
 

岩手県社会福祉審議会議事録 

 

 

１ 開催日時  平成30年７月25日（水）15：00～17：00 

 

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 平成 29年度における各専門分科会及び部会の開催状況について 

イ 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 

ウ 岩手県地域福祉支援計画（第３期）の策定について 

エ 「岩手県子どもの生活実態調査」の実施について 

オ 平成 30年度児童虐待による死亡事例検証委員会について 

(２) 意見交換事項 

ア 次期総合計画（素案）「長期ビジョン」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 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、委員総数20名中15名でございます。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、本日の会議について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

きました委員を御紹介いたします。 

 株式会社岩手日報社常勤監査役の川井博之委員でございます。 

〇川井委員 岩手日報社の川井博之といいます。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、岩手県立大学社会福祉学部学部長の桐田隆博

委員でございます。 

〇桐田委員 岩手県立大学社会福祉学部の桐田と申します。どうぞ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、岩手県医師会副会長の和田利彦委員でござい

ます。 

〇和田委員 和田でございます。どうぞ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 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 続きまして、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 県の保健福祉部長の八重樫でございます。岩手県社会福祉審議会を

開催するに当たり、御挨拶を申し上げます。 

委員の皆様には御多忙の中お集まりいただき、厚く御礼を申し上げます。また、今回新た

に委員に御就任いただい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

まして感謝を申し上げます。 

 さて、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
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連携し、第３期復興実施計画を推進しているところであります。保健福祉分野においては、

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ます。 

 また、保健福祉分野全般においては、県民一人一人が支え合いながら、互いに幸福を追求

していくことができる地域社会の実現を目指し、県内各市町村、各種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、東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況のほか、岩

手県地域福祉支援計画（第３期）の検討状況や、「岩手県子どもの生活実態調査」の概要な

どについて御報告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政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長期ビジョンの素案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。 

〇中野保健福祉企画室企画課長 八重樫保健福祉部長につきましては、申し訳ございません

が、本日別用務のため途中で退席させていただきますので、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 次に、長山委員長から御挨拶方お願いいたします。 

〇長山委員長 御紹介いただきました長山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は本当に暑い中、御出席をいただき改めて感謝を申し上げたいと思っております。 

 今日の会議は、さきほど部長からもお話がありましたけれども、かなり重要で、かつ盛り

だくさんの内容になっておりますので、できるだけ説明は簡潔にお願いをして、皆様方から

の御意見あるいは御提案などをいただいた方がよろしいかなと思っております。よろしくお

願いしたいと思っております。 

 また、先般大阪府北部を震源とする地震あるいは西日本の豪雨など、災害が頻発しており

ます。それらに向けましても、私どもも色々東日本大震災津波の際には絶大なる御支援をい

ただいたということでございまして、この際私どももできる限りの支援をしたいと思ってお

りますので、皆様方からの御協力、よろしくお願いしたいと思っております。 

 まず、盛りだくさんな内容でございますので、できるだけ皆様方の御協力をいただきなが

ら、定刻には終わるようにしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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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。 

 以後の進行につきましては、当審議会条例の規定に基づき、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。 

 

５ 委員長職務代理者の指名 

 

〇長山委員長 それでは、暫時座長を務めさせていただきたいと思います。次第に従いまし

て会議を進めてまいります。次第の５、委員長の職務代理者の指名でありますが、これまで

職務代理者であった狩野徹委員が退任されました。 

 その後任でございますけれども、審議会条例の第３条第２項の規定によりまして、私から

新たに職務代理者を御指名申し上げたいと思います。 

 つきましては、桐田委員を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 新任委員の所属する専門分科会及び部会の指名 

 

〇長山委員長 次に、先ほど新しく委員となられた委員の皆さんの専門分科会及び部会の所

属でございますが、県の社会福祉審議会条例第５条第１項、それから社会福祉法施行令第２

条第１項及び第３条第２項の規定によりまして、当職から指名することとなっております。 

 ただいま事務局から所属の専門分科会を記載した委員名簿を配付させますので、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 ただいまお配りした名簿にありますとおり、川井委員及び桐田委員につきま

しては民生委員審査専門分科会、和田委員につきましては身体障害者福祉専門分科会及び審

査部会として、いずれの委員も引き続き前任者と同様の分科会及び部会に所属していただき

ますよう御指名申し上げます。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が、審議会運営規定

第５条第２項の規定によりまして、当職から指名申し上げます。 

 八重樫委員と和田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 

 （１）平成29年度における各専門分科会及び部会の開催状況について 
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 （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 

 （３）岩手県地域福祉支援計画（第３期）の策定について 

 （４）「岩手県子どもの生活実態調査」の実施について 

 （５）平成30年度児童虐待による死亡事例検証委員会について 

 

〇長山委員長 それでは、次第の８、報告事項に入ります。 

 項目ごとに委員の皆様から御質問、御意見をいただくこととしたいと思います。 

 （１）の平成29年度における各専門分科会及び部会の開催状況について、初めに身体障害

者専門分科会について、山崎障がい保健福祉課総括課長から説明をお願いいたします。 

〇山崎障がい保健福祉課総括課長 障がい保健福祉課の山崎と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 資料№１を御覧いただきたいと思います。平成29年度における身体障害者福祉専門分科会

につきましては、７月、12月、３月の３回開催いたしまして、身体障害者福祉法第15条第１

項に規定する医師の指定等について諮問いたしまして、全件承認をいただいたところでござ

います。 

 また、審査部会につきましては、障害者支援法第59条第１項に規定する指定自立支援医療

機関の指定等について諮問いたしまして、これも全件承認いただいたところでございます。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇長山委員長 続いて、児童福祉専門分科会について、門脇子ども子育て支援課総括課長か

ら説明をお願いします。 

〇門脇子ども子育て支援課総括課長 子ども子育て支援課の門脇でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。それでは、資料１、専門分科会の開催状況について御報告をいたし

ます。 

 昨年９月12日の第１回の専門分科会におきましては、里親認定についてを議題といたしま

して、分科会会長の田口委員に議長を務めていただき、里親登録申請に対して御審議をいた

だきまして、申請がありました11件の全てについて認定が適当との答申をいただいたところ

でございます。 

 内訳につきましては、養育里親が７件、養育里親と養子縁組里親の同時申請が２件、養子

縁組里親が１件、親族里親１件でございます。 

 本年２月９日の第２回の分科会では、田口議長の進行のもと、２つの議題、里親認定につ

いて、そして保育所の認可について御審議をいただきました。里親認定につきましては、13

件の登録申請に対しまして、13件全ての認定を適当とする答申をいただいたところでござい

ます。 

 保育所の設置認可につきましては、矢巾町に新設いたします定員60名の保育所１施設につ
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いて御審議をいただき、認可を適当とする答申をいただいてございます。 

 以上でございます。 

〇長山委員長 ただいま説明がございました件について、皆様から何か御質問、あるいは御

提言等ありましたらお願いいたします。専門用語等がありますので、初めての方はわかりに

くいかもしれませんので、そういった点も含みながら御質問、御意見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。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 それでは、御質問、御提言はないということで、次に進めさせていただきま

す。 

 次に、東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況につきまして、高橋保健福祉部副部

長兼保健福祉企画室長から説明をお願いいたします。 

〇高橋副部長兼保健福祉企画室長 保健福祉部副部長の高橋でございます。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説明を申し上げます。 

 資料は、資料№２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きまして、主なものを説明させてい

ただきます。 

 まず１ページ目、課題１の地域医療確保でございますけれども、県で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。中段③の部分でございますけれど

も、ここにございますとおり、県立高田病院が仮設から恒久施設に移転新築いたしまして、

今年３月１日に診療を開始したところでございます。 

 医療提供施設数は、下段⑥のところに表がございますけれども、そちらに記載しておりま

すとおり、震災前の施設340施設に対しまして、震災後の施設数は311施設となってございま

す。震災前の施設数に対する割合は91.5％となってございますが、表の中ほどに、再開見込

みというところがございます。そちら全部ということになっておりまして、再開を目指した

ところにつきましては全て再開をいただいているという状況でございます。今後とも計画ど

おりに恒久的医療施設への移行が進みますよう、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ページ目でございます。課題２、地域における高齢

者や障がい者等への支援でございますけれども、（２）の①、介護予防の推進・生きがいづ

くりにございますとおり、被災して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、介護予防教室などの取組を実施しております。昨年度におきましては219回、今年度

も５月末までに22回開催しているところでございます。今後とも応急仮設住宅及び災害公営

住宅におきます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。 
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 ３ページを御覧願います。ページ下段の③、社会福祉施設等の復旧状況でございますが、

表がございます。②のところにございますが、児童福祉施設につきまして、唐丹児童館・唐

丹学童育成クラブが昨年11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。 

 なお、②の一番下のポツのところ、今泉保育所につきまして、着工予定と書いてございま

すが、今年２月に工事着工しておりまして、今年度中に完成予定となっておりますので、申

し訳ありませんが訂正をお願いいたします。 

 その下の表にございますとおり、保育所１カ所につきまして、まだ今後再開の見込みがご

ざいますけれども、その他の施設につきましては事業の再開に至っているというところでご

ざいます。 

 続きまして、４ページを御覧願います。課題３、被災者の健康の維持・増進でございます

けれども、②応急仮設住宅入居者等への健康支援にございますとおり、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等を開催しておりますほ

か、これまでに引き続き応急仮設住宅集会所等での健康相談や栄養相談あるいは口腔ケア活

動に取り組んでおります。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、課題４、被災者のこころのケアの推進についてでございます。①のこころの

ケアセンターにございますとおり、引き続き岩手県こころのケアセンターを岩手医科大学に

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、大船渡の４地域に

設置し、被災者への支援等を行っているところでございます。活動実績として、①にござい

ますが、昨年度は8,338件の相談支援に対応したところでございまして、引き続きまだまだ

ニーズがあるといったようなところでございます。 

 続きまして、５ページでございます。課題５、要保護児童等への支援でございますけれど

も、中ほどの⑤子どものこころのケアにございますとおり、いわてこどもケアセンターを、

これも岩手医科大学に設置するとともに、沿岸３地区を巡回して、専門的な心のケアを実施

してございます。 

 昨年度は開設の回数が378回で、延べ7,663人の児童に利用をいただいているところでござ

いまして、こちらも年々そういった活用が増えている状況でございます。こちら被災者ある

いは子どものこころのケアにつきましては、生活環境の変化による影響が今後も長く続くと

見込まれ、ニーズの増加あるいは多様化が懸念されますことから、中長期的な視点で取り組

んでいく必要があるというふうに考えているところでございます。 

 それから、その下、課題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

いてでございますけれども、（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は、岩手県社会福祉協議会や19市町村の社会福祉

協議会内に今年５月末現在で143人配置し、生活相談のほか、要援護者の安否、見守り活動
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等を実施してございます。県といたしましては、優良取組事例の情報共有や研修会を開催い

たしまして、生活支援相談員の養成、実践力強化を図りながら、見守り活動や相談支援等に

取り組んでまいります。 

 最後の６ページにございますが、一番最初の丸のところで、岩手県災害派遣福祉チームの

運営ということでございまして、福祉チームについて強化などを図っているところでござい

ますが、今般の西日本豪雨に際しましても、厚労省からの要請に基づきまして、派遣をさせ

ていただいているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇長山委員長 東日本大震災津波から７年数カ月たったところでございますけれども、まだ

まだ支援が必要だということで、色々な取組の報告がありましたけれども、皆さんから何か

御質問あるいは御提言等がありましたらお願いします。 

 藤井委員、お願いします。 

〇藤井委員 この度の西日本豪雨に対する派遣の話を今お聞きしました。実は、この審議会

の課題としてはちょっと馴染まないかもしれませんが、実際こういう災害時の情報を県とし

ては相当持っておられると思いますが、熊本地震からその後の大阪の地震まで、私ども身体

障がい者の日身連の方で把握している内容で、ハード的なことになるのでこの場ではちょっ

とそぐわない御指摘かもしれませんが、熊本でも大阪でも応急仮設住宅に車椅子が入れない

ものがそのままになっている、東日本大震災津波の反省が全然生きていない、という御指摘

がありました。 

 福祉の問題だけではなく、最初はやはりハード的な情報について、今後とも岩手で培った

情報を被災地のそれぞれの官庁等にも報告をし、車椅子ばかりではなく、高齢者も段差のあ

る仮設住宅は入りづらい、使いづらいという、そういう情報もかなりございますので、それ

に対しての情報もあらかじめ発信できる体制をぜひおつくりいただきたいと思います。 

 以上です。 

〇長山委員長 貴重な御意見ありましたけれども、これらに関連しまして、何か皆様から御

提言、御意見などありますでしょうか。これらについて、何かコメントありましたらお願い

します。 

〇高橋副部長兼保健福祉企画室長 御提言いただきましてありがとうございます。私どもも

東日本大震災津波の経験あるいは教訓を踏まえて、いろんな場面で情報発信をしていくとい

うことを進めているつもりでございます。例えば津波の伝承館などを設置することとしてお

りますし、先週、国連関係の防災会議などもありまして、そちらで情報を発信するといった

ことをしているところでございます。 

 そういった中で、御指摘のあったような部分について発信できているかというと、なかな

かそうなっていない部分もございますが、引き続き今後そういったことがしっかり全国的に



- 8 - 

共有できるように発信してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

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

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 ありがとうございます。 

 続いて、第３の地域福祉支援計画（第３期）の策定について、菊池地域福祉課総括課長か

ら説明をお願いします。 

〇菊池地域福祉課総括課長 地域福祉課の菊池でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、資料の３―１を御覧いただきたいと思います。岩手県地域福祉支援計画（第３

期）の策定についてでございます。 

 この地域福祉支援計画は、県の地域福祉推進の理念、基本方針を定めながら、市町村の地

域福祉の推進を支援するための計画であります。 

 資料の１の趣旨ですけれども、本県の地域福祉支援計画は平成21年３月に策定をしまして、

26年３月に第２期計画を策定したところでありますが、今年度で現計画の計画期間が終了と

いうことでございまして、今年度内に次期計画を策定するということでございます。 

 ２の計画期間でありますが、31年度から35年度までの５カ年としております。５カ年とい

うのは、これまでの２期の計画と同様でございます。それから、理由のところにも記載をし

ておりますが、保健・福祉・医療関係の計画期間と合わせることで、各計画との整合性を確

保しようということであります。参考には、関連する計画の計画期間を記載しております。 

 ３の主な見直しの視点でございます。（１）「我が事・丸ごと」の地域づくり～地域共生

社会の実現であります。国では、地域や個人の抱える課題を多様な主体が我が事として受け

とめ、丸ごと支えていく地域共生社会の実現を基本コンセプトに位置づけ、取組を進めるこ

ととしております。 

 それから、（２）ですけれども、この４月１日施行の社会福祉法の改正によりまして、地

域福祉支援計画は福祉分野の上位計画と位置づけられました。それから、国から示されてお

ります計画策定のガイドラインでは、各福祉分野に共通して取り組むべき事項、それから市

町村における包括的な支援体制の整備への支援に関する事項を新たに計画に盛り込むべき

とされております。 

 ２ページに参りまして、４の計画策定の基本的な考え方であります。（１）ソーシャルイ

ンクルージョンに基づいた地域社会の実現を基本理念とする現在の計画を基本に、国が進め

ている地域共生社会の実現に向けた取組を踏まえながら、本県の地域福祉の総合的な推進を

図る福祉分野の上位計画として策定をしていきます。 

 それから、（２）の震災関連につきましては、被災地では災害公営住宅など恒久的な住宅

への移行が進んでおりますが、新たなコミュニティーでの中長期的な見守り支援体制の充実
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が必要でありますので、さらなる支援に取り組んでいくこととしております。 

 それから、（３）が子どもの貧困、ダブルケア、生活困窮者など地域住民が抱える多様な

課題や福祉ニーズの複合化、人口減少、少子高齢化、それから地域の相互扶助機能の弱体化

といった社会状況の変化を踏まえまして、要支援者を包括的に支援する体制、住民主体の地

域づくりなど、地域福祉の今後の方向性や取組内容を示していきます。 

 それから、（４）は先ほどお話をいたしましたとおり、県の福祉の各分野計画の整合性を

図る、それから県の社会福祉協議会の策定する地域福祉活動計画との連携を図るということ

であります。 

 参考の２にこれまでの計画と次期計画との比較を示しておりますが、基本理念、基本方針

は第１期から継続をする方向でございます。それから、今申し上げました（１）から（２）

の視点で策定を進めていくということでございます。 

 ３ページを御覧いただきたいと思います。５の計画策定体制であります。（１）が岩手県

地域福祉推進協議会と、これが既設の協議会でございますが、専門的な視点から現行計画の

評価、見直しについての御意見をいただくということであります。第１回を７月19日に開催

をいたしまして、こちらについて様々御意見をいただいているところでございます。 

 それから、（２）、（３）は、庁内の推進組織であります。新たに設置をしたものであり

ますが、他部局とも幅広く連携をしまして、庁内調整を図っていくこととしております。 

 ６のスケジュールでございますが、推進協議会、今年度は３回開催を予定しておりまして、

その中で計画案を御審議いただき、パブリックコメント等を経て、年度内の計画策定を目指

しております。 

 続きまして、資料の３―２を御覧いただきたいと思います。３―２は、支援計画の構造と

いうことで全体構成を記載しております。表の右に第３期計画について記載をしておりまし

て、点線囲みは計画策定の基本的な考え方ということ、先ほど御説明をしたとおりでありま

す。第３期計画の欄の一番下に国のガイドラインの概要を記載しております。太線で囲んで

おりますが、都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドラインということで、①と⑤が新たに

項目として示されております。①が地域における高齢者・障害者・児童・その他の福祉に関

し、共通して取り組むべき事項、それから⑤が市町村における包括的な支援体制の整備への

支援に関する事項と、これを踏まえて策定の検討を進めていくということであります。 

 続きまして、資料の３―３を御覧いただきたいと思います。これが現在検討を進めており

ます計画の骨子案でございます。大項目が５つありますが、この立て方は第２期と同じであ

ります。第３期のところを御覧いただきたいと思いますが、まず１番目の市町村の体制づく

りについては、（２）の包括的な支援体制の整備への支援、ここは新規となっております。

右に考え方を記載しておりますが、最初のポツの１つ目、市町村計画策定の進捗とあります

が、昨年度までに市町村の地域福祉計画は、33市町村のうち28の市町村で策定をしておりま
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す。今年度には残り５つのうち大方の部分で策定をいただけるように働きかけをしていきた

いと考えております。 

 それから、次のポツにありますとおり、国のガイドラインを踏まえまして、市町村におけ

る包括的支援体制整備への支援を新たに追加しようと挙げております。 

 それから、２の福祉を支える人づくりにつきましては、（２）のアのところが拡充という

ことで、右の欄にありますが、住民の地域福祉活動への参画を促すための意識啓発や意識醸

成に関する取組を充実していきたいということであります。 

 ３の福祉サービス提供の仕組みづくりの（１）のアが拡充でありますが、相談・支援のワ

ンストップ体制の整備促進ということで、右の欄にありますが、全世代・全対象型の包括的

支援体制の構築について、市町村での相談支援機能充実などの取組を推進していきますとい

うことです。 

 ３の（２）、（３）は新規でありますが、国のガイドラインを踏まえまして、高齢者、障

がい者、子育て家庭についての福祉サービスを漏れなく記載をするということでございます。

この辺が各計画と密接に関わってくることとなっております。 

 それから、（４）と（５）ですけれども、ここにつきましては自殺対策の取組を新たに加

えていますとともに、虐待への対応を加え、成年後見など要支援者の権利擁護の取組推進を

記載していくということであります。 

 ４の福祉でまちづくりについては、（１）の部分が拡充しているところでありますが、住

民主体の地域づくりを進めるため、住民参加による生活支援、避難行動要支援者の避難支援

など、地域住民による地域福祉活動の取組の促進について記載をしていきます。 

 それから、（２）の多様な主体による地域福祉の取組、これは社会福祉法人の公益活動な

ど、多様な主体による地域福祉の取組の促進を記載していくということであります。 

 ５が被災地の福祉コミュニティーの構築と生活支援ということで、生活再建のステージに

応じた中長期的な見守り支援体制の充実を図り、被災地における福祉コミュニティーの構築

を推進していくということでございます。このようなことで、現在検討を進めております。 

 資料の３―４は、現行の第２期計画の概要でありますが、後で御覧いただきたいと思いま

す。説明は省略をさせていただきます。 

 今年度皆様から色々御意見をいただきながら計画策定を進めていきたいと考えておりま

すので、どうぞ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 ありがとうございました。 

 大分中身が濃い計画になりそうでございますけれども、皆様方のお仕事と関連の深い部分

でもあるかと思いますので、皆さんから御質問、御意見ありましたらお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 



- 11 - 

〇藤井委員 資料３―３、福祉でまちづくりのエにユニバーサルデザインという言葉が出て

きておりますけれども、最近2020東京オリンピック・パラリンピックを迎えるに当たって、

ユニバーサルデザイン2020行動計画というのが内閣府から出されておりますね。東京一極集

中の話ではないのですけれども、東京だけが福祉の街になっただけではだめだと、その成果

を長く地方にも時間をかけてでも広げていくということが出されておりますので、この辺に

ついて、ぜひ今後計画を作っていく上で重要視していただければと思います。 

 特に障がい者の差別解消の話が出たこととも関連するのですが、この間の内閣府の資料を

見ましたら、今後義務教育の教師の養成については、障がい関係の単位を必ず取得しなけれ

ばならないという項が出ておりましたので、その真意は直接まだ聞いてはおりませんけれど

も、資料に出ている以上は何らかの形で今後動いていくと思いますので、県としてもその辺

のことについて、ぜひ計画の中に盛り込んでいただければ非常にプラスになるのではないか

という意見でございます。 

〇長山委員長 ありがとうございました。 

 この件につきまして、何か事務局からコメントございますか。 

〇菊池地域福祉課総括課長 御提言大変ありがとうございます。第２期計画を策定した後に

障害者差別解消法が制定されるといったようなことで、法の整備ですとか、心のバリアフリ

ーといったようなことが重要視されてきておりますので、そういった新たな動き、それから

皆様の御意見をいただきながら、内容を詰めていき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 ユニバーサルデザインって、大分前からこの言葉が出てきているのですけれ

ども、バリアフリーという言葉と少し重なったところがあって、いまいち皆さんの方に周知

徹底が図られていないのではないかという感じがいたしますけれども、桐田先生の前の狩野

先生が、ユニバーサルデザインにつきましては全国を回って、かなりその考え方なり実践に

ついても色々御提言をされておりましたので、ぜひそういった内容についても盛り込んでい

ただいて、いわゆるハード面のバリアだけではなくて、言葉だとか、端的に言ったら、こう

いう資料についても余り細かい字になると人に優しくないということで、できるだけ文字を

大きくするとか、あるいは電話も障がい者にとっては大きくするとか、そういったところも

かなり配慮された包括的な、一般の人たち、障がい者に関わらず、高齢者が使いやすくする

ような状態に持っていくということになるだろうと思います。新聞の方でも大分文字を見や

すくするといって大きくなってきていますので、そういったことも一例かと思いますので、

御配慮いただければと思います。 

 そのほか皆から、これらに関して御意見、御提言等がありましたらお願いします。本件に

ついては、直接的には、別な専門の協議会で具体的に協議をされるということではございま

すけれども、私どもの審議会としても気がついた点があったら、この際御提言いただければ



- 12 - 

と存じます。いかがでしょうか。いずれ大事な計画でございまして、これが行政計画と、そ

れから民間の協議会等の計画と、両輪として実践に入っていくのだろうと思います。 

 また、市町村でもこれに基づいて、まさしく身近な住民に対しての支援計画なり充実計画

ということになる基本的なものだと思いますので、よろしく御審議をいただきたいと思いま

す。 

 では、この計画に関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。 

 それでは、第４の「岩手県子どもの生活実態調査」の実施について、門脇総括課長から説

明をお願いいたします。 

〇門脇子ども子育て支援課総括課長 それでは、資料№４、「岩手県子どもの生活実態調査」

概要について御説明をさせていただきます。 

 申し訳ございませんが、こちらの資料、ちょっと字が細かいかもしれませんが、どうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 １のこの調査の目的から御説明させていただきますが、子供の生活実態、保護者の就業・

収入状況、そして子育て支援施策の利用意向等について調査を実施いたしまして、実態を踏

まえた具体的な支援施策の検討のための基礎データとすること、また支援を要する世帯のニ

ーズを把握いたしまして、状況に応じての個別支援につなげることを目的としているもので

ございます。 

 ２の調査の内容についてでございますが、まず①の子どもの生活実態調査につきましては、

困窮世帯と他の世帯との比較によりまして、子どもの貧困対策推進施策の基礎データとする

ため、公立中学校、義務教育学校を含みます県内の公立小中学校に在籍をいたします小学５

年生、中学２年生とその保護者、計約４万4,000人と対象といたしまして、無記名調査とし

て学校での配付、回収により実施をするものでございます。 

 次に、②の就学援助制度利用世帯等調査につきましては、公的支援の認知度や利用状況等

の調査を行いまして、困窮世帯の実態や支援ニーズなどを明らかにしようとするものでござ

います。調査対象者は、県内の公立小中学校に在籍をしております就学援助制度等を利用し

ている全世帯でございます。保護者の方に無記名で回答をいただくものでございまして、学

校での配付、回収により実施をすることとしております。 

 次に、③の支援ニーズ調査についてでございますが、子育て全般に係る支援ニーズを明ら

かにし、必要に応じて市町村や児童相談所等の公的な相談機関による個別支援につなげるた

めの調査でございます。調査の対象は、県内の公立小中学校に加えまして、特別支援学校に

在籍をいたします児童生徒の保護者全てといたしまして、自由記載方式により調査の方は実

施をいたしますが、ニーズに応じての個別支援につなげるため、こちらの調査につきまして
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は、記名式での回答をお願いをいたします。調査票は、学校で配付いたしますが、各家庭か

らは郵送で直接県に提出をしていただくものでございます。 

 次に、３の調査時期についてでございますが、８月20日に調査票を一斉配付いたしまして、

①の子どもの生活実態調査と②の就学援助制度利用世帯等調査につきましては、８月31日ま

でに学校に提出をいただき、回収をすることとしてございます。 

 なお、２学期の始業式が８月20日以降となる学校につきましては、配付日を２学期の始業

式当日といたしまして、提出は配付日の10日後を目途として回収をしていただくこととして

ございます。 

 また、③の支援ニーズ調査につきましては、学校で調査票を配付しました後、各御家庭か

ら後納郵便封筒を利用して郵送していただきますが、本年12月末まで受け付けを行うことと

しているところでございます。 

 次が裏面でございますが、２ページを御覧いただければと思います。４の調査項目につい

てでございます。①の子どもの生活実態調査につきましては、保護者向けの説明といたしま

して、大きく５つに区分をいたしまして、Ⅰの世帯の状況では世帯構成や住環境、保護者の

就業・収入の状況など、Ⅱの生活状況では食事や健康状態、親子の会話、学校の生活など、

Ⅲの教育の支援に関する項目では勉強の理解度ですとか、教育関連の支出について、Ⅳの生

活の支援、経済的支援等に関する項目では医療機関の受診の状況、子ども食堂等の利用の意

向など、Ⅴの公的支援の認知度、利用度、利用意向等では相談相手や公的助成制度等の利用

意向のほか、子育てに関する意見、提言についても頂戴することとしてございます。 

 また、児童生徒向けの設問といたしましては、自己肯定感に関するもの、心配事ですとか

悩み事、親子のかかわり方などの項目を設定してございます。 

 次に、②の就学援助制度利用世帯等調査につきましては、Ⅰの世帯の状況からⅤの公的支

援の認知度、利用度、利用意向等は①の調査と同じ内容でございますが、これらに加えまし

て、現在の就学援助制度の充足度ですとか、制度に関する意見、要望などをお聞きする項目

を追加しているところでございます。 

 また、③の支援ニーズ調査につきましては、子育て全般に関する悩みや不安、あるいは困

っていることなどにつきまして自由に記載をしていただきまして、それらの支援ニーズに対

しましては、関係機関と連携をし、個別に対応していこうとするものでございます。 

 最後に、５のスケジュールについてでございます。今月各教育事務所で開催いたします市

町村指導主事会議で、各市町村教育委員会に調査の具体的な対応等について改めて協力を依

頼しているところでございまして、８月20日に各学校において調査票を配付していただき、

調査票を回収いたしまして、９月上旬に各学校から県に調査票が提出をされた後、集計を開

始いたしますが、③の支援ニーズ調査につきましては、各家庭から県に調査票が届き次第、

速やかに個別支援に向けた対応を行うこととしてございます。 
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 なお、調査結果の公表につきましては、調査の規模がかなり大きいということがございま

して、集計、分析に一定の日時が必要と見込まれているところでございます。 

 中間取りまとめといたしまして、来年２月を目途に調査結果概要、これは速報値になるか

と思いますが、この報告を行いながら、翌年度に入りましてから最終報告を取りまとめたい

と考えているところでございます。 

 以上、説明は終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇長山委員長 ただいま説明がありましたけれども、この調査について、最近重要な項目の

一つだと言われております子供の貧困等について、これから調査を行うということでござい

ますが、この調査につきまして、何か皆さんから御意見、御質問等がありましたらお願いし

ます。 

 どうぞ。 

〇高橋委員 岩福連の高橋です。いつもお世話になっています。ありがとうございます。調

査内容が３つあるようですけれども、①の子どもの生活実態調査、そして②就学援助制度利

用世帯等調査、①の方は５年生、中学校２年生とその保護者全てと、こうなっているわけで、

その全てと重複して、また②は行うと、こういうことですよね。そうしたときに、調査内容、

項目を見ますとⅥのところに困窮世帯向け設問項目、ここだけが別ですね。これは、既に援

助いただいている方々についての充足度を調査するということの真意はどこにあるのか、ち

ょっとわかりかねるのです。既に援助を受けている方々に対する調査ですよね。もしこれを

知りたいというのであれば、援助を受けている世帯の調査ではなくて、①の調査に含めた方

が、充足度について、まだ今援助を受けていないけれども、そのことをよくわからなかった

という方々もいらっしゃるのではないかと思うのです。そういう面からみても、①の方に含

めてしまえば、あえて②を行う部分というのはどうであるのかというふうな思いがちょっと

したものですから、御意見として聞いていただいて結構でございます。 

〇長山委員長 ただいまの御質問について、コメントがあればお願いいたします。 

〇門脇子ども子育て支援課総括課長 少し説明不足だったかもしれません。申し訳ございま

せん。②の調査の困窮世帯向け設問項目につきましては、これは実際に就学援助を受けてい

る世帯でございますけれども、その受けている内容が十分なのか、足りているのかというと

ころを調査項目とさせていただいておりますし、また例えば現在サービスを受けていらっし

ゃる方でも、さらにこういうのがあればいいなとか、実際に受けている方ならではの要望と

かにつきましても、併せて確認させていただきたいということでございますので、そのよう

に御理解をいただければと思います。 

〇長山委員長 さらに何か不明な点がありましたらお願いします。よろしいですか。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 では、そのほか何か御質問がありましたらお願いいたします。よろしゅうご
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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。 

それでは次に、５の平成30年度児童虐待による死亡事例検証委員会について、同じく門脇

総括課長から説明をお願いいたします。 

〇門脇子ども子育て支援課総括課長 それでは、御説明申し上げます。 

 資料№５になりますが、平成30年度児童虐待による死亡事例検証委員会について御説明さ

せていただきます。１の趣旨についてでございますが、残念なことではございますが、本年

４月に北上市におきまして、当時１歳９カ月のお子さんが虐待により死亡するという大変痛

ましい事案がございました。幼児死亡事案につきまして、事実の把握と亡くなられた児童の

視点に立っての発生原因の分析等を行いまして、必要な再発防止策を検討するため、本審議

会の児童福祉専門分科会措置部会に死亡事例検証委員会を設置することとしてございます。 

 ２に検証組織について記載をしておりますが、児童福祉専門分科会措置部会の６名の委員

の方々に加えまして、本県の児童虐待防止対策の推進に当たりまして、国の施策の動向のほ

か、県内の状況を踏まえまして、随時御助言等をいただいております県立大学社会福祉学部

の三上邦彦教授に臨時委員として参画をいただく方向で現在調整をしているところでござ

います。 

 参考といたしまして、平成23年度の児童虐待死亡事案の際の検証委員会の開催状況等を記

載してございますが、今後検証委員会での検討を経まして、今年度内に報告書を取りまとめ、

本審議会に報告を行う予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

〇長山委員長 ただいま説明がありましたけれども、何か御質問、御意見等ありますでしょ

うか。いかがでしょうか。 

 それでは、委員会の発足ということでございますので、それらの委員の皆様方の調査によ

って報告がまとめられ、来年度になりましょうか、当審議会に御報告いただくことになろう

かと思います。よろしゅうございますね。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 では、報告事項の説明が全部終わったわけですけれども、皆様方からここま

での説明内容に対して、何か聞き漏れていたことや、御質問なり御意見がありましたらお願

いいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。今までの中でこれをさらに聞きたいという

ふうな話があったらお願いいたします。よろしゅうございますか。 

 （「はい」の声） 

〇長山委員長 ありがとうございます。 

 それでは、以上で次第の８の報告事項を終わります。 
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９ 意見交換事項 

 （１）次期総合計画（素案）「長期ビジョン」について 

 

〇長山委員長 続いて、次第の９、意見交換事項に移ります。 

 現在、県で策定を進めている次期総合計画について説明をいただきます。委員の皆様にお

かれましては、説明の後、積極的に御質問、御意見いただければと思います。 

 それでは、岩渕政策推進室政策監から説明をお願いいたします。 

〇岩渕政策地域部政策推進室政策監 政策推進室の岩渕と申します。私から、岩手県次期総

合計画の素案につきまして御説明をさせていただきます。 

 本日資料の６―１として次期総合計画素案の概要版、それから６―２として冊子となって

おります素案の本体の２種類お配りしております。このうち６―１の概要版を中心に御説明

をさせていただきたいと思います。 

 次期総合計画につきましては、昨年11月にその長期ビジョンについて、岩手県総合計画審

議会に諮問を行い、去る６月11日に中間答申をいただき、その内容を踏まえた上で６月13

日に素案として公表しているところでございます。 

 素案における計画の構成でございますが、概要版の１ページ目の下段でございます。「は

じめに」から始まりまして、第１章から第８章による構成としております。この章立てごと

に説明をさせていただきたいと思います。 

 １枚おめくりいただきたいと思います。「はじめに」でございます。県では、昭和39年か

ら９次にわたり総合計画を策定し、長期的展望のもとで県政を推進しており、この総合計画

をもとに個別の分野の計画が策定され、また毎年度の予算編成なども行われているものでご

ざいます。また、この総合計画は、県民の皆様をはじめ、多様な主体の方々と一緒に取組を

進めていくためのビジョンとしても位置づけさせていただいております。 

 資料の下段になります。現在の総合計画でございますいわて県民計画の計画期間が今年度

で終了となることから、来年度から10年間を計画期間とする次期総合計画の策定を進めてい

るものでございます。 

 今後の県政推進に当たっては、引き続き東日本大震災津波からの復興に取り組んでいくこ

とが大きな柱となりますが、復興計画の計画期間が今年度までとなっております。 

 こうした中、次期総合計画は、大震災津波からの復旧、復興の取組の中で学び培った経験

を生かしたものとしていること、また復興を今後も切れ目なく進めていくといった観点から、

現行の復興計画を引き継ぎ、復興計画を含めて策定することとしております。 

 次のページでございますが、今般の長期ビジョンは今後10年間の方向性を示すものでござ

いまして、具体的な取組や数値目標につきましては、いわゆるマニフェスト・サイクル、知
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事の任期とイコールのマニフェスト・サイクルに対応した４年間のアクションプランで示す

こととしております。このアクションプランにつきましては、復興の取組を示す復興プラン、

県全体の取組を示す政策プラン、県内４圏域ごとの取組を示す地域プラン、これに行政経営

プランを加えた４つのプランとすることとして、現在その策定を進めております。 

 下段になります。第１章の理念でございます。１の時代的背景として、東京一極集中の是

正を進めていくため、地方創生の取組を進めていくためには地方の暮らしや仕事を起点とす

る政策への転換が必要であることや、幸福度に着目した研究や政策への活用が進展している

ことなど、また、２の岩手県における背景として、大震災津波からの復興を進めるに当たっ

て、幸福追求権を原則の一つとして取り組んできたことや、幸福を考える上で重要な要素で

ある人や地域のつながりが高いことが本県の強みであることなどを記しております。 

 ページをおめくりいただきまして、次のページに幸福に着目した研究などの状況について

まとめております。近年、世界各国、内閣府や国内の大学、自治体において、幸福や幸福度

に着目した研究が進められております。こうした研究が進められている背景でございますが、

いわゆる高度成長期に社会経済状況を示す指標として主に用いられてきました国内総生産、

ＧＤＰの伸びといった経済成長が必ずしも人々の幸福につながっておらず、こうした経済指

標に加えて、物質的な豊かさだけではない様々な要素にも着目していく必要があるという考

え方のもとで各種の研究が進められているところでございます。 

 下段の資料にそうした研究、活用の動きを記載しておりますが、既に三重県や福岡県、ま

た本県の滝沢市においても幸福をキーワードとした総合計画が策定されている状況でござ

いまして、やはり自治体の幸福度を高めることによって、首都圏から地方への人の流れを生

み出すような取組というのが様々なところで現れている状況と認識しております。 

 次のページでございます。計画の理念といたしまして、３点ございます。幸福を守り育て

るための取組を推進していくこと、あらゆる主体がそれぞれ主体性を持って、みんなで行動

していくこと、ソーシャル・インクルージョンの観点に立った取組を推進していくことを掲

げております。 

 さらに、「誰一人取り残さない」といった国連のＳＤＧｓというものがあるのですが、Ｓ

ＤＧｓの考え方も本県の考え方と相通ずるものであること、また幸福を次世代に引き継いで

いく持続可能性ということが今後の岩手の将来を考える上で重要なキーワードとなること

から、４といたしまして幸福と持続可能性について記しておりまして、下段ですが、その国

連のＳＤＧｓの持続可能な17の開発目標というものを参考までに記しております。 

 ページをおめくりいただきたいと思います。第２章の岩手は今でございます。いわゆる時

代の流れ、潮流として、世界、日本、岩手、それぞれの変化と展望を記しております。上段

の世界の変化と展望につきましては、自由貿易の拡大を背景としたアジアの新興国の成長を

はじめとした経済社会グローバル化の進展、それからＩｏＴ、ＡＩなどの第４次産業革命の
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進展のほか、地球環境問題の対応、下段の日本の変化と展望につきましては、人口減少・少

子高齢化の進行や国や地方の役割、また多発する大規模自然災害などについてまとめており

ます。 

 次のページは岩手の変化と展望でございます。最初に、上段ですが、本県における人口減

少でございます。本県における人口減少につきましては、国の推計では2040年には本県の人

口が93万8,000人に減少するという見込みになっております。こうした見込みに対しまして、

本県では平成27年に岩手県ふるさと振興総合戦略という地方創生の取組を盛り込んだ戦略

を策定しているのですが、そういう戦略を展開することによって、2040年に100万人程度の

人口を維持し、なるべくそこを底にして、人口の定常状態を目指していきたいという考え方

で取り組んでいるところでございます。 

 それから、下段でございますが、これは大震災津波からの復興についてのこれまでの取組

をまとめております。大震災津波からの復興に当たりましては、被災者の幸福追求権を保障

すること、また犠牲者のふるさとへ思いを継承することを２つの原則として、これまで復興

に取り組んできたところでございます。 

 ページをおめくりいただきたいと思います。岩手の可能性ということで、本県の強みと弱

みをまとめておりますが、下段の資料を御覧いただきたいと思います。県では、平成28年４

月に外部有識者で構成いたします「岩手の幸福に関する指標研究会」というものを立ち上げ

まして、昨年９月に報告書を取りまとめていただいております。研究会におきましては、幸

福の感じ方は人それぞれであるという前提のもとで、成功事例を参考に、黒丸で大きく囲っ

ておりますが、仕事のやりがいを感じているか、必要な収入や所得が得られているか、心身

が健康であるかなどといった多くの方々が幸福を実感する領域として、12の領域に整理して

おります。それがその上にあります仕事、収入、居住環境、安全、余暇、健康から自然環境

までの12になっております。 

 また、人それぞれの感じ方、いわゆる主観的な幸福の実感と併せまして、一番下の客観的

指標というところですが、１人当たりの県民所得や現金給与額あるいは３次活動時間、いわ

ゆる余暇時間、あるいは健康寿命、そういった客観的な数値目標をしっかりと把握すること

で、幸福感を測定していく必要があるというまとめになっております。 

 このような報告を踏まえまして、次期総合計画におきましては、多くの方々が幸福を実感

する12の領域をもとに、資料の上段に戻ります、①の健康・余暇から⑧の自然環境、これら

８つの分野の全てにまたがり、下支えになります社会基盤を加えた９つの政策分野を設定し

たところでございまして、その分野ごとに強み、弱みをまとめているものでございます。 

 ページをおめくりいただきたいと思います。第３章の基本目標でございます。これまで御

説明いたしました理念や現状認識等を踏まえまして、計画の素案におきましては、その基本

目標を「東日本大震災津波の経験に基づき、引き続き、復興に取り組みながら、幸福を守り
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育てる希望郷いわて」として検討を進めているところでございます。 

 その考え方として、大震災津波からの復興の実践で培われた一人ひとりの幸福を守り育て

る姿勢を、復興のみならず県政全般に広げ、幸福を守り育てる岩手を実現すること、そして

そのような岩手が全ての県民が希望を持つことのできる希望郷いわてになることなどを記

しております。 

 次に、第４章の復興推進の基本方向でございますが、復興推進につきましては、これまで

の原則を引き継ぐこととした上で、ページをおめくりいただきまして、これまでの復興は（１）

安全の確保、（２）暮らしの再建、（３）なりわいの再生、この３つを原則としていたので

すが、これに（４）といたしまして、未来のための伝承・発信、これを加えました４つの柱

として、「より良い復興～４つの柱～」として取り組んでいくこととしております。 

 その下でございます、第５章、政策推進の基本方向ということで、これについては先ほど

御説明いたしました８つの分野と、その下、全てにまたがる社会基盤、この９つの分野を政

策の柱として、政策の分野として取り組んでいくことにしておりまして、具体的にはページ

をおめくりいただきたいと思います。 

 （１）の健康・余暇につきましては、健康寿命が長く、いきいきと暮らすことができ、ま

た、自分らしく自由な時間を楽しめることができる岩手ということを目指しまして、ここに

１から６までの政策項目を設定しております。従来の政策の立て方は医療、福祉あるいは産

業振興といった柱立てをしておりますが、今回の計画につきましては、ちょっとページをお

めくりいただきまして、（６）の仕事・収入を御覧いただきたいと思いますが、従来であれ

ば（６）は産業振興という分野になります。ここにつきましては、例えば、従来であれば36

番のものづくり産業を盛んにするとか、39番、農林水産業の振興を図る、こういったものが

政策の柱になっておりますが、今回はより県民の方々の暮らしにおいて幸福を感じる領域、

そういうものに着目いたしまして、分野を仕事、収入という分野にした上で、それを高めて

いくための政策展開を行っていくというような考え方の政策体系としております。 

 めくっていただいて、（９）社会基盤まで、同様に政策を立てています。 

 第６章の新しい時代を切り拓く重要構想でございます。10年先の岩手の姿を広く県民の皆

様と共有していくためにも、長期的な視点で盛り込んでいくプロジェクトを重要構想として

掲げることとしております。 

 この素案におきましては、その基本的な考え方のみを記載しているところでございますが、

例えばＩＬＣの建設を契機とした国際科学技術拠点の形成、あるいはここには記載はありま

せんが、ビッグデータを活用した健幸づくりといったような長期的な視点で取り組んでいく

プロジェクトを現在検討しているところでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、第７章、地域振興の展開方向でございます。これにつ

きましては、本県の４圏域の取組方向や県北沿岸振興などの取組の考え方を示すものであり、



- 20 - 

第８章の行政経営の基本姿勢につきましては、県における今後の行政経営に関する基本的な

考え方を示しております。 

 この次期総合計画につきましては現在素案という形で、先月公表して、これまでパブリッ

ク・コメントを実施し、地域説明会等も実施しております。それらを踏まえて、９月中旬を

目途に中間案をお示しし、さらに２回目のパブリック・コメントや地域説明会を開催した上

で、11月に総合計画審議会から最終答申をいただき、来年の３月までに計画を策定するとい

うスケジュールで進めていくこととしております。 

 私からの説明は以上でございます。 

〇長山委員長 続いて、中野課長からお願いします。 

〇中野保健福祉企画室企画課長 私からは、資料の６―２を使いまして、第５章の「政策推

進の基本方向」に各分野の取組の方向が記載されている部分について、当部の取組関係を御

説明いたします。 

 27ページをお開き願います。保健、医療、福祉に関係する部分は（１）の健康・余暇のと

ころと、次の29ページの（２）家族・子育ての部分に記載されております。 

 健康・余暇のサブタイトル、方向性として先ほども説明がありました、「健康寿命が長く、

いきいきと暮らすことができ、また、自分らしく自由な時間を楽しむことができる岩手」を

掲げているところでございます。特にこの分野では、この後の子ども・子育てを除く取組を

記載しているところであります。 

 まず、政策の１つ目の柱として、保健の関係で、生涯にわたり心身ともに健やかに生活で

きる環境をつくる、という取組の方向を示している形で、政策を推進しております。実施し

ていく内容の方向は、箇条書きで整理をしているところでございます。若干言葉をつけ加え

ながら、説明をさせていただきたいと思っております。 

 まず、この中では県民が健やかに生活できるように、心と体の健康づくりを進めていくと

いうこと、特にも精神保健の部分では自殺の多い年代への支援の強化を進めていくというと

ころを記載しているところでございます。 

 ２つ目の柱では、必要に応じて医療を受けることができる体制を充実するということで、

医師、看護師をはじめとした医療従事者の確保、定着などの医療を担う人づくりを進めるこ

と、また関係機関との連携と役割分担のもと、救急や周産期などの質の高い医療が受けられ

る体制を確保、整備していくというところを記載しているところでございます。 

 28ページをご覧ください。３つ目の柱で、地域、高齢者福祉や障がい福祉の関係の取組と

いたしまして、介護や支援が必要になっても、住みなれた場所で安心して生活できる地域を

つくっていくとして、まずそのうち地域福祉の関係では身近な地域社会で、年齢や障がいの

有無にかかわらず、みんなが安心して暮らせるように様々な福祉課題を総合的に支援する体

制ですとか、あとは住民相互の生活支援の仕組みの構築による、互いに認め合う、ともに支
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え合う福祉コミュニティーづくりを進めること、また生活困窮者の支援とか、あとは権利擁

護など、様々な視点による多様な支援体制づくりを進めまして、みんなが安心して暮らせる

セーフティーネットを整備していくことという取組を行うという方向性を書いているとこ

ろでございます。 

 高齢者福祉、介護の部分では、高齢者が可能な限り住みなれた地域で生活を営むことがで

きるように切れ目ない医療と介護の提供や認知症対策、介護予防の推進などを通じた地域包

括ケアのまちづくりを進めていくこと、また介護の質の高いサービスを受けることができる

ように、介護サービスの充実や介護人材の確保を進めていくということを記載しているとこ

ろでございます。 

 障がい福祉のところの分野では、障がい者が地域で安心して生活ができるように、障がい

福祉サービスや相談支援体制の充実、障がいの理解の促進や不利益な取り扱いの解消などを

進めていくこと、あとは日常生活や社会生活の支援、農業と福祉が連携した就労の場を広げ

る取組を行うなど、障がい者の社会参加を推進していくとしているところでございます。 

 次に、29ページのところでございます。ここでは、政策分野の２つ目として、家族・子育

てという形になっておりまして、「家族の形に応じたつながりや支え合いが育まれ、また、

安心して子育てをすることができる岩手」をサブタイトルとしているところでございます。 

 政策の柱として、まず安心して子どもを生み育てられる環境をつくるとして、施策を展開

していくといった形になっております。 

 まず１つ目が、県民が結婚、家庭、子育てに希望を持てるように、機運の醸成などによる

社会全体で結婚や子育てを支援する環境づくりを推進すること。２つ目では、周産期医療体

制の整備や、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相談支援体制の構築などにより、安

全、安心な出産環境を整備していくこと。続きまして、子育てを社会全体で支えていくため

に、保育サービスや子供に対する医療を充実するなどにより子育て家庭への支援を行うこと。

次に、生まれ育った環境に左右されることなく、子供が健やかに成長していけるように、子

供の貧困対策や児童虐待防止対策などを進めていくこと。続きまして、障がい児とその家族

の多様なニーズに対応できるように、地域の関係機関のネットワークの強化や、支援者の育

成などによる療育支援体制の充実を図っていくこと、としているところでございます。 

 少し行が飛んで、４番目の柱のところで、仕事と生活を両立できる環境をつくるという関

係では、子育てに優しい環境づくりについて、労働の関係部局とともに取組を進めていくこ

ととしているところでございます。 

 そのほかには、34ページを御覧ください。ここのところは、33ページから続くわけですが、

（５）の安全という分野でございます。３つ目の丸、（６）の仕事・収入の１つ手前のとこ

ろなのですけれども、感染症による脅威から一人ひとりの暮らしを守るという関係で、医療

面からの感染症の対策関係を記載しているところでございます。 
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 同じページの（６）の仕事・収入の分野では、１つ目の丸のところで、一人ひとりの能力

が発揮でき、多様な働き方ができる環境をつくりますというところの中の、35ページの３つ

目のポツの関係で、保育サービスの充実や子育てに優しい環境づくりなど、子育てと仕事の

両立を図る家庭への支援や、あとはいきいきと働き続けるための健康づくりの推進、また障

がいなどの多様な就労の場の確保や生活面の訓練、相談などによる就労に向けた支援を推進

していくというような形で、それぞれ取組の方向を記載しているところでございます。 

 以上、当部関係の取組の方向の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇長山委員長 ありがとうございました。かなり難しい言葉が出てきたようで、専門用語が

出てきて、わかりにくい部分もあるのではないかと思いますが、今までの説明の中で御質問、

御意見等がありましたらお願いいたします。せっかくの機会でございますので、細かいこと

でも結構です。 

 和田先生、お願いします。 

〇和田委員 これまで保健医療計画については関わってきましたけれども、社会福祉審議会

は初めてでわからないことが多いのですが、大変すばらしい、重要なことが丁寧に記載され

ていると思います。こういった計画を５年間実施していく上で、中間評価や最終評価は、ど

の時点でどれだけ評価して修正していくものなのでしょうか。例えばこの中に人口問題のこ

とも先ほど御説明がありましたし、周産期医療の定義についても書かれておりますけれども、

本当に実現するような、何か具体的なものはあるのでしょうか。今まで医療計画部会の中で

はなかなかいい案が見つからないままきていますので、よろしくお願いします。 

〇長山委員長 ありがとうございました。 

 今の御質問、よろしいでしょうか。 

〇岩渕政策地域部政策推進室政策監 資料６―１の「アクションプランとは」というところ

をお開きいただければと思うのですが、私が今説明したのが10年間の長期ビジョンというこ

とで、10年間の方向性を書いた部分を御説明申し上げました。 

 それで、実際に具体的に何をするかといった中身については、４年ごとにアクションプラ

ンというものを策定して、こちらには目標数値を入れて、さらに条例に基づく政策評価を行

っています。その中で、進捗度がＡやＢ、そういうこともきちんと測った上で回していきま

す。今回はあくまでも方向性という形でお示しをした部分ですので、分かりにくい部分があ

ったかと思いますが、４年ごとのアクションプラン、これはまた９月にその骨格を併せて公

表することにしておりますので、そちらで具体的な進行管理を行っていくということになり

ます。 

〇和田委員 ありがとうございます。 

〇長山委員長 政策評価なり、評価というのはかなり難しい部分ではあると思いますが、い

ずれ今後かなり詰めた形で目に見えて出てくるのではないかなと思います。 
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 どうぞ。 

〇高橋副部長兼保健福祉企画室長 若干補足をさせていただきますが、県の総合計画自体は

先ほど政策推進室から説明があったとおり進捗管理などをしていくという形でございます

が、そのほかに御指摘があった、例えば保健医療計画とか、あるいは福祉の分野であれば、

障がい者プランやいきいきプランなど、各分野で計画をつくっております。基本的にそれら

とこの総合計画とは整合性をとりながら策定することになろうかと思っておりますが、それ

ぞれの分野の計画においても、例えば周産期については保健医療計画の中で進捗管理してい

くというような形になろうかと考えております。 

〇長山委員長 今は、いわゆる方向性なりビジョンという形で漠然としたというか、抽象的

な部分が多いかと思うのですが、その実現のためには具体的にこういう事業あるいはこうい

う仕事、予算はこれだけつけるよとか、そういう内容のものができていくのではないかなと

思います。非常に10年間という長期のスパンになりますので、見通しが当然変わってくる場

合もありますから、その都度見直しをしていくということになるのではないかなと思います。

そのほか皆さんから、もっと細かな具体的な言葉だとかございましたらお願いします。 

 どうぞ。 

〇藤井委員 いろんなことをお聞きしたいし、いろんなことを御指摘したいのですが、例え

ば今のところで29ページの一番下に、人と動物が共生できる社会をつくりますと記載があり

ます。実は私、花巻でも東和町、泣き相撲で有名なあの近くに住んでおりますけれども、私

も田んぼは全部他人に耕作してもらっているのですが、自家用の野菜もかなりつくっていま

す。しかし、最近は豆を休止しましたし、トウモロコシもやめました。それは動物に全部荒

らされるからです。ここでは、全体的なことを記載していると思いますけれども、これを展

開していく上で、やはりそれぞれの地域等を考えた形で表現をしていただきたいと思います。 

 それと、自然が豊かで、夏も冬もいろんなスポーツができますと記載がありますけれども、

実は私もスキーが大好きで、ほとんど毎年夏油スキー場には行っておりますが、毎年リフト

に乗る時間が短縮されております。ゴンドラにたった１人で乗る場合もしょっちゅうありま

す。事ほどさように、かつては東京、仙台等から来るお客さんともゴンドラで一緒になるこ

とがありましたが、そういうお客さんと一緒になることは今ほとんどありません。かつてを

知った方に聞くと、今はもうほとんど千歳空港に行きますと、東京からだと早いわけですよ

ね。それから、環境もいいしなんていうことをお聞きします。ですから、先ほど数字の話が

ありましたけれども、これを計画していく上で、岩手のスキー場の利用者をどこまで回復さ

せるのだということや、これにインフラのことは余り触れていませんけれども、花巻に住ん

でいますと、花巻空港も知事が大分頑張って、台湾との定期路線にするということで頑張っ

ておられるけれども、もっともっと広がらないのかなということを本当に感じます。結局Ｉ

ＬＣのことも出ていますけれども、既にあるインフラをどう生かしてやっていくかというよ



- 24 - 

うなこともぜひ考えていただきたいと思います。 

 もう一つ、実は最近の事例ですけれども、必要に応じて医療を受ける体制をつくりますと

記載があります。実は私、５、６日ほど前に、花巻でも毎年高齢者を中心に大腸がん検診を

予防医学協会から来て行いますが、要注意の判定となり、この間封筒をもらったのです。私

は、中部病院で５年ほど前に大腸ポリープも取っていますので、電話して予約をとろうと思

ったら、まず民間の医院に行って、そこで検査をして、やはりどうしてもだめだとなったら

中部病院にもう一回電話してくださいと言われたので、私のカルテもあるはずだと、５年前

に既に大腸ポリープを取っていると、だから継続ということでできないのかと言ったら、い

や、そういうルールがございませんと言われました。つまり民間の医療機関に行ってから来

てもらわなければいけないということです。それで随分言い合いになって、結局、８月４日

午前中に検査をするということで、向こうから電話が来たのです。このようなことがござい

ますので、もう少し県立病院と私立の病院と、それぞれどういう分野でどういうふうにやる

か、やはりワンクッションで民間病院で検査を行うということは、検査もただではありませ

んから、そういうこともぜひできる体制の中で、もう少しお考えいただければと思います。

自分の体験談を今申し上げておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

〇長山委員長 ２点あったかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇岩渕政策地域部政策推進室政策監 最初に、計画本体の29ページの人と動物が共生できる

社会をつくりますということで、御指摘のとおり、この部分はいわゆるペットに着目をして

おります。家族・子育ての中で、動物愛護センターの計画をしておりましたので、それも含

めてここに盛り込んでいますが、おっしゃるとおり、農業という産業面、あるいは安全の面

から見た時に、熊が里におりてきているとか、鹿の問題とか、そういうことがありますので、

ここでは家族というところに着目しておりますが、「仕事・収入」分野においてそういう対

策が必要だということを書き込んでおります。 

 それから、スキー場の話もございましたけれども、先日「里山資本主義」を書かれた藻谷

浩介さんを講師として、次期総合計画の策定に関連した形で県民フォーラムを開催したので

すけれども、藻谷さんから岩手の強みをしっかりと生かしていくことが重要だというお話を

いただきました。生活保護の受給率は東京の方が岩手の２倍です。岩手の方が低いわけです。

理由として、農業の基盤があるという面、豊かな自然環境があるとことがあると思います。

そう考えた時に、御指摘のスキー場とか今は外国人が多いのですが、県民も健康づくりのた

めに色々取り組んでいくような、そういう形で強みを伸ばしていくような、そういう取組を

進めていきたいというのが今回の計画の意図にございます。 

 それから、インフラでございますが、インフラにつきましては、非常に大事でございまし

て、39ページ、社会基盤というところの上から３つ目にもありますけれども、今の復興の関

係で三陸沿岸道路の宮古盛岡間が70kmになるという話があります。それから、宮古室蘭間の
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フェリーなども大分整ってきていますし、花巻空港もありますので、これらをしっかりと生

かし、インバウンドも拡大しておりますので、産業振興や観光面に生かしていくことという

のが非常に大事だと思っておりますので、しっかりと書き込んでいきたいと思っております。 

〇長山委員長 ありがとうございました。 

 続いて、田口さんよりさきほど手が挙がったようですので。 

〇中野保健福祉企画室企画課長 すみませんがよろしいでしょうか。 

〇長山委員長 それでは説明をお願いします。 

〇中野保健福祉企画室企画課長 私の方から、少し医療の関係のところを御説明といいます

か、話をさせていただきたいと思います。 

 本県の県立病院のネットワーク、大変これは強みとして私どもも考えております。一方、

この取組の中で28ページのところの一番最初のポツのところを御覧いただきたいと思うの

ですけれども、ここの中で医療機関の役割分担と連携の構築による質の高い医療を受けられ

る体制整備していくというところをその方向の一つという形で書いているところでござい

ます。この中で、私どもの方も各医療圏域ごとに地域医療の検討会議などを設けまして、そ

の地域での医療体制について協議、連携を図っているところでございます。この会議の中で、

やはり今お話のあった民間の医療機関のお話、かかりつけのお医者様をという話の中から、

そこをまずは大事にしていくという部分のお話も多分その中ではあったかと思います。その

中で、さらに質の高い医療を受けるためにということで、県立病院は中核の医療機関として

各圏域で診療を行っているというところもございます。ですので、その辺のところをやはり

県民の皆様にも御理解をいただきながら、本県の医療体制の整備を進めていきたいと考えて

いるところでございます。 

〇長山委員長 和田先生どうぞ。 

〇和田委員 すみません。先ほどの藤井委員のお話では、中部病院の対応に問題がありまし

た。予防医学協会の２次医療機関として中部病院というのは出ておりますので、そこの待遇

につきましては中部病院に申し入れをしておきます。紹介状を持っているということを一言

お話しいただければ、そういった対応は違うと思います。 

〇藤井委員 いや、紹介状をもらっているという話もしたのです。ですが、ほかの病院に行

くようにと、こういう話でしたので。 

〇和田委員 対応の方がよくないと思いますので、それは指導しておきます。 

〇長山委員長 では、そのほか田口さんの手が挙がっておりますので、田口さんからお願い

します。 

〇田口委員 私は、保育の状況をお伝えするということで、特に御回答いただくものではご

ざいませんが、保育サービスの充実という言葉があちらこちらにありまして、35ページのと

ころに保育サービスの充実や子育てに優しい環境づくりという言葉が掲載されております
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けれども、私は矢巾町で保育園、こども園に勤務しておりますけれども、今保育の充実とい

うことで、矢巾町の保育園のほとんどは朝７時から夜８時までの保育を実施しております。

それから、休日保育、日曜日も祭日も要望があれば保育を行っておりますし、病児保育にも

対応しております。そういったわけで保育の充実は十分で、申し訳ございませんが、充実と

いっても、これ以上保護者の方々にどんなサービスができるかな、と思って拝見させていた

だきました。 

 そして、働くお父さん、お母さんたち、職場の方での子育て環境も子育て中の保護者には

優しい職場もたくさんありますが、まだそこが十分でない職場がありますので、会社とか育

児中の仕事をしている方に優しい職場になっていただくように、子育て環境を両親の周りの

方々が整えていただければいいと考えます。子供たちはやはりりお父さん、お母さんの手が

一番恋しいですので。子供によっては朝７時に来て12時間後の夜７時に帰る子もいます。朝

早い子ほど遅くまでおります。職員は早番、遅番など８時間勤務で回っておりますけれども、

子供はそれ以上に12時間も園を利用している子供がいますので、そこのところを御理解いた

だければいいなと思います。 

 以上です。特に御回答を求めることではありません。 

〇長山委員長 現状などについてお話をいただきました。 

〇岩渕政策地域部政策推進室政策監 ちょっとよろしいでしょうか。 

〇長山委員長 どうぞ。 

〇岩渕政策地域部政策推進室政策監 今のお話、ありがとうございます。 

 １つだけ御紹介したいのですけれども、今、矢巾町ではなくて北上地域なのですが、東芝

メモリが新しい工場をつくる予定であり、自動車関係もどんどん増設しておりまして、今後

5,000人規模の雇用が必要になってきているという地域でございます。家族等も移ってくる

ことを含めると１万人規模の人の流れが求められている地域になります。ですから、そうい

う場所も念頭に考えていく必要もあります。 

それから、働き方改革について、昨年、トヨタ自動車東日本さんが事業所内保育所という

のをつくりました。また、岩手大学さんと岩手銀行さんが連携してそういう取組を行ってお

り、県においても検討しています。おっしゃるとおり、工業団地などができますと、そこに

近い場所の方が良いのだろう、また、その企業の中でそういう取組が必要になってくれば、

そういう場所が良いのだろうなという考えもある中で、様々な面があるということで記載し

ておりましたので、よろしくお願いいたします。 

〇長山委員長 米田さん、お願いします。 

〇米田委員 民生委員の米田と申します。資料№３―３で、福祉サービス提供の仕組みづく

りというところで、地域トータルケアシステムの構築ということがございまして、相談・支

援のワンストップという体制をつくるという、これをぜひ早目にお願いしたい。というのも、
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私どもは地域で０歳から100歳以上の方々、本当に子供からお年寄りの方まで関わりを持っ

ているのですが、お年寄りの方は地域包括で全て相談するとうまく順々に乗っていくのです

が、０歳からということになると、ここのところが保育園に入ることができれば一番いいの

ですが、入れないお子さんがいたりするときに、児童虐待を見ても０歳から３歳ぐらいまで

の間が一番多うございます。悲惨な状態になるのが一番多うございますので、包括の中に高

齢者の分だけではなくて、児童の部分も入っていただけると、そこにつなげるとワンストッ

プになるという、そういうシステムをつくっていただきたいと思います。それもなるべく早

目につくっていただかなければ、子供の命が守れないというところがございますのでそれを

ぜひお願いします。 

 そして、その背景にあるのは、今日も実は子ども食堂をやってきておりますが、子供たち

のことを見ると、お父さん、お母さんがほとんど子供と接する時間がないくらいぎりぎりに

働いていらっしゃるという、それも小さな企業ですね、そういうところのお母さんはパート

というのが多いのです。お母さんの話を聞くと、子供のためにパートをちょっと休ませてく

ださいと言うと、次は来なくてもいいよと言われる、そういう世の中がまだ実際にあるので

す。だから、そういった方々がもうぎりぎりで生活をなさって、子育てをして、あげくの果

てに虐待をしてしまうというようなケースがありますし、精神を病んでいるがためにそこに

至るというのもあります。いずれお父さん、お母さんの相談を本当に引き受けくださるとこ

ろが、早目に早目に手を打たないと、後からいろんなことが重なって出てくるという現状を

ぜひ御理解いただきたいと思います。ワーク・ライフ・バランスをとれる企業にお勤めの人

はいいのですが、そうでない人の方が多いということもぜひお考えいただきたいと思います。

このような企業の協力というのはお母さんたちにはできませんから、行政の皆さんが推し進

めていただいて、ぜひ子育てに優しい会社になって、あるいはパートになれるように、ぜひ

御尽力をいただきたいと思います。 

 そして、包括というところでワンストップという体制をぜひお願いします。子供を守ると

いうことはそういうことではないかなと思ってございますので、ぜひそれに御尽力を賜りた

いと思います。 

〇長山委員長 ありがとうございました。 

 何かコメントございますか。 

〇菊池地域福祉課総括課長 御意見ありがとうございます。委員御指摘のとおり、今は様々

な複数の課題を抱える世帯も出てきております。従来の高齢者、障がい、子供という縦割り

の制度ではなかなか解決が難しいということも出てきておりまして、そういった視点でワン

ストップの体制で相談を受けようというようなことが進められてきております。 

 県内の市町村では少しずつではありますが、そういったところも出てきておりますので、

私たちもいろんな事例を紹介しながら、市町村の体制整備を支援していきたいと思います。
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ありがとうございます。 

〇米田委員 相談所は大変たくさんあるのですが、そこに行けないのですね、お父さんやお

母さんは時間的な余裕がないので。そうすると、土日では行けないしというようなことがあ

る。どんどん時間が、問題が深刻化するまで、そこに誰も入れないということになってしま

う。地域で守ってくださいと言われますが、地域力が低下していて、町内会自体が危ない事

態になっているときに、地域に任せられてもなかなかそれは難しいのかなと思います。共生

社会をつくっていくためには、やはりそこのところを一番先にやらなければならないし、地

域力を高める方策が最初だと思います。 

〇菊池地域福祉課総括課長 ありがとうございます。地域も高齢化になり、担い手がないと

いうことで、地域で頑張れと言われてもなかなかそれが難しいということもありますので、

地域福祉の視点からは、まず地域の診断とか、そういったところを行いながら社会福祉協議

会さんでも色々コミュニティーソーシャルワーカーの育成をしたりしていますので、そうい

ったところで地域任せにしないで支援をしていくことが必要だと思います。ありがとうござ

います。 

〇長山委員長 はい。 

〇岩渕政策地域部政策推進室政策監 ただいまの御指摘なのですが、まさに今回の計画なの

ですが、今までであれば福祉や保健という区切りにしていました。片方に産業振興というの

があって、今、働き方改革なども一生懸命進めようとしているのですが、そこをどうしても

縦割りにしてしまうとそういう問題が不明確になってしまいますので、今回そういった県民

の方が暮らしている分野、家族・子育てと見ることによって、そこに働き方改革というのも

入ってきていますので、県の内部でも横串で連携を図って、そういうことに気づいて、きち

んと早目に手を打つような、そういう取組につながっていけば良いという思いで、こういっ

た体系にしております。すぐにどうという話ではないのですが、こういった中でそういった

課題解決に、今後取り組んでいければいいなと思っております。 

〇長山委員長 ありがとうございました。 

 もう時間も押してきましたのですが、公募委員の八重樫さん、何か今までのやりとりの中

で御感想などありましたら。何かありませんでしょうか。 

〇八重樫委員 はい。 

〇長山委員長 わかりました。そのほか皆さんから何か今の件に関しましてありましたらお

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 ありがとうございます。 

 ないようでございますので、意見交換という部分については終了いたしたいと思います。 
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10 そ の 他 

 

〇長山委員長 その他でございますけれども、事務局から何かありませんか。 

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 ないということでありますが、再度委員の皆様方から何かございませんでし

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 ありがとうございます。 

 では、何もないということでございますので、これをもちまして会議の進行は終わらせて

いただきます。御協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

11 閉  会 

 

〇中野保健福祉企画室企画課長 委員長、委員の皆様、本日は長時間にわたり御審議いただ

きまして、誠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。本日はどうもありが

とうございました。 

 


