＳ、フェイスブックであります

とか、ツイッター、こうしたものも活用いたしまして、計画策定に関する情報発信を行っ

てまいりたいと考えております。 

 次の４ページを御覧いただきたいと思います。次期総合計画の構成、現段階でのイメー

ジについてです。長期ビジョンの中に、先ほど申し上げましたように、幸福をテーマにと

いったことでございますので、２つ目の白丸、「理念」の中で、幸福、幸福の要素等とい

った、総合的な考え方を入れていきたいと考えております。 

 また、上から５つ目のところで復興推進の基本方向として、この中で、10年間の長期ビ

ジョンにおける「復興推進の基本方向」を明示していきたいと思っております。 

 また、その下の「政策推進の基本方向」の中で、産業、保健福祉分野など、10年間の政

策推進の方向性を打ち出してまいります。 
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 それから、その下、アクションプランでございます。これは、下の計画期間にございま

すように、基本的にはアクションプランについては４年間の計画、実施計画といった形で

考えております。第１期については、平成 31年度から34年度までの４年間といったことに

なります。この中で１つだけ、復興プランにつきましては、まず第１期、４年間を作りま

して、第２期以降の復興プランの取扱いにつきましては、第１期の復興の状況を見ながら

第２期を作るか、あるいは政策プランの中に位置付けるか等々について検討していきたい

と考えております。 

 それから、後ろに資料の「７―２」、「７―３」をお付けしております。「７―２」に

つきましては、現在のいわて県民計画に基づく取組、全体がどのようになっているのかと

いったことを取りまとめたものでございます。大きく７つの政策の柱に基づきまして、現

在いわて県民計画の取組を進めているところでございますが、時間の都合ございますの

で、説明については省略させていただきます。後ほどお目通しいただければと思います。  

 それから、次の資料「７―３」についてです。先ほど申し上げましたように、次期総合

計画については幸福を一つのキーワードとして、策定を進めてまいりたいと思います。詳

細につきましては、後ほど御覧いただければと存じますけれども、右側の枠の中、大きく

主観的指標と書いた中に、さまざまな色で12の要素を書いております。仕事、収入、居住

環境、安全、そして右側のほうの歴史・文化、自然環境というような形で、併せて12の項

目がございます。これにつきましては、上にありますように、有識者の皆様に昨年度から

今年度の９月にかけて、「岩手の幸福に関する指標」研究会においてさまざまな御検討を

頂戴し、その結果としての報告書をまとめたものでございます。その中で今申し上げまし

たさまざまな先行事例などを参考に 12領域、一人ひとりが幸福についてお考えになる際に

こうした12領域といったものが考えられるといったことで取りまとめを頂戴したものでご

ざいます。例えば当審議会に係るものでございますと、健康でありますとか、子育て、家

族、コミュニティなど、これ以外にも 12領域に強みといいますか、濃淡はあるにせよ、さ

まざまなところで関わってくると考えております。今後、次期総合計画を策定する中で、漠

然とした幸福感だけではなくて、その幸福感を構成するこういった 12の領域に着目しなが

ら、こうした領域を通じて幸福を高めるためにはどのような取組をしていくことが重要な

のか、こうした観点に立って、今後計画策定を進めていきたいと思いますし、総合計画審

議会等、県民の皆様からさまざま御意見を頂戴して策定していきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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〇長山委員長 ありがとうございます。次期総合計画についての基本的な考え方が示され

たわけですけれども、これにつきまして皆様から何か御意見、御提言等ありましたらお願

いします。いかがでしょうか。 

 幸福というキーワードが出てきたようでございます。なかなか難しい部分があるかと思

いますけれども、岩手県の場合には宮沢賢治が言う全ての人が幸福にならなければ云々と

ありますけれども、そういったことも岩手らしさが出てくるのかなという感じがいたしま

すけれども、皆さんはいかがでしょうか。 

 総合計画については、また別途全体的な審議会がございますので、そちらに委ねるとい

たしまして、もし皆さんから何か御意見等ありましたら、事務局を通じてお知らせいただ

ければいいのではないかなと思います。よろしゅうございましょうか。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 それでは、事務局からはその他何かございますでしょうか。 

〇中野保健福祉企画室企画課長 特にございません。 

〇長山委員長 皆さんから何かありますでしょうか。 

 （「なし」の声） 

〇長山委員長 それでは、時間も少し早目に終わるようでございますので、会議は終了い

たしたいと思います。御協力いただきまして本当にありがとうございました。 

 

９ 閉  会 

 

〇中野保健福祉企画室企画課長 委員長、どうもありがとうございました。 

 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とさせていただきます。本日はどうもありが

とうございました。 


