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平成 29年度 岩手県地域福祉推進協議会 議事録 

 

（開催日時）平成 30年１月 31日（水） 13時 30分～15時 30分 

（開催場所）エスポワールいわて ３階特別ホール（盛岡市中央通１丁目１－38） 

 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 議事 

(1)  岩手県地域福祉支援計画の見直しについて 

ア 計画の見直しの概要について 

  イ 第２期岩手県地域福祉支援計画に係る取組状況について 

  ウ 次期地域福祉支援計画の策定方針について 

(2)  社会福祉法に基づく地域協議会の設置について 

(3)  その他 

５ その他 

６ 閉会 

 

【出席委員（敬称略）】17名中 14名出席（３名欠席） 

田中 尚 公立大学法人岩手県立大学社会福祉学部教授 

沖舘 譲 遠野市健康福祉部健康福祉の里福祉課長 

大久保 浩和 雫石町総合福祉課長 

才川 拓美 大槌町民生部長 

門脇 吉彦 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会事務局次長 

木戸口 敏男 社会福祉法人久慈市社会福祉協議会事務局長 

郡司 彰 社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会事務局長補佐 

米田 ハツエ 岩手県民生委員児童委員協議会副会長 

畠山 里和子 一般社団法人岩手県社会福祉士会地域活動委員会委員 

吉田 均 岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会理事 

大信田 康統 岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会委員 

両川 いずみ 認定特定非営利活動法人いわて子育てネット副理事長 

木村 久子 一般財団法人岩手県老人クラブ連合会女性部副部会長 

平井 興太郎 盛岡市町内会連合会会長 

 

【県側出席者】 

  （事務局） 

八重樫 幸治 保健福祉部長 

渡辺 英浩 保健福祉部地域福祉課総括課長 

佐々木 吉信 保健福祉部地域福祉課主幹兼指導生保担当課長 

阿部 真治 保健福祉部地域福祉課生活福祉担当課長 

淺沼 修 保健福祉部地域福祉課主任主査 

菅原 俊樹 保健福祉部地域福祉課主任主査 

松尾 友子 保健福祉部地域福祉課主任 

  （関係室課） 

中野 文男 保健福祉部保健福祉企画室企画課長 

近藤 嘉文 保健福祉部地域福祉課総括課長 

前田 敬之 保健福祉部地域福祉課主幹兼指導生保担当課長 

後藤 賢弘 保健福祉部地域福祉課生活福祉担当課長 
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【傍聴者】 

   一般 なし、報道 １名 

 

１ 開会 

（阿部担当課長） 

 ただいまから、「平成 29年度岩手県地域福祉推進協議会」を開催いたします。 

開会に先立ちまして、八重樫保健福祉部長から御挨拶申し上げます。 

 

２ 挨拶 

（八重樫部長） 

県の保健福祉部長の八重樫でございます。 

平成 29年度岩手県地域福祉推進協議会の開会に当たり、御挨拶を申し上げます。 

  本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

委員の皆様におかれましては、各分野において第一線で県民福祉の向上に御尽力をいただい

ておりますことに対しまして、改めて感謝を申し上げます。 

さて、近年、少子・高齢化や過疎化の進行、単身世帯の増加等により、地域のつながりが希

薄化し、家族や地域で互いに支え合う機能が低下してきている一方で、制度の狭間に置かれて

いる方や複合的な課題を抱える方への対応等、地域の福祉ニーズはますます多様化・複雑化し

ております。 

こうした課題に対応していくためには、複合的な課題に包括的に対応することができる公的

な支援体制の充実だけではなく、住民主体による生活支援サービスの創出と運営等、地域住民

が主体的に地域課題を把握して解決を試みることができる地域力を高めることが必要となり

ます。 

そのためには、住民に最も身近な市町村が地域福祉計画に基づき、地域福祉の主体である住

民や市町村社会福祉協議会、関係団体等と協働しながら、総合的かつ計画的な取組を推進する

ことが重要でありますが、このような市町村の取組を支援するため、県では、基本理念を「互

いに認め合い、共に支え合いながら、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現」とし、ソーシ

ャルインクルージョンの考え方を基本方針として「岩手県地域福祉支援計画」を平成 21 年３

月に策定し、計画に基づく様々な取組を展開してまいりました。 

本日の協議会におきましては、地域福祉支援計画の主な取組状況を御報告させていただくと

ともに、平成 31 年度から始まる次期計画の策定方針等についてお示しし、御協議いただくこ

ととしておりますので、委員の皆様には忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げ、開

会に当たっての挨拶といたします。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員紹介 

（阿部担当課長） 

続きまして、本日の出席者を御紹介いたします。便宜上、出席者名簿順ということで御了承

いただきたいと思います。 

 

【名簿に沿って出席者を紹介】 

 

なお、本日は、公益財団法人テクノエイド協会理事長大橋特別委員、特定非営利活動法人岩

手県地域婦人団体協議会副会長大坊委員、特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センター

常務理事若菜委員は所用により欠席しております。 

 

５ 議事 

（阿部担当課長） 

続きまして、議事に入らせていただきます。 

それでは、これ以降の進行につきましては、岩手県地域福祉推進協議会設置要綱第４条第２

項の規定によりまして、会長が会議の議長になることとされておりますので、田中会長、よろ
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しくお願いいたします。 

 

（田中会長） 

お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

  皆さんにおかれましては、各地域で行政、民間、色々な角度から地域福祉の推進に御尽力い

ただきましてありがとうございます。 

  今日の議題の中心になっておりますのは、来年度、第２期岩手県地域福祉支援計画の最終年

になるわけですけれども、その５年目の時期を迎えるに当たって、計画の見直しというのが大

きなテーマになっております。 

御存知のように、高齢化のスピードですとか、地域の人口の変動ですとか、社会構造の大き

な変化というのは非常にスピードが速く、私たちの身の回りの様々なところで影響を受けてお

ります。特に、自分から助けですとか困難や課題のようなものを表に出しきれない、あるいは

出す術すらもわからないというようなことが社会的に問われているなか、地域福祉はそれを大

きく支えていく重要な機能をもったものであると思います。 

  委員の皆様におかれましては、日頃から地域福祉、支援を必要とする方、ニーズ等の変化に

しっかり目を配っていただいていることと思います。それらのことにしっかりと対応できる計

画でありたいし、その計画の実施というものを推進協議会としては進めてまいりたいと思って

おりますので、今日も活発な御意見を頂戴し、限られた時間ではありますけれどもよろしくお

願いいたします。 

それでは、早速、議事に入らせていただきます。座って進めさせていただきますのでよろし

くお願いいたします。 

議事として、(1)からその他も含めまして３つありますけれども、基本的な中心となるのが

(1)の「岩手県地域福祉支援計画の見直しについて」ということでございます。ア、イ、ウと

一つずつ区切り、皆さんで御議論いただければと思っております。まず、「ア 計画の見直し

の概要について」、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（淺沼主任主査）から資料№１－１、資料№１－２に基づき説明】 

 

（田中会長） 

ありがとうございます。それでは、ただいまの説明について、御質問や御意見がありました

らお願いいたします。 

  まずは、第３期計画策定が控えていますが、基本は現行計画の体系を軸にするということで、

現行計画を大きく変えるものではないという点が一つ重要なことだと思います。この後、現計

画の進捗状況等も具体的に御説明いただき、御意見いただくわけですけれども、この５年間、

まだ来年度１年ありますが、計画の体系を見直す要件があっただろうか、岩手県においてどう

だろうかということを改めて御確認いただき、現行計画の体系を基本とすることについて、御

意見がございましたらお寄せいただければと思います。 

 

（吉田委員） 

包括協議会の吉田です。一つだけ確認、質問ですけれども、３ページ目に新たに岩手県地域

福祉推進連絡会議と作業部会を設置して進めるとありますが、これは意義としては、変な言い

方ですけれども、縦割り行政では対応できなくなってきたということで、全庁挙げて、地域福

祉、地域ということに取り組んでいく意気込みの表れと私達受け取ってよろしいでしょうか。 

 

（淺沼主任主査） 

国が新たに定めたガイドライン等でも、様々な分野にわたって地域で福祉を推進していくと

いうことが打ち出されております。福祉という限られた視点だけではなかなか解決しない問題

もあるだろうと思います。 

今、民間企業や民間団体による様々な貢献活動など、様々な方、まさに多様な主体が地域で

活動されていることを踏まえますと、地域福祉を推進するに当たって、全庁一体となって取り

組む必要があるだろうという趣旨で推進連絡会議を設置いたしました。 
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（吉田委員） 

  ありがとうございます。 

 

（田中会長） 

他にいかがでしょうか。では、もう少し続けさせていただきますと、現行計画の体系を基本

とした見直し、その中で、今後、現計画に基づく取組状況を評価・検証するということが基本

的な考え方になります。 

その次に、見直しの視点として幾つか示されています。国では、「我が事・丸ごと」の地域

づくりを進めようとしていますが、地域共生社会の実現と今後の福祉改革の基本コンセプトの

ようなもの、ここ１～２年で国が提起しているものを踏まえて検討を進めるとしています。 

それから、社会福祉法の一部改正が本年４月に施行されますが、地域福祉計画は各福祉分野

の上位計画的な位置づけがあるとこれまでも言われていましたけれども、それが法律上明確に

位置付けられ、今後、実効性のあることに取り組んでいくということになります。 

  包括的な支援体制の整備のために、言葉で何度も出てきましたけれども、整合性を持つとい

う、この整合性がどういうことなのか、これからの作業部会等で具体化するということだと思

いますけれども、少なくとも各領域・分野の縦割りのサービス体系を超えた、もっとしっかり

とした、それらを包括するような仕組みを地域でしっかり築くという、そのようなことを県レ

ベルでしっかりと描いた上で、それを市町村の様々な取組に反映するような支援計画とすると

いう、こういうことが大きな課題となっています。 

  ２ページ目は、岩手県固有の今日的課題であります、福祉コミュニティづくり、これも第２

期計画で位置づけられたものですけれども、これについて、さらにしっかり継続していくとい

うことが基本的な見直しに向けての骨格になると思います。 

それを受けて、来年度のスケジュールが具体的に示され、計画策定体制として、この協議会

も含めて、新設の作業部会等を設置して取り組んでいきたいということです。スケジュール上

は、第１四半期で計画の骨子を立てるということですから、多分あっという間だと思いますが、

現実的にはこの会議でスタートを切ったと言っていいのではないかと思います。第１四半期に

おいて骨格、第２期四半期で素案を立ててと、この半年の間に大きな枠組みを固める予定にあ

るようですね。それについて、時間的にどうなのかという御意見があるかもしれません。ただ、

本計画は来年度で終わるわけですので、そういう点では、スタートをもっと早くすれば良かっ

たという御意見があるかもしれませんけれども、後ろ向きの御意見は御遠慮いただいて、気持

ちを新たにこの流れを御理解いただければと思います。かなり復唱するようなことになってし

まいまして申し訳ありません。御質問、御意見いかがでしょうか。 

 

（門脇委員） 

県社協の活動計画が同じ計画期間で動いております。作業部会等にも入っておりますし、当

方としても積極的に関わりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  それから、現時点では現行計画の体系を基本にしてということですが、当然のことながら、

この資料にもありますように、構成や項目の見直しがありうるとなっておりますし、現計画の

評価をしっかりしないと、はたしてこれでいいのかというところが何か所かありますので、今

後、意見を述べさせていただきたいと思います。 

  一点質問ですが、社会福祉法が改正になり、地域福祉支援計画が上位計画だという説明がさ

れ、国では様々な資料を出していますが、これがどうもよくわかりません。策定委員を他の計

画と同じにするとか、計画期間を一緒にするなどとの説明があるのですが、それは意味すると

ころと違う気がします。県では、上位計画というものの意味合いをどのようにお考えなのか、

お伺いしたいと思います。 

 

（淺沼主任主査） 

  何をもって上位計画とするのか、様々御意見があると思います、ただ、最低限、福祉の分野

に関しては、共通事項として重要な事項は全て支援計画に盛り込むという考え方が国から示さ

れております。 

 



5 

 

それは、高齢者、障がい者、子ども、各分野の事項を入れるのはもちろんですが、権利擁護、

自殺対策、さらに生活困窮者や制度の狭間にある方への支援をどうするのか、単なる福祉分野

に限定されず、就労や居住の問題等、様々な生活課題を抱えた方を支援するということについ

ての考え方を盛り込む計画であるとすると、当然、高齢者、障がい者、子どもについて、岩手

県として目指すべき方向が網羅されている計画として、上位計画、全てを包括する計画として

理解しているところでございます。 

 

（渡辺総括課長） 

  地域福祉課総括課長の渡辺でございます。若干補足させていただきます。 

  今、淺沼から説明したとおりではあるのですが、先ほど、田中会長からもお話がありました

が、地域の問題というのが様々な要因が絡み合い複合化してきております。その複合化した課

題を解決するという視点で捉えた場合、これまでのような高齢者、障がい者、児童といったよ

うな縦割りでは解決できません。そういったことから、制度の視点ではなく、課題を解決する

という視点から捉えた場合、３つの、もっと更にあると思いますが、そのような制度の垣根を

超えたアプローチも必要であろうと、そういったアプローチの仕方、つながりを規定するのが

地域福祉計画なり、地域福祉支援計画と考えておりますので、そういった意味での上位計画と

いう捉え方もあろうかと考えております。 

 

（田中会長） 

私も個人的に上位というのをどう解釈し位置づけるのかというのは、法令上は明確なことは

うたっていなくて、観念的なところであるというのが正直あるのですけれども、地域福祉の

様々な計画づくりに 10数年関わってまいりまして、よく言われたのは、地域福祉というのは

理念をうたって、児童や障がい、高齢といった各分野は、具体的なサービスに予算もついて、

様々な点で実効性のある、実態を計画するのだと、理念と実態との整理の仕方というのが今ま

であったと思います。 

  そういう観念や理念を上位というのではなくて、それに加えて、複合的な課題とか、世帯で

対応していくことも多くなってまいりましたし、それから生活の問題の多様性から考えると、

横断的な考え方をしなければならないというのはずっと言われてきていますので、そういう意

味では、福祉分野ごとの計画の整合性ですとか、調整ですとか、中身のようなそういうところ

に入り込んでいくという性質ももった上位という考え方が求められるのではないかと、私自身

はそういう風に解釈しております。 

  そこをやはり我々がしっかりと協議しながら、また、一体的なこういう作業の中でそれをど

う担保していくかということを見守っていかなければならないだろうと思います。そういう意

味で上位ということについて、これまでの経緯も含めてもう少し確認をというのが門脇委員の

御質問だったと思います。 

  私自身そういう理解をしているところですけれども。いかがでしょうか。 

 

（才川委員） 

  大槌町でございます。今のお話に関連して確認させていただきたいのですが、県の地域福祉

支援計画の策定を受けて、今後、市町村の地域福祉計画についても見直しをしていくことにな

りますけれども、上位計画の考え方として、従来の地域福祉計画の考え方としては、様々な福

祉分野にわたっての包括的な計画としての上位性というのは確かにあったと思います。今回、

この上位計画というのが改めて国から示され、県もそうだと思いますが、市町村の全体的な計

画体系として福祉分野の総合的な計画として地域福祉計画があり、その下に個別の計画として

の子ども、障がい、介護の個別計画がぶら下がっているという意味での上位計画ということで

はないと理解していいのかどうかという疑問がありましたので確認したいと思います。 

 

（渡辺総括課長） 

上位計画がどういうものかというのが不明確ということを確認していたところですが、上位

計画というのが明確になったと言っても、基本的に地域福祉計画、地域福祉支援計画の中身で

すとか考え方が大きく変わったとは捉えておりません。 
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  ただ、これまで以上にソーシャルインクルージョンですとか、これまで当県の支援計画が打

ち出してきたことがより明確になってきた、そして「我が事・丸ごと」で、一体として総合的

に取り組まなければいけないということがより明確になったということで、今回、上位計画と

明記されたのではないかと考えております。 

  したがって、例えば、地域福祉計画なり地域福祉支援計画で福祉のサービスの供給量全体を

規定するみたいな方法もあろうかと思うのですが、これまでもそういう形にはなっておりませ

んので、あくまでもそういった実態的な、具体的なサービスの中身については、それぞれのサ

ービス、計画、分野にお任せして、その間をどう埋めていくか、地域の方々とどのようにつな

がっていくかというところでの調整と申しますか、コーディネートというか、つながりをつく

っていくという意味での上位、総合的ということで、これまでの中身が変わった、あるいは新

しいことを規定しなければならないとは考えておりません。 

  ただ、「我が事・丸ごと」で、例えば、生活困窮者の自立支援相談機関が将来的に中核的な

機関として役割を果たさなければならないといった新しい視点が強く出ておりますので、そう

いう部分での対応ですとか、構成の見直しは当然出てくると思いますが、全く新しく構成を作

り直すというようなつもりではおりません。 

 

（田中会長） 

  各福祉分野の計画も地域を基盤にすることが前提になっておりますので、そのような共通の

ところを総合的に包括的にということがより上位としての位置づけと、その中の調整ですとか、

踏み込んだ取組に対する指針を行政も含めて地域の中で進めていく、トータルなものにしてい

くという、多少慣例的なところが言葉上あるかもしれませんけれども、そういうイメージで捉

えていただければと思います。よろしいでしょうか。 

  それでは、地域福祉支援計画の見直しの基本的な概要については、この方向で進めてまいり

ますということでここは閉じたいと思います。続きまして、項目のイになりますけれども、４

年目が終わろうとしていますが、「第２期岩手県地域福祉支援計画に係る取組状況について」、

事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局（松尾主任）から資料№２－１から資料№２－６までに基づき説明】 

 

（田中会長） 

どうもありがとうございました。資料等は事前に委員の皆様方に見ていただいた上で、たく

さん資料があるなかで限られた時間での説明となりましたけれども、御意見等がありましたら

承りたいと思います。第２期計画の今年度の状況について、いかがでしょうか。注目して御覧

になられた箇所もあるかと思いますし、また、素朴に実態と少し違うのではないかという疑問

をお持ちになられた方とか、御自由に御意見をいただければと思います。 

  次期計画は現計画の考え方を基本としてさらに５年間進めていこうということですけれど

も、現状について一定の評価や分析が大事なことだと思います。 

  県の計画ですから、市町村を支援するという位置づけがまずあって、支援計画というのもそ

ういう意味を持つわけですけれども、若干、間接的なところが計画の位置付けにもあろうかと

思いますけれども、このような具体的な数字等も御覧いただきながら、もう少しここはこう考

え直すべきだとかいかがでしょうか。 

  このような評価等を検討する時は、もう少しグループで話し合う時間帯を設けたり場を創っ

たりして、もう少しアクティブに委員の皆様方に関わっていただくことが一番理想ですけれど

も。こういうオフィシャルな場で質問しにくいところがあるとか、疑問もなかなかどう考えた

ら良いのだろうかというところで、躊躇されているところがあるかと思いますけれどもいかが

でしょう。門脇委員、よろしくお願いします。 

 

（門脇委員） 

  言い訳のようになるかもしれませんが、様々な事業があるなかで、県から説明いただいたも

のの多くが県社協で実施しているものでしたので、その関係で少し申し上げます。県から御支

援をいただき、計画どおり事業を進めているところでございます。昨年度は、平成 28 年台風
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第 10 号の対応がありまして、計画どおりいかなかったものもありますが、今年度につきまし

ては、当初の予定どおり進んでおります。 

ただ、私、県社協に来てみて思うのですが、例えば、ＣＳＷの関係ですとか、今、お話があ

りましたけれども、年度ごとに大体 30人から 35人ずつ養成していまして、累計で 300名を超

えるくらいですが、フォローアップの研修にも努めておりますけれども、そういう養成研修を

受けた方々をその後どこでどういう風に活動いただくのかということを考えた時に、やはり市

町村さんの御理解がないとなかなか活躍の場を創出できません。支え合いマップづくりにも取

り組んでおりまして、そこにＣＳＷの方々が入って進めていければと思うのですが、ここもな

かなか市町村の行政の方々が関わっていただく度合いが少ないというのが残念だなという気

がしております。 

今回、様々な指標があり、その中で数はこうなりましたというのはありますが、アウトプッ

トの形で、アウトカムのところが実際とうなっているのかということをなかなか測るのが難し

い計画になってきていると思います。次期計画は、そういうところも含めて検討されると思い

ますけれども、この事業はこうなったからここまでできましたということだけではなくて、ま

さしく横軸で、横のつながりでこの事業を実施したので、こちらの事業もこのようになりまし

た、こういう風にできますといったような評価をしていく必要があるのではないかということ

を県社協にいて思うところです。ですから、評価ということになりますと、「県社協なりに頑

張って取り組んでいただいています」となりますが、次期計画に向けては、そういうところを

見ていく必要があるのかなと思っているところでございます。感想的のようなもので申し訳あ

りません。 

 

（田中会長） 

  いかがでしょうか。両川委員、よろしくお願いいたします。 

 

（両川委員） 

どうもよくわかりません。今、門脇委員がお話されたように、評価の方法や計画の立て方が、

今更なんですけれど、今までどおりで本当にいいのか、結果ではなくて、成果というのと、こ

れから丸ごとでやるのであれば、縦割りではなくて、今、お話があったとおりだと思います。

モデル的なもので示していくとか、表し方をもう少し工夫する時期になってきているのではな

いかと思います。 

  それから、資料№２－６では、虐待、児童虐待、ＤＶ、それから高齢者虐待というところを

みると、すごく不幸になっているといいますか、幸せに近づいていないという感じがあって、

いずれ福祉の目的はみな生き生きとそれぞれに幸せになって、それぞれのところで幸せを感じ

てくださればいいなと思いますけれども、ただ数だけだとまずいということと、取り組んだこ

とがどう影響していくのか、実際こうなったということの示し方をもう少し工夫しないとわか

りません。 

 

（田中会長） 

計画となりますと、基本的には、インプットとアウトプットという入れた分の結果がどうな

っているのか、要するに、研修を行いますと、何人受講しましたと、こういうところで終わっ

てしまいますが、その結果、成果や効果のような部分がなかなか見えないので、アウトプット

だけの結果、評価だけではなかなかわからないというのが御意見ですよね。 

  先ほど事務局から御説明いただいたように、この支援計画は新規のものが２つほど第２期に

ありますけれども、第１期から基本的にはひとづくり、仕組みづくり、まちづくりという、こ

ういう目標があるなかで、ひとづくりというのは具体的には研修だとか人材の確保ということ

ですね、そのための研修やそういう取組がどのように活かされているのか、また、どのような

仕組み、地域福祉の基盤ができたのか、そういう成果がどのように見えるのかということがわ

かりにくいという、基本的な評価についての側面が直接的すぎるというところがあるかもしれ

ません。今後、この協議会でも、評価について今のようなことにも意識して捉えていくような

見え方、あるいは見せ方を工夫しなければいけないと思います。他にいかがでしょうか。 
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（大信田委員）  

  資料№２－２についてですが、障がい者の方の相談支援事業を長いことやっておりますと、

成年後見が必要な方が増えていると実感として思うわけですが、第３期アクションプランの目

標値 11団体に対して、実績も 11団体、ちゃんと増えているなと。この団体というのは、ここ

に関わっている人達というのはどのくらいいらっしゃるのですか。これから急速に増えると思

いますけれども、今後の目標等どのように設定しているのかといったことを考えた時に、中身

はどうなっているのかなと。この団体というのは、市町村別のことを指しているのですか。 

 

（阿部担当課長） 

この団体は様々な種類がございまして、例えば、二戸地域であればＮＰＯ法人を軸とした団

体がありますし、久慈地域であれば市町村が連携して団体を立ち上げております。最近の珍し

い例では花巻信用金庫さんの取組もあります。 

今の計画では法人数ということで指標を設定しておりますが、資料№２－６にもありますと

おり、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成 28 年度に施行されまして、新しい法律

に基づきますと、市町村を基本単位として権利擁護を進めましょうという動きになっておりま

す。ちょうど私ども、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会の専門職団体の方と一緒に、つい

先般まで県内全市町村を５つの会場に集めて意見交換を行い、今後の成年後見制度、そこまで

に至らない日常生活自立支援制度を一体として、高齢者、障がい者の方の権利擁護をどのよう

に進めていくのかといったところの取組を今後進めていきたいと考えております。従いまして、

第３期支援計画におきましても、新しい流れを踏まえ、新たな目標を設定し進めていきたいと

考えております。 

 

（大信田委員） 

  確かにこれからどんどん増える傾向にあるわけです。障がい者の地域生活が始まってくる、

その分増えるわけですから。是非力を入れてやっていただきたいなということでお伺いいたし

ました。ありがとうございました。 

 

（田中会長） 

阿部課長の説明にもありましたけれども、成年後見制度の推進に向けて市町村が積極的に取

り組まないといけないのですが、岩手県は市町村申し立てが少ないですね。行政が積極的に成

年後見の申請等に関わっていかないと、親族や本人、当事者だけではなかなか間に合わないと

いう、こういう現状がかなり潜在的にあるのではないかと指摘を受けています。 

  それと同時に、実証していくＮＰＯ等が各地域に出てこないと、申し立てを受けても実際に

後見活動をしていく基盤ができていないということも現実にありまして、釜石市で私も関わっ

ていますけれども、地域でそういった取組をしようという、大槌町と組んでいこうという話が

先日もあったところです。 

 

（大信田委員） 

後見人は増えているのですか。 

 

（田中会長） 

成年後見も増えないし、市民後見をどうするのかということなどが今一つの目標になってい

ます。信用生協さんも色々と関わっていただいて、財産管理にも金融関係の方が関わっていた

だくようになりましたが、まだまだ人材が足りません。 

  多岐に渡る、また、非常に内容も豊富ですので、事前にお目通し頂いたとはいえ、読み込み、

咀嚼するのに御苦労なさったところもあるかもしれませんけれども、これが第２期計画の今の

基本的な枠組みでありますし、是非そのことについては御説明できるような委員にそれぞれが

なっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  特に御質問がないようでしたら、ここは一旦区切らせていただいてよろしいでしょうか。そ

の後、資料について、素朴なことでここでは聞けなかったなど、何かありましたら事務局にお
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問合せを積極的にしていただければと思います。 

では、続きまして、はウの「次期地域福祉支援計画の策定方針について」、事務局から説明

をお願いいたします。 

 

【事務局（淺沼主任主査）から資料№３－１及び資料№３－２に基づき説明】 

 

（田中会長） 

どうもありがとうございます。ただ今の説明につきまして、御質問や御意見がありましたら

お願いいたします。 

 

（大信田委員） 

これからお話することは、県として取り組むべきレベルの話なのかちょっとわからないで 

すけれども、本当は市町村あたりで取り組むべきことと思いますが、何かというと実は私、去

年１年間、定年退職した男性の方々の地域活動への参加プログラムを考えました。それはどう

してかといいますと、私は桜台という団地に住んでいますが、今までいきいきして会社に通っ

ていた人達が、定年退職すると一転、外にも出ない、地域との交流もない、奥さんが帰ってく

るのを待っているような人達があまりにも多くて、これを実は私たち、県大でいうと米本先生

だとか、福祉関係者、医療従事者等で生き活きライフ展実行委員会というのをつくっております

が、29年度の事業をどうしようかといった時に、そういういわゆる定年退職した高齢、中高齢

者という表現がいいでしょうけれども、中高齢の男性を地域の活動に引っ張り出す方法を考え

ようということで、岩手大学附属幼稚園でじじばばと遊ぼうというイベントを行いました。テ

ーマは何かといいますと、入口として自分達が昔遊んだことをとおして子どもたちと遊ぶ仕組

みができないのかなと。それをきっかけに地域活動ですとか子どもとの関わりができれば一番

良いなと思い、行いました。 

岩手大学附属幼稚園には町内会が６団体ほど関わっているのですが、各町内会に文書を送り、

電話をすると、「わかりました。役員会でかけてみます。」と。結論から言うと一人も出てきま

せんでした。「いませんでした。」という結論です。大信田さん達が考えているように、定年退

職して家にこもっている男性でも女性でもいいですけれども、「いませんか。」と言うと、「う

ちでは把握できていませんのでお手伝いできません。」ということでした。 

最終的には、岩手大学附属幼稚園で、我々と町内会役員さんが何人かいらして、昔の遊びの

イベントを行いましたけれども、支援計画で言いますと、１の「福祉を支える人づくり」です

とか、あるいは高齢者や障がい者等の福祉サービスの推進なのか、あるいは「福祉でまちづく

り」なのか、こういうことのテーマの中に、今、私が申し上げたようなことを取り組む方法が

ないのだろうかという思いからお話ししました。県の事業としてはなかなか難しいところもあ

ると思うのですが、市町村事業かあるいはもう少し社協レベルの事業になるのかはわかりませ

んけれども、今、申し上げたように、定年退職した中高齢者の人たちが行くところがなく、地

域との交流がなく、ひとりで悶々と生きている人達が多いものですから、なんとか引き出す方

法はないだろうかという思いから、機会があれば考えていただきたいという提案をいたしまし

た。 

 

（田中会長） 

  御意見ということですね。 

 

（吉田委員） 

  今のことに関連しますが、国もそうですが岩手県でも人生 100年時代の青写真というのをど

う描けばいいのかということが地域の課題だと思います。このままいくと今の 20 代女性の半

分は 100歳まで生きるわけですよね。地域では 80歳になっても元気な人もおりますけれども、

どう生きるのかと、一人ひとりの県民の問題という気がします。 

  そういうことも地域の課題として、自分達のまちをどのようにつくっていけばよいのかとい

うことですので、福祉でまちづくりは地域づくりという風に一体的に進めていく視点を持って

31年度からの地域福祉支援計画を策定することが重要なのではないかなと、今、大信田委員の
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お話を聞いて思いました。私もどう定年後を生きていけば良いのかと、地域でどういうことを

していけば良いのかなと、一人ひとりの問題ではないかと思い、感想でございます。 

 

（田中会長） 

  ありがとうございます。 

 

（大信田委員） 

  社協さんでは何か把握されていますか。木戸口委員、久慈ではどうですか。 

 

（木戸口委員） 

私もそういう年代になってきて、退職後の自分の生き方としてどうするのか、社協にいて、

ボランティア活動にも参加してきた者として、退職後、地域で自分がどう生きていけばいいの

かということを現実的に感じているところです。 

  今、百歳体操ですとかあるいは介護予防ですとか、そのようなことに対して、退職した男性

も含め、数は少ないと思いますけれども、地域で活動したいという方々は出てきていると思い

ます。そういう方々を社協としてどのようにボランティア活動等に結びつけて、地域で児童の

問題だとか虐待だとかあるいはジジババと遊ぼうのように、先ほどのお話の中でも、高齢者の

見守りも大事だと思いますし、あと子ども、虐待も含めてですけれども、そういったところで

の地域の見守りの中で、そのような方々をどのように活動に結びつけていけば良いのかという

ことを社協としても考えていかなければならないと思っています。 

 

（大信田委員） 

窓口、幼稚園や保育園ですよ、非常に協力的でした。大信田さん達が考えているようなこと

で、私達ができることであればなんでもしますと。ここは、父兄会がしっかりしていまして、

パパさんズという父兄のお父さんたちの組織があるのですよ。一所懸命やってくれまして、

我々に共感して、「じゃあ、やりましょう。」と。けれども、一人として集まらなかった。一年

かけて準備して６町内ですよ。６町内というと結構な人数でしょう。何百人という。一人もい

ない。難しいなあと。 

 

（木戸口委員） 

先ほど成年後見の話が出ましたけれども、市民後見人の養成を 29 年度行っておりますが、

28名の参加を得まして、１人欠けましたけれども、市民後見人となって活動しても良いという

確認をとらせていただいております。27名の中には、定年退職した方もいまして、退職後、こ

れから地域でボランティア活動として何かお手伝いしたいという方が何人かおります。 

 

（両川委員） 

それに付随してなんですけれども、今の若い子育て中のお父さん、お母さんって、世代の違

う方々とつながることがなかなか慣れていないと言いますか。親以外の人にも子育てに関わっ

ていただきたいと思うのですが、なかかなかそういったことが難しい。 

  ただ、色んな仕組みをつくらなければならないなと、宣伝になりますけれど、２月 10 日に

世代間フォーラム、どの世代も犠牲にならない、それから成熟した付き合い方ができれば良い

なというようなことで行います。地域のつながりもそうですけれども、親世代とのつながりも

薄い時代になっていますので、私としては、社会全体で子育ての前に、身内の全体での子育て

みたいな感じで、そういったものが重なっての地域になっていくと思いますので、その辺りと

もつながっているなと今、お話を伺い思っていたところです。この計画の中でどういう風にな

るのか。先ほどの人生 100年時代、これから必要なことだなと聞かせていただきました。 

 

（田中会長） 

  御感想や御意見ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

 



11 

 

（門脇委員） 

  先ほどから出ていることに関連しますけれども、第１期計画、現計画を改めて目を通したの

ですが、一般企業の社会貢献のようなものは今の計画でもうたわれていますが、おそらく事業

なり取組として具体的なものが、手法がなかったということだと思います。 

また、大信田委員のお話ですが、退職したからということだけではなくて、当然、現役の時

からそのような活動をしてというのがつながっていくことだと思います。第３期計画に活かし

ていただければと思います。 

 それから、町内会の話もありましたが、現計画でも町内会や自治会という言葉が沢山出てき

て、ほとんど民生委員と並列で書かれています。おそらく、町内会や自治会に直接アプローチ

する手法がないから、具体的な取組が何もできないのだと思います。全部、民生委員さんにし

わ寄せがいっていて、民生委員さんの負担感がとても強いというのがあります。結果的に、自

治会等へのアプローチが何もできなかったからだろうなと。「地域共生社会」とか「我が事・

丸ごと」というのは、現計画の基本方針に書いてあることで、言葉は違えども同じ方針でやっ

ているはずなのですが、介護ですと１層、２層、３層という話になりますが、やはり４層が大

事なのではないでしょうか。近所の自治会・町内会ぐらいの単位で何か取組ができないと、地

域共生社会の実現はとってもできないと思いますので、そういう視点が必要だなと思います。 

一番訴えたいのは、先ほども少しお話しましたけれども、市町村がどれだけ本気になるかと

いうことだと思います。様々な施策が市町村に権限なり責任が下りてきていますし、県の支援

計画にしましても直接できるものは限られていると思います。実際に行うのは市町村さんで、

いかに支援をしていくかということがこの支援計画であると思いますので、市町村を本気にさ

せる仕掛けが支援計画の中で必要な気がします。「市町村の体制づくり」の項目では、「地域福

祉計画策定の促進」の次に「地域福祉計画の推進」が出てきますけれども、まさしくここが大

事なところだと思いますので、そういった意味でも計画を策定して終わりということではなく、

その計画を推進しているのかどうか実績を測る指標なりスケール、きちんとしたものを出して

それを公表していくなかで、どこの市町村がどうなっているのかということを目に見える形で

表していくことが大事なことだと思います。第３期計画を策定していく上では、そういったこ

とも検討していただければと思います。 

 

（田中会長） 

  様々な意見や提案がありましたけれども、事務局から何かありますか。 

 

（渡辺総括課長） 

  ありがとうございます。今、お話がありました中高年、高齢者ということについて、実は第

１期計画は高齢者を支援する対象とする色彩が強かったのですが、第２期計画では高齢者も主

体だという書き方になっておりまして、中高年男性をいかにして引き出すのか、定年した方を

どう社会の中に引っ張り出して、主体としていくかという視点は、これからの長い人生を考え

ると重要になってくるのだろうと思います。 

そのようなことで、実はこの計画自体が、県内の良い事例、先進的な取組事例を紹介して、

市町村や地域の方が取り組む際にこういったことをすれば良いのだということを御紹介する

計画にもなっておりますので、中高年男性、あるいは定年を過ぎた男性が社会に出て良い活動

をしている例を紹介し、県内に広めていきたいと思っております。そのような良い例がありま

したら、積極的に教えていただければ幸いに思います。今申し上げたような視点はとても大切

だと思いますので、是非、第３期計画に反映させてまいりたいと思います。 

 

（田中会長） 

策定ガイドラインを基準に見直しを図っていくことですとか、構造分析のような、今の支援

計画をどのように見直していくのかということを素案として出していただきました。よろしい

でしょうか。今後、本格的に作業に入りますので、次回の協議会でまた協議することと思いま

すけれども、これを機に積極的に御意見をいただければと思います。 

  それでは、議事の「(2)社会福祉法に基づく地域協議会の設置について」、事務局から説明を

お願いいたします。 
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【事務局（菅原主任主査）から資料№４－１及び資料№４－２に基づき説明】 

 

（田中会長） 

  ありがとうございます。それでは、皆さんから御意見をいただければと思います。 

 

（門脇委員） 

  これだと必ずしも当該地域の意見を聴いたことにはならないと思います。社会福祉法人が地

域公益事業を行いたいと予定している地域の住民の方や市町村からどのような形で意見をい

ただくのかがわかりません。設置要綱の改正案を見ましても、関係者が出席できるようなもの

になっておりませんし、どのように捉えているのか教えていただきたいと思います。小地域ご

とに、少なくとも振興局単位くらいで実施されると思っていたものですから、全県で一つとい

う趣旨がわかりませんので説明していただけますか。 

 

（田中会長） 

振興局の方が適当ではないかという御意見ですが、いかがでしょうか。 

 

（渡辺総括課長） 

計画策定に対する意見という点だけについて言いますと、お話されたとおり身近な方がよろ

しいということもあろうかと思います。計画を立てることについては、様々御意見があると思

いますが、制度的には余剰のお金、資金を持っております。余剰の資金を使って地域に貢献し

てくださいということになるわけですが、「これを行ってください。」というような意見ができ

るものではございません。「こういったことをしてほしい。」という意見を言って、それを法人

さんが自ら決定することになりますので、例えば、皆さんが普段感じていらっしゃる「社会福

祉法人にこういった活動、取組をしてほしい。」ですとか、「こういったことにも手を伸ばして

ほしい。」ということを、地域福祉を推進するという観点から発信することによって県内の社

会福祉法人さんに働きかけていきたいと考えております。計画だけを考えますと、先ほど資料

にありますとおり、実は県が所管している 100の社会福祉法人で余剰資産と認定されているの

は１割程度、残りの９割は特に計画を立てる必要がないということになります。ただ、９割の

社会福祉法人さんも地域で当然活動されているわけで、実際、社会福祉法人さんは地域で様々

な活動をされています。そういった地域で活動されていることをより広く法人さんに御紹介、

あるいは求めていくためにこの場を活用させていただきたいということでございます。 

 ですから、もし実際計画が出てきて、地域の意見が必要ということになりましたら、当然、

振興局や町村等に意見聴取をするなどの手を講じたいと思いますけれども、単に、計画を審査

するということではなくて、社会福祉法人に対し、いかに地域貢献活動、地域の福祉推進に働

きかけていくかという点で皆さんから御意見をいただきたいということで御理解いただきた

いと思います。 

 

（田中会長） 

  門脇委員、いかがですか。 

 

（門脇委員） 

  わかりました。 

 

（田中会長） 

市町村主義の立場からすれば、このような全県的な場で地域の社会福祉法人の活動というの

はかい離があるわけですね。地元の市町村、特に町村やしいていえば振興局単位で見た方が良

いのではないか。また、その方が現実的ですしよくわかります。 

一方で、既存のこの組織で地域福祉を積極的に推進するという観点から、この場で所管でき

る範囲内の対応をするという意図があり、後者の全県的なここで行うことの目的を明確に前に

置いて位置づけとしたいということですけれども、御理解、御納得いただけますでしょうか。 
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私から言えば、ある意味では暫定的と言いますか、一時的な位置づけにした方が良いと思い

ます。ゆくゆくは身近な市町村が地域公益事業を審査、評価していくことが適切だろうと、私

も門脇委員と同様の認識を持っていますけれども、そういう点でまだ始まったばかりの制度で

もあるということで、事務局の説明にある目的をまずは第一に捉えて、お諮りしたいという、

こういうことでいかがでしょうか。 

  既存の組織としては都合の良いところもありますし、また、そういう幅広い目的をこの協議

会は担っているわけですので、様々な形で関わりを持てるということがあると思いますが、課

題はあると思います。今回の滑り出しとしては、そういう認識の上でお認めいただき、要綱の

改正について御理解いただくということでよろしいでしょうか。門脇委員の御指摘は適切な側

面があると思いますが、お認めいただく方向でよろしいでしょうか。今後、５月には、定期的

な協議会を開催するということですか。 

 

（渡辺総括課長） 

 計画が出てくれば必ず開かなければならないのですが、ただ、来年度につきましては、第３

期支援計画を策定いたしますので、その計画の意見をお伺いすることも兼ねて開かせていただ

ければと考えておりました。また、計画が仮に出てこなかったとしても、社会福祉法人に対す

る働きかけですとか、御意見をいただくためには、定期的に開かせていただきたいと思ってお

ります。 

 

（田中会長） 

このように全県的なところに置くというのは岩手県だけですか。複数の市町村にまたがって

置いているようなところはありますか。 

 

（菅原主任主査） 

  それぞれの県におきまして対応が分かれているというのが正直なところです。全県１区で設

置しているところと、地域ごとに設置しているところと分かれているのが現状でございます。 

 

（田中会長） 

  岩手県だけが特殊というわけではないということですけれども。その辺りの情報等もいただ

きながら、委員の方の今後の検討材料にもなると思いますので、他県等の情報をまたお願いし

ます。 

それでは、「(3)その他」について、事務局、委員の皆様から何かございますか。 

それでは、５の「その他」に移らせていただいて、議事以外でその他委員の皆様から何かご

ざいますか。事務局からは何かございますか。 

 

（松尾主任） 

現在皆様には平成 28 年、29 年度と、委員を務めていただいておりますが、現在の任期が今

年度末までとなっております。今後、改選の時期を迎えますので、３月上旬を目途に所属団体

様を通じた推薦等により次期委員の推薦を進めることとしておりますことをお知らせいたし

ます。 

 

（田中会長） 

任期は我々今年度末ということですけれども、来年度の委員については事務局からまたお問

合せ等あると思いますので、その際は御協力をお願いいたします。それでは特にないようでし

たこちらの方は閉じさせていただきます。 

 

（阿部担当課長） 

御審議いただき、誠にありがとうございました。それでは、最後に八重樫保健福祉部長から

御礼を申し上げます。 
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（八重樫部長） 

本日は、長時間にわたり御審議をいただきありがとうございました。計画づくりに当たって

ヒントとなる重要な御提言など様々いただきましたので、第３期の地域福祉支援計画の見直し

につなげていきたいと考えております。 

先程事務局から説明申し上げましたとおり、委員の皆様におかれましては、現任期が３月ま

でとなっておりまして、この間、協議会に御協力いただきましたことについて、御礼を申し上

げます。 

今後とも本県の地域福祉の推進に御協力いただきますようお願い申し上げまして、協議会を

閉じさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。 

 

（阿部担当課長） 

これをもちまして、平成 29 年度岩手県地域福祉推進協議会を閉会いたします。誠にありが

とうございました。 


