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環境福祉委員会会議記録 

 

 

                       環境福祉委員会委員長 神﨑 浩之 

１ 日時 

  令和２年３月 18日（水曜日） 

  午前 10時１分開会、午後５時０分散会 

  （うち休憩 午前 11時 23分～午前 11時 27分、午前 11時 59分～午後１時２分 

        午後３時９分～午後３時 22分） 

２ 場所 

  第５委員会室 

３ 出席委員 

  神﨑浩之委員長、岩城元副委員長、名須川晋委員、千葉伝委員、米内紘正委員、 

小野共委員、佐々木努委員、千田美津子委員、木村幸弘委員、小林正信委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  上野担当書記、千葉担当書記、前田併任書記、駒木併任書記、尾形併任書記 

６ 説明のために出席した者 

(１) 環境生活部 

    大友環境生活部長、小島副部長兼環境生活企画室長、 

田村環境担当技監兼廃棄物特別対策室長、藤澤若者女性協働推進室長、 

高橋環境生活企画室企画課長、高橋環境生活企画室温暖化・エネルギー対策課長、 

川村環境生活企画室放射線影響対策課長、 

藤澤環境生活企画室ジオパーク推進課長、 

佐々木環境保全課総括課長、佐々木資源循環推進課総括課長、 

谷藤自然保護課総括課長、坊良県民くらしの安全課総括課長、 

新沼県民くらしの安全課特命参事、佐藤県民くらしの安全課食の安全安心課長、 

    武蔵県民くらしの安全課県民生活安全課長、 

高橋県民くらしの安全課消費生活課長、 

八重樫廃棄物特別対策室再生・整備課長、 

田村廃棄物特別対策室廃棄物施設整備課長、 

高井若者女性協働推進室青少年・男女共同参画課長、 

工藤若者女性協働推進室連携協働課長 

(２) 保健福祉部 

    高橋副部長兼保健福祉企画室長、今野副部長兼医療政策室長、 
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高橋医師支援推進室長、山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長、 

菅原参事兼医師支援推進室医師支援推進監、阿部保健福祉企画室企画課長、 

佐々木健康国保課総括課長、菊池地域福祉課総括課長、小川長寿社会課総括課長、 

門脇子ども子育て支援課総括課長、福士医療政策室医務課長、 

稲葉医療政策室地域医療推進課長、鈴木医師支援推進室医師支援推進監 

(３) 医療局 

    熊谷医療局長、三田地医療局次長、小原医療局次長、高橋医師支援推進室長、 

菅原参事兼医師支援推進室医師支援推進監、吉田経営管理課総括課長、 

一井職員課総括課長、菊地医事企画課総括課長、鎌田業務支援課総括課長、 

工藤業務支援課薬事指導監、髙橋業務支援課看護指導監、 

鈴木医師支援推進室医師支援推進監 

７ 一般傍聴者 

  13人 

８ 会議に付した事件 

(１) 環境生活部関係審査 

（議 案） 

   ア  議案第32号 旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

   イ 議案第33号 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 

   ウ 議案第34号 浄化槽法施行条例の一部を改正する条例 

   エ 議案第36号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 

   オ 議案第37号 動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

  （請願陳情） 

   ア 受理番号第７号 岩手県全域における「ダブルケア」支援を求めるための請願 

   イ 受理番号第10号 「気候非常事態宣言」を求める請願 

   ウ 受理番号第11号 岩手県として気候変動非常事態の宣言を行うことを求める請 

            願 

(２) 保健福祉部関係審査 

  （議 案） 

ア 議案第35号 社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

   イ 議案第47号 岩手県立療育センターの指定管理者を指定することに関し議決を

求めることについて 

   ウ 議案第49号 ひとにやさしいまちづくり推進指針（2020～2024）の策定に関し

議決を求めることについて 

  （請願陳情） 

   ア 受理番号第８号 岩手県全域における「ダブルケア」支援を求めるための請願 
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   イ 受理番号第12号 妊産婦医療費助成制度の拡充を求める請願 

 (３) 医療局関係審査 

   （議 案） 

   議案第46号 権利の放棄に関し議決を求めることについて 

（４） その他 

   ア 次回の委員会運営について 

   イ 委員会調査について 

 

９ 議事の内容 

○神﨑浩之委員長 ただいまから環境福祉委員会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております日程により会

議を行います。 

 初めに、環境生活部関係の議案の審査を行います。議案第 32号旅館業法施行条例の一部

を改正する条例及び議案第 33号公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例、以上２件は関

連がありますので、一括議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○坊良県民くらしの安全課総括課長 議案第 32 号旅館業法施行条例の一部を改正する条

例及び議案第 33号公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例につきまして、説明の都合に

より公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例案を先に御説明いたします。 

 議案（その２）の 54ページをお開き願います。便宜、お手元に配付しております資料ナ

ンバー２の公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例案（議案第 33号）の概要により御説

明させていただきます。 

 まず、１の改正の趣旨でございますが、浴場業を営む者が講じなければならない衛生に

必要な措置の基準を緩和するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものでありま

す。具体的には営業者が行う入浴者への衛生措置基準について、昨年度の旅館業法施行条

例の改正や、環境衛生の変化、公衆浴場の多様化等を踏まえた見直しを行うものでありま

す。 

 次に、２の条例案の内容でございます。(１)の衛生措置基準の緩和については３点ござ

います。１点目は、照明について、旅館業法施行条例において規定する衛生措置基準と同

様に数値基準を定性的な規定にすることでございます。 

 ２点目は、貯湯槽のレジオネラ対策について、これまで措置基準では温水の管理を 60

度以上とする手法に限定しておりましたが、この手法のほかに消毒等によりレジオネラ属

菌が検出されないようにする手法を加えるものでございます。 

 ３点目は、公衆浴場において衛生の確保の観点から、シャワー等の設置を義務づけてお

りましたが、ヨモギ蒸しという、ヨモギを煮出した蒸気により入浴者の全身を蒸す形態の

公衆浴場におきましては、タオルによる汗の拭き取りや入浴者ごとの入浴着の交換等によ
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り衛生が確保できる場合には、シャワー等を設置しないとする適用除外の規定を定めるも

のでございます。 

 (２)は、その他所要の整備をするものです。 

 施行期日ですが、公布の日から施行するものです。 

 次に、議案（その２）の 52ページをお開き願います。便宜、お手元に配付しております

資料ナンバー１の旅館業法施行条例の一部を改正する条例案（議案第 32号）の概要により

御説明させていただきます。 

 まず、改正の趣旨ですが、営業者の講ずべき衛生措置の基準を緩和するもので、営業者

が講ずる宿泊者への衛生措置基準について、衛生環境の変化を踏まえた見直しを行うもの

です。 

 次に、条例案の内容です。衛生措置基準を緩和するものです。先ほど御説明しました公

衆浴場法施行条例の一部を改正する条例と同様に貯湯槽のレジオネラ対策としまして、温

水の管理は 60度以上の温度設定による方法のほか、消毒等による温水からレジオネラ属菌

が検出されないようにする手法を加えるものです。 

 施行期日ですが、公布の日から施行するものです。 

 以上で議案第 32号旅館業法施行条例の一部を改正する条例及び議案第 33号公衆浴場法

施行条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。 

○神﨑浩之委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○千田美津子委員 議案第 33号の部分で１点だけ確認をしたいのですが、基準の緩和で

３点ありますが、照明について 150 ルクス以上だったものを十分な照度を保つことにす

るということですが、これまでの 150 ルクスというのは、通常でいえばどの程度のもの

なのか、この点お聞きいたします。 

○坊良県民くらしの安全課総括課長 150 ルクスと申しますと、大体、商店街の夜の光

の明るさぐらいと言われております。100ルクスといいますのは、電柱に街灯があります

が、その真下に立ったときの明るさが 100 ルクスと言われております。したがいまして、

それよりも少し明るく、商店街では少し明るめのイルミネーションを設置していますが、

それぐらいの明るさで、それを今度は十分な照度を保つことにするということで、定性

的な基準に見直すものです。 

 この考え方ですが、公衆浴場法で、昭和 23 年に法律が施行されたものでございます。

いわゆる戦後公衆衛生、国民の保健衛生というものを確保する観点で、入浴業を営業す

る者にとってはそういった明るさや、消毒の基準といったものを厳格に数値で規定をし

てきたという流れがございます。その後、時代の変遷があり、照明や衛生の対応はさま

ざまな技術革新であったり、サービスを提供する者は当たり前の状況になっているとい

う背景があります。 

 さらには、最近は厳格な明るさよりも、いかに利用者のニーズに対応した設備、サー

ビスを提供していくのかが営業者に求められるという観点で法改正がされたり、法令に
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基づく省令等の改正がされ、それにあわせた形での条例の改正で、昨年度はもう一つの

議案であります旅館業法施行条例の基準を定性的なものに見直したところです。そうい

った流れを受けて、今回、公衆浴場法施行条例の改正をするものです。 

○千田美津子委員 通常の、例えばけがをしないような状況や、安全面に配慮した、い

わばニーズに応じた対応ということで、もっと早く変えてもよかったものだということ

でよろしいですか。 

○坊良県民くらしの安全課総括課長 国の法令等の改正を受けた流れでございます。さ

らに、今申し上げた環境の変化により、数値基準を定性的なものに残しておくのは、我々

行政にとって指導監督のための根拠が必要になっておりますので、定性的なものでの規

定を残すことで、安全面はしっかりと監視等をしていきたいと思っております。 

○神﨑浩之委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。各案件は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認めます。よって、各案件は原案を可とすることに決

定いたしました。 

 次に、議案第 34号浄化槽法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○佐々木資源循環推進課総括課長 議案第 34 号浄化槽法施行条例の一部を改正する条

例につきまして御説明申し上げます。 

 議案（その２）の 56 ページをお開きください。また、御説明は本日の環境福祉委員会

資料ナンバー３により行いますので、こちらをごらんください。 

 まず、改正の趣旨でございますが、浄化槽法の一部改正に伴いまして浄化槽の使用の

停止の届け出を廃止し、及び浄化槽保守点検業者の営業所に置く浄化槽管理士に対する

浄化槽の保守点検に関する研修について定めるとともに、あわせて所要の整備をしよう

とするものでございます。 

 次に、条例案の内容でございますが、浄化槽法の一部改正により、浄化槽の使用の休

止の届け出が法に規定された状況でございますので、これと同様の制度であります使用

の停止の届け出に係る部分について条例の規定から削除しようとするものでございます。

また、法の一部改正により、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を条

例に追加するということもありますので、浄化槽保守点検業者に対して、その登録期間



 6 

である３年の間に１回以上、その営業所に置く浄化槽管理士に対し、県が規則で定める

研修を受講させることを義務づけ、条項の追加に伴う所要の整備をするものでございま

す。 

 施行期日等でございますが、浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日にあわせ、令

和２年４月１日から施行するとともに、浄化槽の使用の停止の届け出の廃止等に伴う所

要の計画措置を講じようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○神﨑浩之委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○千葉伝委員 施行条例の改正の部分の説明をいただきました。よくわからないのでお

聞きします。浄化槽の業者が浄化槽管理士を使って検査、点検させるということなのか。

浄化槽管理士の資格登録等々の条件を教えてください。 

○佐々木資源循環推進課総括課長 浄化槽管理士は、国家資格でございます。試験を受

けて取るということなどが主に規定されている資格でございます。 

○千葉伝委員 わかりました。業者からすれば、最低１人は使うということで、大きい

ところは何人いるのでしょうか。 

○佐々木資源循環推進課総括課長 浄化槽保守点検業を行う場合には、知事の登録を受

けなければなりません。その保守点検業者の登録に当たっては、浄化槽管理士を１名以

上置かなければならないので、委員御案内のとおり保守点検業者に１名以上置くという

ところでございます。その登録、浄化槽管理士の所属する人数はまちまちですが、本県

の場合は小さな会社が多いですので、浄化槽管理士は１人、２人程度が多いというとこ

ろがございます。 

○千田美津子委員 今回の条例改正で、今質問がありました浄化槽管理士に対して研修

を受けさせることを義務づけるとなると、これまでこの研修というのはどのようにされ

ていたのかお聞きいたします。 

○佐々木資源循環推進課総括課長 特に法律等で浄化槽管理士の研修は義務づけられて

いなかったのですが、本県では公益社団法人岩手県浄化槽協会がございまして、その公

益事業の中で浄化槽管理士、保守点検業者の資質向上のための研修を日頃から行ってお

り、今回の改正でもそういう研修になろうかと思います。 

○千田美津子委員 こういう分野もいろいろ状況が変わったりするので、自主的にやっ

ていたものを規則で定めていくということはいいことだと思います。 

 それで、この浄化槽施行条例の一部改正に当たって、県民の意見の募集を行ったよう

でありますが、どういう状況だったかお聞きします。 

○佐々木資源循環推進課総括課長 この条例改正に伴い、パブリックコメントを実施し

ております。昨年の 12月 11日から本年の１月 10 日までの期間で意見募集を行っており

ます。浄化槽管理士に対する研修に関しましては、研修の内容や実施方法についての意

見が寄せられております。具体的に申し上げますと、県内で１日で終了する研修を希望
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するとか、現場でのトラブル対応などをわかりやすく説明してほしいなどの意見が出さ

れておりまして、この条例改正の内容について反対という御意見は一つもございません

でした。 

○千田美津子委員 研修内容や、トラブル対応という部分で反対ではない意見があり、

今回の条例改正にきちんと反映されたと思うのですが、その辺をお聞きいたします。 

○佐々木資源循環推進課総括課長 具体的な研修内容については、これから詰めていき

ますが、現場でのトラブル対応をきちんと教えてほしいということであれば、精通した

講師を配置して研修するなど、パブリックコメントの御意見は研修内容に随時反映させ

ていきたいと思います。 

○神﨑浩之委員長 よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定

いたしました。 

 次に、議案第 36号食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○佐藤食の安全安心課長 議案第 36 号食品衛生法施行条例の一部を改正する条例につ

いて御説明いたします。 

 議案（その２）の 61 ページをお開き願います。便宜、お手元に配付してあります資料

ナンバー４の食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案（議案第 36号）の概要により

御説明させていただきます。 

 まず、改正の趣旨でありますが、食品衛生法の一部改正に伴い、公衆衛生上講ずべき

措置の基準を廃止するとともに、あわせて所要の整備をするものです。 

 次に、条例案の内容でありますが、１点目、公衆衛生上講ずべき措置の基準の廃止は、

食品衛生法の一部改正により、食中毒等の健康被害を引き起こす可能性のある危害要因

の除去、軽減を目的とした国際的に認められた衛生管理の手法であるＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理が制度化され、これまで地方自治体の条例に委ねられていた衛生管理の基準

について、国が厚生労働省令で定めるＨＡＣＣＰに沿った基準とする等の改正が図られ

たことから、条例の基準を廃止するものであります。 

 ２点目は、その他所要の整備をするものであります。 
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 施行期日等でありますが、法及び政令の一部改正の施行日と同日である令和２年６月

１日から施行するとともに、一部改正法においてＨＡＣＣＰの制度化に１年間の猶予を

与えることを目的として経過措置が設けられたことから、条例において経過措置を定め

るものであります。 

 以上で議案第36号食品衛生法施行条例の一部を改正する条例についての説明を終わり

ます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○神﨑浩之委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○千田美津子委員 条例の改正の部分で、法律改正でＨＡＣＣＰ、安全体制がしっかり

制度化されたということで、わかりました。 

 ただ、所要の経過措置が結局１年間設けられたということは、現状ではなかなか対応

できていないところがあることがここで見受けられると思ったわけですが、そのように

捉えていいのでしょうか。この経過措置の意味合いについてお聞きいたします。 

○佐藤食の安全安心課長 ＨＡＣＣＰにつきましては、これまでも国際的なルールに基

づく厳しいといいますか、そういう衛生管理手法は、大手の企業は既に導入していると

ころが多数でございます。ただ、今回の制度化においては、小さい事業者といった方々

もＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理手法を導入するということになっておりま

す。今回の経過措置というのは、こういった比較的経営基盤の弱い中小の事業者向けに

丁寧な情報提供と周知の徹底、コスト負担といったものが生じることのないように１年

間の経過措置が設けられたと承知しております。 

○神﨑浩之委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定

いたしました。 

 次に、議案第 37号動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○佐藤食の安全安心課長 議案第 37 号動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について御説明いたします。 

 議案（その２）の 66 ページをお開き願います。便宜、お手元に配付してあります資料



 9 

ナンバー５の動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例案（議案第 37号）

の概要により御説明させていただきます。 

 まず、改正の趣旨でありますが、動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、

所要の改正をしようとするものであります。 

 次に、条例案の内容でありますが、１点目は条例第８条及び第 10条に定める飼い主の

遵守義務が法改正により、法において明確化されたことから、当該条文を削除するもの

であります。 

 ２点目は、法改正に伴い、条例により設置することとされた動物愛護管理担当職員が

行う法第 37 条の３第１項の動物の愛護及び管理に関する事務を本県では条例第 23 条に

規定している動物愛護監視員に行わせることから、同条に規定する「動物の愛護及び管

理に関する監視及び指導」を法の規定にあわせて「動物の愛護及び管理に関する事務」

に改めるものであります。 

 ３点目は、その他所要の整備をしようとするものであります。 

 施行期日等でありますが、法改正の施行日にあわせ、令和２年６月１日から施行する

とともに、罰則に係る所要の経過措置を講ずることとするものであります。 

 以上で議案第37号動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての

説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○神﨑浩之委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○千葉伝委員 動物の愛護及び管理に関する岩手県の条例ということで、全国では、か

なり遅く条例ができたと思っております。これまで動物の飼い主に対して、犬、猫等の

飼養者の遵守義務が県の条例で定義されていたが、今回、国の法律が変わって、その必

要がなくなったということですよね。 

 ただ、県の条例の中で、第８条の飼い主の遵守事項として、例えば(１)番は飼い主の

氏名、連絡先を記載し、首輪とかマイクロチップを使用する動物への装着等、当該動物

の飼い主であることを明らかにするための措置を講ずること等、(１)から(10)までかな

り細かいことまで規定されていたのが、国の法律ができたから必要なくなったというこ

とは、逆に言えば国の法律はこれらを全部網羅していると解釈していいのですか。 

○佐藤食の安全安心課長 県の条例が国の基準に全て合っているかといった趣旨かと思

いますが、そもそも県の条例の遵守義務の事項につきましては、環境省の告示により、

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準が定められております。県の条例は、これを基

に作成しておりまして、今回の法律の趣旨はこの基準を遵守することで、飼い主の責務

規定を法律で明確化したということになります。 

 また、マイクロチップにつきましても、施行令につきましてはまだ先の話とはなりま

すが、それについても以前は検討事項とされていたものが法律に明示されたということ

で、これまでの条例で定めたものから欠けるといいますか、足りなくなるとか、そうい

ったものではないと承知しています。 
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○千葉伝委員 わかりました。当然国の法律が上位で、それをきちんと守るということ

になるわけですので、これまで飼い主に対して定めた国の法律に基づいて県の条例がで

きていたが、このことがなくなったにしても、一定の飼い主に対して、国の法律でこれ

を守らなければならないという周知をする必要があるのではないかと思うのですが、そ

れに対してはどう対処するのか。 

○佐藤食の安全安心課長 これまでも動物愛護に関しましては、動物愛護月間とか、イ

ベントを通じて、さまざまなルールの改正であったり、正しい動物の飼い方、適正飼養

については周知してきたところでございます。 

 県としましても、県が主体となって動物愛護の周知活動、イベントという形でも実施

しております。そういう機会を通じまして、この法改正の趣旨を広く皆様にお伝えした

いと考えております。 

○千葉伝委員 ぜひ県あるいは獣医師会という団体もあるわけで、連携しながら、この

際しっかりと飼い主の皆さんに周知徹底を図ると、こういうことで頑張っていただきた

いと思います。 

○千田美津子委員 条例第 23条の動物愛護監視員は、県内に何人くらいいらっしゃるの

かというのが一つ。 

 それから、これまでは監視と指導と言っていたのが、今度は事務となって、この監視

という部分は一体どのようになっていくのか、そのことをお聞きしたいと思います。 

○佐藤食の安全安心課長 動物愛護監視員の人数でございますが、正確な数字は今ここ

ではお話しできませんが、動物愛護の業務に当たる職員として、現場の保健所単位でそ

れぞれ職員を配置しております。それから、私もそうですが、県庁にいる職員も兼務と

いう形で動物愛護監視員となっております。 

 これから変わるのかといった部分ですが、今回の法改正ですが、もともと動物愛護監

視員というのは条例によって規定しておりまして、業務の内容を監視、指導という形で

規定しておりました。今回の法改正の趣旨は、これを県については、必ず置くことと整

備されたものでございます。そのときに行わせる事務という形の表記になっていたとい

うことで、必置、根拠が法律になりました。そこで、その条文が閉じるということでし

たので、そこに合わせて県としても動物愛護に関する事務という形に規定したもので、

実際に行う業務に関しては、これまでと変わりはございません。 

○千田美津子委員 監視員の人数については後でいいですので、教えていただきたいと

思います。 

 今の条例第 23条の部分では、名称は監視員が消えるけれども、必置規定の中でそれら

が必ずやるということに包含されているということで理解してよろしいですね。 

○佐藤食の安全安心課長 そのように承知しております。 

○神﨑浩之委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○神﨑浩之委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定

いたしました。 

 次に、環境生活部関係の請願陳情の審査を行います。初めに、受理番号第７号岩手県

全域における「ダブルケア」支援を求めるための請願を議題といたします。 

 本請願は、先例に基づき、１件の請願を環境生活部及び保健福祉部の所管ごとに２件

の請願が提出されたものとして取り扱っております。それぞれの部局において所管する

項目の審査を行うこととしておりますので、御了承願います。 

 なお、環境生活部が所管する項目は、請願項目の４であり、保健福祉部が所管する項

目は請願項目の１、２、３及び５となりますので、あわせて御了承願います。 

 本請願について当局の参考説明を求めます。 

○高井青少年・男女共同参画課長 受理番号第７号岩手県全域における「ダブルケア」

支援を求めるための請願について御説明をさせていただきます。 

 お手元に配付しております資料ナンバー６で御説明をさせていただきます。子育てと

同時に親の介護を担う、ダブルケアの問題に関する請願でございます。五つの請願項目

のうち、環境生活部からは四つ目の項目でございます男女共同参画への理解を促進し、

社会全体の男性の家庭進出を推進することについて御説明をさせていただきます。 

 それでは、まず説明資料の１、国の第４次男女共同参画基本計画についてでございま

すが、平成 27 年に策定されまして、この中で基本的考え方として、働きたい女性が仕事

と子育て、介護等の二者択一を迫られることなく働き続け、その能力を十分に発揮する

ことができるよう、パートナーである男性の子育て、介護等への参画等の実現が喫緊の

課題となっているとされ、取り組みが進められているところでございます。 

 本県につきましては、説明資料の２でございますが、いわて男女共同参画プランにお

きまして、仕事と子育て、介護の両立を図る労働環境の整備を進めることとし、仕事と

家庭の両立が可能となるよう、働き方の見直しや多様な働き方について、各種啓発活動

を通じて理解を促すといった取り組みなどを進めているところでございます。 

 次のページをごらん願います。説明資料の３の県民意識調査の結果でございますが、

固定的な性別の役割分担に同感しないとする方の割合が増加しているところではござい

ますけれども、依然として家庭や職場で男性のほうが優遇されていると感じるとする割

合が高く、また共働き世帯においても夫の家事時間は妻の 40％程度となっている状況で
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ございます。 

 このため、県では説明資料４の取組状況でございますけれども、(１)、男女共同参画

の視点に立った意識改革や制度・慣行の見直しの取組としまして、男女共同参画フェス

ティバルの開催などの取組を行っているほか、(２)、職業生活における女性活躍の取り

組みとして、いわて女性活躍企業等認定制度や、子育てにやさしい企業等認証制度の普

及などに保健福祉部等と連携して取り組んでいるところでございます。 

 また、(３)、男性の家事・育児への参画として、男性の男女共同参画サポーターの養

成などにも取り組んでいるところでございます。 

 以上で受理番号第７号についての参考説明を終わります。 

○神﨑浩之委員長 本請願に対し、質疑、意見はありませんか。 

○佐々木努委員 今回請願５項目ということでありますけれども、私としてはこの５項

目の中で、もしかして一番重要なのはこの部分ではないかと思っております。夫婦でお

互いに協力し合って子育てとか介護をするのは当然のことでありますけれども、これま

では現実として女性のほうが子育て、そして介護をすることが多かったということです

が、このダブルケア問題がここに来て、むしろ晩婚化も理由の一つなのですが、そうい

う問題が顕在化して、今回の請願が出されてきたと私は認識しているわけでありますが、

環境生活部として、このダブルケア問題についてどのような認識をお持ちか、お伺いを

したいと思います。 

○高井青少年・男女共同参画課長 ダブルケア問題に対する認識ということでございま

すが、先ほども御紹介したとおり、国の男女共同参画基本計画の中でも既にダブルケア

という言葉を使って問題状況を捉えておりまして、先ほど委員からも御紹介ありました

問題として晩婚化、それに伴って子供を産む年齢が高くなっているとともに、介護と一

緒にやらざるを得ない状況ということで、今後重要な課題と認識しているところでござ

います。 

○佐々木努委員 それで、今年の１月に一関市で男女共同参画の視点からダブルケアの

研修会をされたということで、私も参加させていただいたわけですけれども、福祉の分

野のみならず男女共同参画という視点から、広く県民の方々にこのダブルケアを認識し

ていただいて、男性、女性がお互いに力を合わせて介護、子育てを進めていくという機

運の醸成を図っていくべきだと改めて思ったわけでありますが、県の男女共同参画プラ

ン、これによって男女がともに家庭、社会を支えていくという、そういう理念に立った

取り組みを進めてきたと思われますけれども、令和２年でこのプランが終了ということ

で、来年度は次期プランの策定作業を進めなくてはならないと思いますが、この機会に

このプランにしっかりとダブルケアというものを位置づけて、環境生活部のほうからも

広く県民に対してダブルケアの認知度を高めていただいて、男女が協力して、障がい者

の支援も含めた形の支援をやっていくという、働きかけをすべきではないかと思います

が、所感をお伺いします。 
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○高井青少年・男女共同参画課長 今後のプラン改定について、我々の役目としまして

は、男女共同参画にまつわるいろんな課題があるということをお知らせしていくという

のが仕事でございますので、今後の計画の改定の検討に合わせ、そういった問題も検討

していきたいと思います。 

○佐々木努委員 積極的にダブルケアという文言も盛り込んでほしいと思うのですが、

部長、どのようにお考えでしょうか。 

○大友環境生活部長 今委員のほうからダブルケアの問題の御指摘がございました。環

境生活部としましても、各市町村、また関係企業等にも働きかけをしております。こう

いった取り組みがこのダブルケアの問題にもつながっていくと思っておりますので、問

題認識を持った上で、次のプランの策定に当たっていきたいと考えております。 

○千田美津子委員 請願書の中にもあるのですが、ダブルケアに関する学習会やシンポ

ジウムで参加者が多くないということが書かれてありますが、それが実態だと思います。 

 それで、いただいた資料で、県の取組状況の中で男女共同参画の視点に立った意識改

革や、制度・慣行の見直しの取組として男女共同参画フェスティバル、男女共同参画サ

ポーター養成講座が実施されていると思いますが、参加者が一体全体ふえているのかど

うか、それから参加された方の男女比はどのようになっていますか、お尋ねをいたしま

す。 

○高井青少年・男女共同参画課長 男女共同参画サポーターのお尋ねがございました。

男女共同参画サポーターの養成数は年々着実にふえておりまして、1,000名を超える状況

になっております。そのうち正確な数字ではございませんけれども、男性の割合が 100

名ほどで、比率的に女性のほうが多いという状況でありまして、我々としましてもこう

いったダブルケアの問題もございますし、男性の方にいろいろと理解してもらうという

ことも重要な視点だと考えて、男性サポーターの数を増やしていくことも課題として取

り組んでいるところでございます。 

○千田美津子委員 フェスティバルはわかりませんか。 

○高井青少年・男女共同参画課長 フェスティバルのほうも、1,000 名を超える人数だ

ったかと思いますけれども、ただそれが右肩上がりでどんどんふえていくということで

はないようですが、毎年いろんな団体の方に来ていただきまして、盛大に開催している

ところでございます。 

○千田美津子委員 私も地元で男女共同参画を推進する会を立ち上げてはいるのですけ

れども、なかなか会員もふえない、ましてや男性会員もふえていないという実態があり

ます。今サポーターが 1,000 名を超えている、あるいはフェスティバルも 1,000 名を超

えているということで、後で正確な実績をいただきたいわけですが、ダブルケアも含め

た日常の取り組み、自分は関係ないと思っている方々が非常に多いというのが現状では

ないかと思います。そこを県が率先して引き上げていき、そして市町村と連携をしなが

ら、世の中の考え方をしっかり前に進めることが今求められていると思うのです。です
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から、さまざまな一つ一つの事業の実績がどうなっているかということをきちんと分析

をして、次の手だてを打つということが、ダブルケアを含めた、男女が担うという社会

をつくっていくことになると思いますので、そういった点の取り組みをお聞きいたしま

す。 

○高井青少年・男女共同参画課長 男女共同参画の推進につきまして、まだまだそうい

った普及啓発活動、一番重要なところですので、今後ともしっかり取り組みを進めてい

きたいと思います。 

 先ほど話のありましたフェスティバルですが、ほぼ 1,000 人程度の参加ということで

ございます。 

○神﨑浩之委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、本請願の取り扱いを決めたいと思います。本請願

の取り扱いはいかがいたしますか。 

   〔「採択」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 採択との御意見がありますが、これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認め、よって本請願は採択と決定いたしました。 

 次に、受理番号第 10 号「気候非常事態宣言」を求める請願及び受理番号第 11 号岩手

県として気候変動非常事態の宣言を行うことを求める請願、以上２件は関連があります

ので、一括議題といたします。 

 当局の参考説明を求めます。 

○高橋温暖化・エネルギー対策課長 「気候非常事態宣言」を求める請願及び岩手県と

して気候変動非常事態の宣言を行うことを求める請願について、資料ナンバー７により

御説明申し上げます。 

 まず、１の気候変動非常事態宣言についてでございます。(１)、気候変動の状況につ

いて、国の長期戦略では近年豪雨や猛暑など、気候変動が一因と考えられる異常気象が

国内外で発生しており、気候変動対策を進めることが喫緊の課題としているというとこ

ろでございます。 

 (２)の国際的な動向についてでございますが、ＩＰＣＣの報告において、温室効果ガ

スの排出が温暖化の原因である可能性が極めて高いと指摘されていることにつきまして、

パリ協定では２度目標の実現に向けて、今世紀後半の温室効果ガス排出量の実質ゼロを

目指すことが報道されたとともに、2018 年 10 月の特別報告書では気温上昇を 1.5度に抑

えるためには、2050 年度に排出量を実質ゼロにする必要があることが指摘されたところ

でございます。 

 次に、(３)、気候非常事態宣言についてでございますが、気候変動を人類にとっての

非常事態として、具体的な対策に取り組むことを宣言するものであり、現在世界で 1,400
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を超える地方議会や自治体が宣言しているところでございます。 

 続きまして、裏の次のページに行きまして、国内の宣言自治体の状況でございますが、

都道府県では長野県及び神奈川県が宣言を行っており、その中で 2050 年の排出量実質ゼ

ロに取り組むことに言及されているところでございます。 

 次に、本県の状況でございますが、まず昨年 11月に知事が温室効果ガス排出量の 2050

年実質ゼロについて表明したところでございます。また、県民への普及啓発の取り組み

としまして、一人一人の実質的な行動を促すため、温暖化防止いわて県民会議を中心に

しまして記載のような取り組みを行っているところでございます。 

 次に、３ページに参りまして、次期岩手県環境基本計画の策定に当たりましては、2050

年の温室効果ガス実質ゼロを視野に入れながら、今後 10年間で取り組むべき省エネルギ

ー対策の一層の推進や再生可能エネルギーの導入促進など、具体的な取り組みを検討し

ていくこととしております。 

 最後に、国の動向でございますが、令和２年２月 20日、国会におきまして気候非常事

態宣言の決議を目指す超党派の議員連盟が発足しているところですが、現時点での具体

的な宣言の動きは確認されておりません。気候非常事態宣言についての説明は以上でご

ざいます。 

○佐々木資源循環推進課総括課長 続きまして、受理番号第 11号岩手県として気候変動

非常事態の宣言を行うことを求める請願の請願項目に岩手県、各自治体、家庭、企業へ

の４Ｒを推進することを求めるということがございますので、県の廃棄物の減量化など

の取り組み等について参考説明いたします。 

 引き続き、資料ナンバー７の３ページ、２の、４Ｒの推進についてをごらんください。

本県では、循環型地域社会の形成に向けまして、産業廃棄物の減量化などを企業に指導

する県と、家庭ごみなどの一般廃棄物の処理を統括する市町村とが連携しまして、家庭

や企業などあらゆる主体に対しまして、ごみの排出抑制、再利用、再資源化の３Ｒの推

進によりまして、ごみ減量化などの取り組みを推進しているところでございます。 

 請願で求められておりますもう一つのＲ、ごみの発生回避、リフューズにつきまして

は、本県におきましてはごみの排出抑制、リデュースの取り組みの一環として施策展開

しているというところでございます。具体的に表に記載している取り組み事例で御説明

いたしますと、県が取り組みを進めている３つのｅｃｏマナーのうち、②の使い捨てプ

ラスチックの使用は控える、③の食事は残さず食べる、そしてもったいない・いわて☆

食べきりキャンペーンにつきましては、ごみの発生回避の取り組みに該当しますが、本

県ではこの発生回避も含め、既に県民に定着してきておりますごみの３Ｒ推進活動のう

ちの排出抑制策、リデュースとして取り組んでいるところでございます。県としまして

は、引き続き市町村とともにこうした施策を進めていくこととしております。 

 最後に、資料に記載はございませんが、国の取り組みについてでございますが、国が

おおむね 2025年度までに講ずべき施策として示しております第４次循環型社会形成推進
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基本計画におきましては、循環型社会の形成を推進する総合的な施策を推進するため、

３Ｒの推進を掲げているところでございます。以上で参考説明を終わります。 

○神﨑浩之委員長 これらの請願に対し、質疑、意見はありませんか。 

○米内紘正委員 受理番号 10番の「気候非常事態宣言」を求める請願について質問及び

意見を述べさせていただきます。 

 まず、パリ協定にもあったようにこれからＣＯ２の削減、温暖化防止ということは、世

界で一丸となって取り組んでいかなければならないもので、これは明らかなところでご

ざいます。 

 したがいまして、受理番号 10番の１、岩手県として下記内容を含む気候非常事態を宣

言すること、(１)、(２)及び２、政府に対して気候非常事態を宣言することを求める意

見書を提出すること、(１)の全国民に向け、今地球規模で起こっている気候変動の非常

事態について全力で周知徹底をすることに関しては進めていかなければいけないことだ

と思います。 

 ただ、２の(２)、全国で利用するエネルギーを化石燃料由来のものから再生可能エネ

ルギーに完全移行できるよう、抜本的改革を行うこととありますけれども、現状の自然

エネルギーの発電量の割合と、もし 100％再生可能エネルギーにした場合、どういった発

電のやり方で、どこに余力があるのか、どんな発電を用いて 100％に向けて余力があるの

かというところの考えを教えていただきたいと思います。 

○高橋温暖化・エネルギー対策課長 まず、再生可能エネルギーの割合でございます。

2017 年度の状況でございますが、再生可能エネルギー、これは水力を含む再生可能エネ

ルギーでございますが、16％でございます。原子力が３％、火力が 81％というような状

況でございます。 

 将来的に再生可能エネルギーを 100％にするという部分での課題でございますけれど

も、再生可能エネルギーの課題の一つとしまして、広い面積が必要になって、エネルギ

ーを効率よく集めることがなかなか難しいエネルギーと考えています。火力発電とかで

あれば、一部で少ない面積で大量の発電ができると、そういうメリットがございます。

再生可能エネルギーにつきましては、太陽光、風力にしてもある一定以上の面積が必要

であるというところが課題と考えております。 

○米内紘正委員 現状 16％のところ 100％に持っていくというところで、太陽光あるい

は風力に頼ることになると思うのですが、これは昔の経済新聞の記事ですが、例えば 100

万キロワット級の原子力発電所と同じ電力を太陽光で賄おうとすると、山手線の内側全

てを太陽光にしなければいけないとか、それぐらいのインパクトがあるわけです。再生

可能エネルギーはもちろん進めていかなければいけないのですけれども、急激に進める

ことによって、それに対して副作用というか、メガソーラーは今回台風の災害のときに

もかなり問題になりました。また、ソーラーパネルは、20年、30年で廃棄しなければい

けないので、産業廃棄物になってしまうのです。カドミウムだったり有毒な物質が含ま
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れているパネルもありますので、そうなってくると本末転倒というか、再生可能エネル

ギーを進めることによって、森林伐採や、産業廃棄物で環境が破壊されてしまうという

ことを考えると、完全移行というよりは最適なエネルギーミックスを考えて進めていく

べきではないかと思います。 

 ２月当初にエネルギーを考える議員連盟の県外調査で磯子火力発電所に行ってまいり

ましたけれども、ここの火力発電所は世界トップレベルのクリーンな石炭火力発電所と

して、今技術革新が進んでいて、かなり火力発電が環境に与える負荷というのも小さく

なってきている。それを考えると、2050 年までということを考えると、この先どんな技

術革新があるのかわからない。その中で、その時々の最適なエネルギーミックスを考え

て、その中で二酸化炭素をできる限り削減していくという方針がいいのではないかとい

うところが１点目。 

 ２点目は、シンプルに家計への負担の増加があります。再生可能エネルギーが進んで

いる国として、ヨーロッパだとドイツでありますけれども、お隣の原子力をかなり使っ

ているフランスに比べると、電気料金が２倍でございます。今日本においても再生エネ

ルギーの再エネ賦課金ということで、電気料金が年々上がっておりますけれども、これ

は 2019年だと、消費税にすると 2.4兆円、１％分に相当するという調査結果があるので

すが、どう思いますか。また１年間で約１万円負担がふえることについて、63％が高い

と思っている。なかなか国民の理解がまだ得られていないところで、これを 100％にする

と一体何倍、消費税何％分の増税になるのかというぐらい家計に負担がある。電気料と

いうのは、全ての家庭において負担になってくるところであるので、ここは再生可能エ

ネルギーを 100％にしたときの試算も含めて、コストの問題も含めて考えていかなければ

いけないところであると思います。 

 最後、３点目でございますけれども、化石燃料由来のものから再生可能エネルギー、

二酸化炭素削減ということでいうと、ここにウランを資源とする原子力発電というよう

な観点が抜けている。これは例えば、再生可能エネルギー100％とか原子力発電もクリー

ンエネルギーということでいえば、二酸化炭素は排出しないので、これがどちらのこと

を言っているのかというところがまだこの文章からはわからないところでございます。 

 また、今後 2050年までと考えると、化石燃料ということでいうとメタンハイドレート

であったり、新たなＣＯ２が出ない化石燃料というものもあるわけでございまして、そう

いったことを考えたときに、完全移行というところでは、その時々の最適なエネルギー

を、これからの技術革新を踏まえて最適なエネルギーミックスを考えていくべきだと思

います。 

○佐々木努委員 当局にお聞きをしたいと思いますけれども、知事が温室効果ガス排出

量の 2050年実質ゼロを表明されたということでありますけれども、全国の都道府県の中

でも表明しているところはそんなに多くないのではないかと思いますし、そういう観点

からこの非常事態宣言については、今すぐにでも県として出せるのではないかと思うわ
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けでありますけれども、そういう検討はされているのか、お考えがあるのかお伺いいた

します。 

○高橋温暖化・エネルギー対策課長 県としまして非常事態宣言をどのように考えてい

るかというところでございますけれども、この気候非常事態宣言の目的の一つには気候

変動に対する危機感を地域の住民と共有することにより、行政、企業、住民が一体とな

った取り組みを促進する意味があると考えるところでございます。岩手県としましては、

昨年、2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロを知事が環境基本計画の中に掲げたいという

ことで表明したところでございます。 

 他県の状況でございますけれども、神奈川県と長野県が現在非常事態宣言をしている

ところでございます。その２県につきましては、2050 年排出量ゼロをあわせて宣言して

いるというようなところで、今回県としまして非常事態宣言、仮に宣言するのだという

場合は、例えばタイミングとか、あとは宣言にあわせて具体策、どういったものをやっ

ていくかと、そういった部分も必要になってくるのではないか考えているところでござ

います。 

 来年度作成予定の次期環境基本計画あるいは地球温暖化対策実行計画、これを来年度

作成するということで検討を進めているところでございます。この中で具体的な取り組

みということが出てくると思いますので、その辺が非常事態宣言との整合性の部分を含

めて調整する必要があるのではないかと考えております。 

○佐々木努委員 まさに計画の改定の時期ということで、タイミングは案外いいのでは

ないかと思いますし、令和元年台風第 19 号災害で岩手県も大変な状況になりましたし、

全国でかなり大規模な水害が発生して、もはや県民の誰もが温暖化による影響だと認識

をしていますから、何か行動をしなければならないとみんな思っているのです。そうい

うときに、具体的にこういうことをしましょうということを県なり市町村が、もちろん

一元的には国がやらなければなりませんけれども、県民と一緒にやっていくのだという

ことを示すために、相対して、また 47 都道府県で 47 番目みたいなことにならないよう

に、早くやってほしいと思います。 

 請願の中身で、先ほどもいろいろお話がありましたけれども、人類のエネルギーに関

して、最終的な目標は全て自然エネルギー、再生可能エネルギーで賄うということだと

思っています。現状ではそうはなっていないし、今すぐ来年からそれを完全移行という

ことは難しいと思いますが、化石燃料は間違いなく、何十年、何百年になるかわかりま

せんけれども、枯渇をします。枯渇をする状況で、どうやって電力というかエネルギー

を確保していくかというのは本当に重要な問題ですし、温暖化対策も含めたエネルギー

対策は、最終的には自然エネルギーに移行せざるを得ないというような状況になってい

くと思いますので、それを目指していくという意味では、この請願の項目については、

決して間違いではないと思いますので、これは採択すべきではないかと思います。 

○名須川晋委員 ＲＥ100 の取り組みでございます。私も議会の中では２度ほど一般質
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問させていただきました。ＲＥ100は、事業所の運営、経営においては、再生可能エネル

ギーを 100％使うという宣言ですけれど、私も、岩手県でもそれについて取り組むべきで

はないかという話をさせていただきました。これはほぼイコールで、知事が宣言をした

今回の 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロと同じではないかと思うわけです。ですから、こ

のＲＥ100についても、ぜひとも取り組むということは県民に対しても非常に大きな排出

削減の訴求をするということにつながるのではないかと思われますが、この辺について

どのようにお考えでしょうか。 

○高橋温暖化・エネルギー対策課長 ＲＥ100 を本県で出すべきではないかという部分

でございますが、ＲＥ100 につきましては、事業者が自らの事業運営に必要なエネルギー

を再生可能エネルギー100％にすることを目指すものでございます。 

 本県の状況でございますけれども、本県の再生可能エネルギーの電力普及率につきま

しては 29.5％ということになっております。今後風力、地熱、こういったものから進み

自給率も上昇すると考えているところでございます。 

 一方で、送電線の課題といった部分がございます。本県としましては、まず計画を定

めるといいますか、目標達成に向けて取り組んでいくことと、あと次期環境基本計画、

あるいは地球温暖化対策実行計画の中で目標を立てた上で、そこに向けて取り組むとい

うことを考えています。ＲＥ100 につきましては、計画の検討の中でも議論するものと認

識しているところでございます。 

○名須川晋委員 何も岩手県全体でなくてもいいと思うのです。企業局は再生可能エネ

ルギーをつくっているわけでございますから、企業局単独とか、あるいは県北は再生可

能エネルギーを非常に大きく産出しているわけでございますから、広域振興局単位とか、

あるいはもっと小分けにして水力を使っていれば、ダムの事業所とか、そういうところ

でまず始めてみるというところでも県民や県内の事業所に対しての非常に大きな訴求と

いいますか、ＰＲになっていくものと思いますが、最後、大友部長のコメントをよろし

くお願いいたします。 

○大友環境生活部長 今名須川委員のほうからＲＥ100 の御質問と、県の取り組みの方

向性等について御質問がございました。県も事業者の一つでございますので、県として

もこういった奨励とかいろんな対策については率先して取り組む必要があると考えてお

りまして、現在も率先行動計画ということで、各関係機関でどういった対策をしていく

かということは毎年度、その実績も確認しているところでございますが、先ほど課長か

ら答弁申し上げましたけれども、来年度地球温暖化対策実行計画を策定してまいります

ので、県としてどのような取り組みができるのか。そういった中で、ＲＥ100 という取り

組みも各都道府県なり市町村で取り組まれている事例もありますので、どの程度こちら

のほうでやれるものがあるのか、一つの材料にはなると考えておりますので、具体的な

検討を、さまざまどういったものが効果的なのか。2050 年、かなり先のことですので、

積み上げてそこまでたどり着けるものまで、一気にはいかないと思いますが、今後 10年
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間のスパンでやれることはきちっと手を打っていかないといけないと思いますので、そ

の辺の具体的な協議をしていきたいと考えております。 

○千田美津子委員 この温暖化のことは一般質問でも取り上げさせていただきました。

それで、いただいた資料の中で、気候変動に関する国際的な動向の中でいろいろと説明

がありますけれども、私、今政府はパリ協定の合意事項を推進する立場から後退してい

ると本会議でも言いましたけれども、そういう状況があるわけですが、それについて改

めてお伺いしますが、パリ協定に対する国の今の動向をどのように見ておられるかお聞

きします。 

○高橋温暖化・エネルギー対策課長 パリ協定における日本の状況でございますが、パ

リ協定の中では、日本は 2050年以降、できるだけ早い時期に温室効果ガスゼロという目

標を立てております。2050 年は、80％削減ということでございます。世界的に見たとき

に 2050 年に温室効果ガスゼロを目指すという目標を立てている国が一部である一方で、

多くの国につきましては、実際の発電とかそれぞれの国の課題といったものを考慮した

上で、なかなか宣言できていないという国も多いかと思います。 

 日本政府として、こういった地方の取り組みを積極的にＰＲしていただいたりとか、

全体的に温室効果ガス削減に向けた機運というのが高まってきていると感じているとこ

ろでございます。 

○千田美津子委員 機運が高まっているという状況では本当に地球を守れないというこ

とで、今回の請願等が上がっているわけでありますし、本当に世界的に見れば若い方々

が声を上げざるを得ない、そういう危機的な状況にあるということだと思います。 

 そして、国連で求めた 13 年度比で 26％をさらに減らすという報告がことし求められて

いるわけですけれども、２月がその期限だったわけでありますが、日本はその期限を引

き延ばすということの決定を政府で決めたようであります。結局今やらないということ

を宣言すると世界的な批判を浴びるからということで、とんでもない姿勢にあるわけで

あります。ですから、いろんな課題もないことはないかもしれませんが、課題を払拭し

ながら、温暖化に対応していくのだという決意で国も地方もしっかりやっていくという

必要があると思いますが、部長、どうでしょうか。 

○大友環境生活部長 今千田委員から御質問がございましたけれども、政府の対応につ

いて、当部のほうから直接コメントするのは差し控えさせていただきたいと考えており

ますが、地方からこういった必要性の認識の声を上げていくということが、その輪が県

北 11市町村の取り組みとか、また陸前高田市もこういった宣言をするとか、いろんなも

のが広がっております。また本県は再生可能エネルギーのポテンシャルも高いというこ

とですので、本県のような県から声を上げていくという取り組みが国のほうにだんだん

伝わっていくことが大事かと思いますので、我々は我々の視点として、将来を見据えて

こういった取り組みは必要だと、知事が昨年 11 月に宣言しておりますので、実現するよ

うに精いっぱい進めたいと考えております。 
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○千田美津子委員 部長は国に対して遠慮をされた話がありましたが、岩手県としてき

ちんとそういう対応方針を定めていくことが、国の後退傾向にある部分を前に進めるこ

とになると思いますので、そういった意味でこれから立てられる計画も含めて県民を引

っ張っていく、そういう計画、そして若い人たちが何よりも安心できる地域社会をつく

る意味でも、地球規模の対応をぜひ率先してやっていただきたいと思いますので、もう

一度お聞きして終わります。 

○大友環境生活部長 答弁の繰り返しになりますけれども、来年度の環境基本計画の見

直しもありますし、地球温暖化対策実行計画の策定見直しがありますので、こういった

視点を含めた内容のものを具体化していきたいと考えておりますので、御理解をお願い

したいと思います。 

○神﨑浩之委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、これらの請願の取り扱いを決めたいと思います。 

 １件ずつお諮りいたします。まず、受理番号第 10 号「気候非常事態宣言」を求める請

願の取り扱いはいかがいたしますか。 

   〔「採択」「部分採択」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 採択と部分採択との意見があります。 

 休憩いたします。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○神﨑浩之委員長 それでは、再開いたします。 

 本請願については、項目によって意見が異なります。御承知のとおり本県議会先例で

は、請願中採択できない事項があるときは当該事項を除き採択することとして、一部採

択を認めております。ついては、項目によって意見が異なる委員がいる場合には項目ご

とに採決を行うものでありますので、御了承を願います。 

 初めに、本請願の中で請願項目のうち、１、(１)、１、(２)、２、(１)を採択とする

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○神﨑浩之委員長 起立全員であります。よって、請願項目のうち、１、(１)、１、(２)、

２、(１)は採択と決定いたしました。 

 次に、本請願の中で請願項目の２、(２)を採択とすることに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

   〔賛成者起立〕 

○神﨑浩之委員長 起立多数であります。よって、請願項目の２、(２)は採択と決定い

たしました。 

 次に、受理番号第 11号岩手県として気候変動非常事態の宣言を行うことを求める請願
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の取り扱いはいかがいたしますか。 

   〔「採択」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 採択との御意見がありますが、これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認め、よって本請願は採択と決定いたしました。 

 ただいま採択と決定した請願のうち、受理番号第 10号につきましては、国に対し意見

書の提出を求める項目がありますので、今定例会に委員会発議したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認め、さよう決定します。 

 それでは、意見書の文案を検討いたします。当職において原案を作成いたしましたので、

事務局に配付させます。 

   〔意見書案配付〕 

○小野共委員 10号と 11号が出てきているが、意見書は１本なのですか。 

○神﨑浩之委員長 意見書を求められているのは 10号だけなのです。 

○小野共委員 そうでしたか。了解です。10号の意見書だけですね。 

○神﨑浩之委員長 ただいまお手元に配付いたしております意見書案をごらんいただき

まして、御意見はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、これをもって意見交換を終結いたします。 

 お諮りいたします。意見書案は原案のとおりとすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認め、意見書案は原案のとおりとすることに決定いたし

ました。 

 なお、文言の整理等については、当職に御一任願います。 

 当局より発言を求められておりますので、発言を許します。 

○佐藤食の安全安心課長 千田委員より県内の動物愛護監視員の数についてお尋ねがあ

りました。人数ですが、今年度の発令人数は 48名でございます。回答が遅くなりまして申

しわけありませんでした。 

○高井青少年・男女共同参画課長 私からも千田委員から先ほどお尋ねがありましたこと

について補足説明させていただきます。 

 男女共同参画フェスティバルの参加人数でございます。例年 1,000人ぐらいの参加でご

ざいましたが、令和元年度は 1,406名ということで、パネル展など工夫を凝らしまして増

加したところでございます。男性は、およそ 14％程度でございました。 

 サポーターのほうは、計 1,000名を超えたところなのですが、うち男性は 163名でござ

いました。 
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○神﨑浩之委員長 以上をもって環境生活部関係の付託案件の審査を終わります。 

 この際執行部からいわて青少年育成プラン（2020～2024）の策定について発言を求めら

れておりますので、これを許します。 

○高井青少年・男女共同参画課長 いわて青少年育成プラン（2020～2024）の策定につい

て御説明をさせていただきます。 

 資料ナンバー８で説明をさせていただきます。この計画につきましては、昨年 12月６日

の本常任委員会で素案を御説明させていただいたところでございます。その後、４の策定

経過の表にありますとおり、令和元年 12月から令和２年１月にかけて地域説明会及びパブ

リックコメントを行ってきたところでございます。パブリックコメントでは 38件の意見等

が寄せられ、これを踏まえ、素案の一部を修正したところでございます。 

 主な修正箇所でございますが、放課後の子供の居場所づくりに関する記載について、プ

ラン素案では四つの重点項目のうちの三つ目の青少年を事件・事故から守る環境づくりの

みに記載していたところでございましたが、もっと幅広い活動であるといったような御意

見を踏まえまして、重点目標の二つ目の愛着を持てる地域づくりのほうにも追加しまして、

地域ぐるみの「子育て」支援として、家庭での学習が困難な子供たちや居場所環境を望む

子供たち等に対する放課後の環境づくり充実といったことについて記載を追加したところ

でございます。そのほか子供の貧困問題や被災児童等の心のケアなどについて、困難を抱

える子供、若者への支援に関する記述の内容を充実させたところでございます。 

 その後、青少年の指導、育成、保護及び共生に対する国の関係機関、民間団体、有識者

等から成ります岩手県青少年問題協議会における協議を経まして、所要の修正を行い、最

終的な取りまとめを行ったところでございます。説明は以上でございます。 

○神﨑浩之委員長 ただいまの報告に対する質疑も含め、この際何かありませんか。 

○小林正信委員 非常に充実した内容になっていると思うのですけれども、この中に昨今

問題となっている若者の自殺の対策という部分は入っておりますでしょうか、確認させて

いただきます。 

○高井青少年・男女共同参画課長 プランの本体でいきますと 44 ページの(５)、困難を

抱える子供・若者とその家族への支援ということで理解できますが、上の箱の最後のあた

りになりますけれども、貧困対策、自殺対策、性的マイノリティへの理解促進といったこ

とで、自殺問題も大きな課題でございますので、文言に盛り込んでいるところでございま

す。 

○小林正信委員 年々自殺者数は減っているけれども、若者の自殺だけがふえているとい

う現状がこの間発表されたところでございましたので、この部分も一部分だけではなくて、

できれば若い方にスポットを当てた具体的な自殺対策といった部分もぜひ盛り込んで、今

後取り組みを進めていただきたいということと、困難を抱える若者の就労という部分で、

いわて若者ステップアップ事業、非常にすばらしい事業だと思うのですけれども、この内

容を教えていただければと思います。 
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○高井青少年・男女共同参画課長 いわて若者ステップアップ事業ですが、若年無業者、

ニートに対する支援ということで、国の地域若者サポートステーション事業と連動しまし

て、県としてアウトリーチですとか、職場体験とか、そういった取り組みを進めていると

ころでございます。 

○小林正信委員 この間の決算特別委員会の城内委員の質問に対して、83名の就職ができ

たという回答があったと思うのですけれども、これは地域若者サポートステーションがや

った分ということになって、この事業で就職できたのではなくて、地域若者サポートステ

ーションがサポートしてやった結果というものですか。 

○高井青少年・男女共同参画課長 この事業と連動している取り組みでございますので、

事業体としては地域若者サポートステーションでカウントしております。 

○小林正信委員 このいわて若者ステップアップ事業は、地域若者サポートステーション

のみということなのですか。 

○高井青少年・男女共同参画課長 国の委託事業として、地域若者サポートステーション

事業ということで、県事業で取り組みを行っているところでございますが、そこに我々も

同じ委託先に、県のいわてステップアップ支援事業ということで、もっときめ細かい取り

組みを上乗せして連動してやっているところでございます。 

○小林正信委員 わかりました。人材とか予算的なものを支援しているのであれば、ぜひ

この部分をさらに充実させていただいて、この間サポートステーションの方から、県北の

就労がどうしても弱いという話を伺いましたので、ぜひこの事業を強化していただいて、

県内全域における就労支援を行っていただきたいと思いますし、ニートは、これでいった

ら 5,800 名ぐらい、ひきこもりの方も 300 名と、6,000 名ぐらいの若者がまだなかなか可

能性を発揮できていないということで、その中でこういう取り組みを進めていくべきなの

ではないかと思うのですけれども、御所見をお伺いしたいと思います。 

○高井青少年・男女共同参画課長 今御紹介いただきました若年無業者、ニートという

方々への支援につきましても重要な取り組みでございますので、しっかり進めていきたい

と思っております。 

○岩城元委員 この際ですので発言をさせてください。きょう入ってきて、非常に多くの

傍聴者の方がいらっしゃって、関心が高いと感じました。 

 そうした中で、子供と一緒に来た方、介助員や、付添いをされてきた方もいらっしゃる

と思うのですが、その際に控室の開放などがあればいいと御提案したいと思いますので、

お取り計らいをよろしくお願いします。 

○神﨑浩之委員長 わかりました。きょうは、第１会議室にお子さん用の控室を準備して、

御利用いただいていると思うのですけれども、委員会としても、県民の皆様に審査経過を

ごらんいただきたいと思っておりますので、対応させていただきたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○神﨑浩之委員長 なければ、これをもって環境生活部関係の審査を終わります。 

 環境生活部の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 職員入れかえのため、若干お待ち願います。 

 次に、保健福祉部関係の議案の審査を行います。なお、野原保健福祉部長は忌引のため

欠席となりますので、御了承願います。議案第 35号社会福祉施設等の事業者等の要件及び

設備等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○高橋副部長兼保健福祉企画室長 議案第 35 号社会福祉施設等の事業者等の要件及び

設備等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について説明申し上げます。 

 議案（その２）の 58ページをお開き願います。なお、説明に当たりましては、便宜お

手元に配付いたしております資料により説明させていただきますので、資料をごらん願

います。 

 まず、改正の趣旨でありますが、東日本大震災復興特区制度による訪問リハビリテー

ション事業に関する特例措置の期間を延長するとともに、新たに社会福祉住居施設の設

備の規模及び構造並びに運営に関する基準を定めようとするものであります。 

 次に、条例案の内容でありますが、今回改正する事項は２点でございます。 

 １点目は、２の(１)に記載のとおり、県が国から認定を受けた東日本大震災復興特区

に係る復興推進計画により沿岸市町村において訪問リハビリテーション事業所等の開設

主体の要件を緩和する特例措置が実施されているところであり、この特例措置の期限を

現行の令和２年３月 31 日から令和５年３月 31 日まで３年間延長しようとするものであ

ります。 

 資料２ページをごらん願います。１に記載してありますとおり、沿岸 12市町村におき

ましては、復興特区制度の特例措置により病院等以外の者でも訪問リハビリテーション

事業所等を開設できることとしておりまして、(３)のとおり、これまでに４市町で６事

業所がこの制度を活用しているところでありますが、２の(１)に記載いたしております

とおり、特例措置の期間が満了となるに当たりまして、訪問リハビリテーションから訪

問看護に転換することとして、一度特区の期間を延長していたところでございます。し

かしながら、(２)に記載のとおり３市の３事業所におきましては、看護師確保の観点か

ら転換が困難な状況にあるため、今般国に再度の期間延長について協議を行ったところ、

転換に要する期間等を考慮し、３年間延長することが認められ、復興推進計画の変更の

認定を受けたことから、本条例の附則で規定している期間を延長するものであります。 

 資料は１ページにお戻りいただきまして、改正内容の２点目でございますが、２の(２)

のとおり社会福祉法の一部改正に伴い、条例で定めることが求められております社会福

祉住居施設に関する基準について、厚生労働省令で定める無料低額宿泊所の設備及び運

営に関する基準によることとしようとするものであります。 

 資料は３ページをごらん願います。１のとおり、社会福祉法の改正は、貧困ビジネス
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の規制を強化するため、無料低額宿泊所などの社会福祉住居施設に関する基準について、

条例で定めることを求めており、２に記載のとおり無料低額宿泊所の範囲、規模、設備

の基準、職員等の資格要件、その他の基準について定めるものでありますが、３のとお

り本県では現在無料低額宿泊所の届け出がないこともあり、厚生労働省令で定められて

いる基準をもって本県の基準とするものであります。 

 たびたび恐れ入りますが、資料１ページにお戻りいただきまして、３の施行期日であ

りますが、公布の日から。２の(２)につきましては、法の施行に合わせて令和２年４月

１日から施行しようとするものであります。 

 以上で条例案の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○神﨑浩之委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定

いたしました。 

 次に、議案第 47号岩手県立療育センターの指定管理者を指定することに関し議決を求

めることについてを議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 議案第 47 号岩手県立療育センターの指定管

理者を指定することに関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 

 議案（その２）の 94 ページをお開き願います。なお、便宜お手元にお配りしておりま

す資料１により御説明いたします。まず、１の提案の趣旨でありますが、令和２年４月

１日からの岩手県立療育センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第 244 条の

２第６項の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 

 ２の議決を求める内容でありますが、米印に記載のとおり岩手県立療育センターは平

成 30年１月に新施設に移転したところでありますが、重症心身障がい児等の支援ニーズ

のさらなる高まりや、これらに対応した体制の一層の充実・強化等、引き続き環境の変

化が見込まれるなど、複数年にわたる指定管理料の設定が困難であるため、指定管理者

として(２)のとおり、現在の指定管理者である社会福祉法人岩手県社会福祉事業団を指

定し、指定の期間は(３)のとおり令和２年４月１日から令和３年３月 31日までの１年間

とするものであります。 
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 ３の指定管理者候補者の選定でありますが、(１)のとおり岩手県立療育センター指定

管理者選定委員会において審議し、社会福祉法人岩手県社会福祉事業団を指定管理者候

補者としたところであります。 

 ２ページをごらんください。(２)のとおり、療育センターにおいては超重症児・準超

重症児等の受け入れニーズや発達障がい児の診療ニーズが増加しており、こうしたニー

ズに対応していくため、岩手県立療育センター運営推進会議を設置し、運営上の課題や

対応の方向性、具体的な方策等の議論を踏まえ、岩手県立療育センター運営推進計画を

策定したところであります。 

 ここで恐れ入りますが、少しお時間をいただきまして、岩手県立療育センター運営推

進計画の概要について御説明申し上げます。お手元にお配りしております資料２、Ａ３

横の資料をごらん願います。まず、第１章の計画の必要性でありますが、療育センター

においては整備した時点で想定した以上に肢体不自由児の受け入れニーズが減少し一方

で、超重症児・準超重症児等の受け入れニーズや発達障がいの診療ニーズの増加があり、

こうしたニーズに対応するため、受け入れの充実強化を図る必要があるということでご

ざいます。 

 その下の計画の期間でありますが、後ほど御説明いたしますが、障がい児者医療に関

する寄附講座の期間であります３年間及び必要に応じて延長するさらなる３年間、そし

てその翌年度の医師の配置までを想定いたしまして、７年間としているところでござい

ます。 

 次に、第２章の療育センターの状況でありますが、左上のグラフの入院患者について

は、病床利用率は 50％前後で推移しており、その隣の短期入所については、利用ニーズ

が高いものの、超重症児等の増加等により定員どおりの受け入れが困難な状況にありま

す。また、左下の外来患者についてはおおむね延べ２万人前後で推移している一方で、

その隣の発達障がいの外来患者数は平成 28年度に一時的に減少したものの、その後は右

肩上がりとなっております。 

 資料の右側に参りまして、第３章の療育センターに対するニーズの状況でありますが、

超重症児、準超重症児等の重症心身障がい児の受け入れニーズや短期入所の利用ニーズ

に対応した医師や看護師の体制の強化、発達障がいの新患に待機期間が生じていること

に対応した医師の体制強化、さらには母子入所でのリハビリテーションなど、リハビリ

テーションのプログラムや提供体制の見直しの大きく３点がございまして、これに対す

る対応の方向性といたしましては、医師等の医療従事者の確保、看護師の人材育成及び

リハビリテーションの充実に取り組むこととしております。 

 第４章の具体的な方策でありますが、まず医師の確保では、令和２年度当初予算案に

盛り込んでおります岩手医科大学への障がい児者医療に関する寄附講座の新たな設置や

奨学金養成医師の活用、看護師の確保では養成校との連携やＰＲ活動の強化などにより

取り組むこととしております。 
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 右上の人材育成でありますが、看護師の岩手医科大学附属病院の小児科病棟やＮＩＣ

Ｕへの派遣研修体制の構築や専門資格の取得支援などに、さらには右下のリハビリテー

ションの充実ではリハビリテーション職員の確保やリハビリテーションプログラムや提

供体制の見直しに取り組むこととしております。 

 最後に、第５章でありますが、職員採用計画については、医師は現在の５名から計画

最終年度の令和８年度には８名に、看護師は計画期間中に段階的に 24名増員し、令和８

年度には 73 名体制とする予定でございます。こうした体制の強化により利用者数等の見

込みは、左上の表の入院につきましては、令和８年度における病床利用率が 80％以上で

あり、その下の短期入所については同じく 90％以上と飛躍的に向上いたしますほか、右

上の外来は令和８年度に医師が８名体制になった場合、延べ外来患者数は３万人を超え

る見込みとなっております。 

 なお、その下の収支シミュレーションは、令和７年度までは現在とほぼ同程度の収支

で推移いたしますが、令和８年度には５億円台前半まで改善する見込みとなっておりま

す。 

 運営推進計画の概要については以上でございます。 

 恐れ入りますが、資料１の２ページにお戻り願います。４の指定管理業務であります

が、(１)の施設の運営に関する業務といたしまして、①の医療型障害児入所施設、小児

科等の外来診療、医療型児童発達支援センター等の通所施設、②の発達障がい者支援セ

ンター、さらに③の指定障害者施設、訓練事業などの運営のほか、(２)の施設の維持管

理に関する業務、(３)の経営に関する業務、(４)の施設で実施する自主的事業に関する

業務、(５)のその他の業務となっております。 

 なお、３ページに参考資料といたしまして、療育センターの各部門の定員と令和元年

４月から 12月までの１日当たり平均利用人数並びに利用率及び令和元年度２月補正予算

と令和２年度当初予算案における収支予算の状況を掲載しておりますので、御参照くだ

さいますようお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○神﨑浩之委員長 審査の途中ではありますが、この際昼食のため午後１時まで休憩い

たします。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○神﨑浩之委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第 47 号の説明に対し、質疑はありませんか。 

○佐々木努委員 療育センターの関係は一般質問でも取り上げさせていただいて、状況

については把握しましたので、余り踏み込んでお聞きしないのですが、きょうの資料を

見せていただいて思ったのですが、職員の採用、配置計画の中で、計画では医師は６名

体制のところ今５人しかいなくて、それが令和７年までいくと、つまり医師は５人体制
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でも問題ないということなのか、そして令和８年の３人というのはなぜ令和８年では新

たに３人採用になるかを教えてほしい。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 医師の配置についてでございますけれども、

令和元年度時点で医師は５名でございまして、令和２年度６名となっておりますのは、

義務履行のための奨学金養成医師が１名配置されることにより１名増の６名となるもの

でございます。この奨学金養成医師につきましては、現段階では来年度単年度の予定で

ございますので、令和３年度以降７年度まではまた５名体制に戻るということでござい

ます。令和２年度予算案で計上しております寄附講座によりまして、現段階で予定をし

ておりますのは寄附講座に教員を３名採用する予定でございまして、この３名につきま

しては令和２年度以降、療育センターでの診療の応援に入っていただくこととしており

ますので、体制は一定程度強化されるものと考えております。 

 令和８年度において３名予定しておりますのは、寄附講座が現段階で期間は３年間、

ただし必要に応じてもう一期延長が可能ということで、さらに３年延長しますと６年と

いうことで、その翌年度においてその寄附講座に採用されている３名の教員が療育セン

ターの医師として定着してくださることを想定している計画ということでございます。 

○佐々木努委員 そうすると、希望的観測ということですか。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 強制はできないというような。 

○佐々木努委員 ただ、令和７年までは寄附講座による応援の医師で十分対応ができる

という認識でいいということですね。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 可能な限り診療応援で対応していただくと。 

○佐々木努委員 わかりました。母子ともに入所してリハビリテーションを行っていく

ということについて、この岩手の療育センターの機能が他県に負けているということで

宮城県の施設に行く子供とその御家族の方がいるということですが、新たなプログラム

というか、その強化については新年度にしっかりと図られる、新年度からそういうプロ

グラムで受け入れることができるのか、それとも新年度でこのプログラムをつくって令

和３年度からプログラムを運用させて入所を受け入れるということなのか、どちらでし

ょうか。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 リハビリテーション体制の技術強化に関して

でありますけれども、プログラムでありますとか、提供体制の見直しに関しましては、

令和２年度におきましてはまずは先進事例として名前が挙がっております宮城県の拓桃

園を実際に視察して、どのようなプログラムで、どのような体制で運営をしているのか

を把握した上で、それを療育センターにおいてはどのような体制あるいはプログラムで

実施したらいいかということを検討をいたしまして、検討の後、新たなプログラムある

いは体制を療育センターにも導入してまいりたいと考えているところでございます。 

○佐々木努委員 わかりました。一般質問で私が申し上げたことに尽きるわけでありま

して、県内のこういう厳しい環境に置かれている方々が本当に安心して療育センターで
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リハビリテーションなり医療を受けられる、そういう体制を一日も早くつくっていって

いただきたいと思いますので、知事も一番重要な政策だとおっしゃっているわけなので、

引き続き、そのあたりを酌んで持ち帰って取り組んでいただきたいと思います。私も宮

城県に行って、お互いに勉強し合いながらやりたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○千田美津子委員 １年ごとの随意契約でいいのかなという疑問を持っていたわけです

けれども、特に重症心身障がい児等のニーズの高まり、体制の充実強化が必要だという

ことでわかりました。いただいた資料で、療育センターの利用状況等の資料があります

が、計画で医師、看護師の数は出ておりますけれども、これらの療育センターを運営す

る上でどのような職員体制、例えば看護師が何人で、そしてその中で正規、非正規、理

学療法士とか、そういう部分もわかれば教えていただきたいです。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 療育センターの職員の体制でございますけれ

ども、正規、非正規の内訳に関しましては手元に資料がございませんので、後ほど調べ

て回答をさせていただきたいと思いますけれども、当然のことながら療育センターにお

きましても医師、看護師のほかに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職

の職員が在籍しているところでございます。 

 細かい内訳、ＯＴ、ＰＴ、ＳＴの－申しわけございません。もう一度お願いいたし

ます。 

○千田美津子委員 療育センターでいろんな職種の方々が働いていらっしゃるわけです

けれども、そういう職種の方々の、できれば正規、非正規の人数もそれぞれ知りたかっ

たわけですが、看護師、さまざまな職種の方々がどのような体制でやっているのかお聞

きをしたいと思います。ＰＴ、ＯＴ全てそういうのを含めてです。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 療育センターの体制全般に関して申しますと、

療育センターの職員全体としては約 170名の体制でございます。 

 正規、非正規は今調べておりますので、お時間をいただきたいと思いますけれども、

職種といたしましては当然事務職員もいるわけでございますが、医師、看護師、先ほど

申しました理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、そのほかにも保育士のほか、事務局

といたしまして、事務局長を初め 21 名の職員がおります。 

 診療部ということで入院と診療を受け持つところですけれども、医師４名あるいは臨

床検査技師２名、診療放射線技師２名等を初めといたしまして、合計 32 名の職員が勤務

しております。 

 看護部でありますけれども、看護部長を筆頭といたしまして、看護師長あるいは病棟

看護師、外来の看護師など 60名の職員がおります。 

 育成部でございますけれども、事務職である育成部長、児童指導員などを初めといた

しまして、31 名の職員が在籍しているところで、ここまでで 146名程度の職員がおりま

す。 
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 相談部門で相談支援部長を初めといたしまして 12 名、障がい者支援部におきまして障

がい者支援部長や生活支援員など 11 名ということで、都合 169 名の職員の配置となって

おります。 

○千田美津子委員 できれば後で正規、非正規も含めた職員体制を資料でいただきたい

ので、御配慮をお願いしたいと思います。 

 それで、なぜこういう質問をしたかといいますと、指定管理料が令和元年度が５億

9,000万円、令和２年度が５億 7,000万円ということの予算がここに出ておりますが、こ

のＡ３判の利用者等の見込みの中で、収支シミュレーションで看護師の処遇改善は考慮

せずということで収支が出ているのです。このシミュレーションにおいてもきちんとし

た対応をしていくことが内容の充実につながると思います。そうしなければ、人員を確

保できないのではないかと思っておりますので、ぜひ現時点の体制、今後のシミュレー

ションにおいてもきちんとした計画を立てて、大事な事業を継続していただきたいと思

っておりますので、後で資料をお願いします。 

 もう一つは指定管理料なのですけれども、今言った３ページの収支予算では令和元年

度に比べると令和２年度が収支で 5,000 万円ほどふえているのですけれども、指定管理

料は逆に減っている状況がありますよね。いろいろ取り決めがあるのかもしれません。

体制を充実して、診療収入がふえると見ておられると、医業収入とかふえていますから、

そういうことなのだとは思いますけれども、さっき言った観点で働く方々の待遇改善を

しっかりしていく部分は今指定管理料の中で払っていくべきものと思いますので、その

点どのようにお考えかお聞きします。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 収支予算の関係と処遇のことは密接に関連い

たしますので、あわせてお答え申し上げたいと思いますが、収支予算が今年度と比較し

て来年度の指定管理料が少なくなっている要因につきましては、委員御指摘のとおり体

制の充実が図られることによりまして、医業収入が増加するということに伴うものでご

ざいます。加えまして、委員からは看護師を初めとする処遇改善のお話がございました

けれども、収支のシミュレーションにおいては、この段階では処遇改善は考慮されてお

りませんけれども、計画の中では看護師等の処遇改善を検討することについては明記さ

れておりまして、この概要の中でも右側の真ん中辺の第４章の職員の確保の医師の下の

看護師等のところに県立病院を参考とした看護師の処遇改善と明記しているところでご

ざいまして、シミュレーションに反映させるのは試算的に間に合わなかったのですが、

今後看護師を初めとする職員の処遇改善については検討させていただいた上で前向きに

対応させていただきたいと考えております。 

○小林正信委員 確認ですけれども、短期入所をお伺いしたところ、療育センターにあ

きがないというような声もいただいていて、その部分、短期入所はこの資料によると令

和８年には 4.7 人まで達するという計画になっていましたけれども、なかなか短期入所

ができない、また充実しないというところの要因は人手不足とかもあると思いますが、
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要因をどのように考えていらっしゃるのか、またこの短期入所、日中一時支援の充実と

いうところに向けての取り組みの部分も、お伺いできればと思います。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 短期入所に関してでございますが、この概要

の第２章の箱書きのところにも書いておりますけれども、短期入所そのものはニーズは

高いところでございますが、最近の傾向といたしまして、濃密なケアが必要な超重症児、

準超重症児といったお子さんの短期入所のニーズがあるものですから、濃密な看護をし

なければならない分だけ当然看護師の手厚い配置を要するわけでございますけれども、

現段階ではなかなか、短期入所の定員５名なのですが、仮に５名そのような重い症状の

お子さんが短期入所を希望した場合、５名全て受け入れて看護をするだけの体制が人員

不足でとれていないということが要因でございまして、その改善を図るために今般計画

的に看護師を採用して、看護体制の充実を図っていこうと考えているものでございます。 

○小林正信委員 ここにも書かれていますけれども、本当にニーズが非常に多い状況に

なってきていると伺っておりますので、ぜひこの充実もお願いできればと思いますし、

発達障がいの部分で外来患者が多くなってきているということで、これは発達障がいな

のかどうかを、診察、判断してもらうための外来という形なのか、それとも発達障がい

の治療なのか、どういう方が多いのでしょうか、そういった部分をお伺いできればと思

います。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 発達障がいの診療に関してでございますけれ

ども、これは多くは発達障がいかどうかの診断、あわせてそれにとどまらず、発達障が

いと診断されたならば、その後の治療も含めての話になりますので、結局１人のお子さ

んが発達障がいの診断を受けるとそのままそこで治療を受ける形になりますので、そう

いった形で発達障がいに対応しなければならない患者がふえてくるといった状況にござ

います。 

○小林正信委員 わかりました。県で発達障がいを持たれているお子さんの数というの

は、大体のところは把握していらっしゃるものなのですか。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 大変恐れ入りますが、発達障がいのお子さん

が県内でどれぐらいいるかという情報は、持ち合わせていないところでございます。 

○神﨑浩之委員長 それは今わからないということで、戻ればわかるということですか。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 調査した情報がないので、わからないという

ことです。 

○小林正信委員 調査は可能なのであれば、問題になっている発達障がいを抱えて悩ん

でいらっしゃる親御さんも多いようですので、どれぐらいの方がいらっしゃるのかとい

う部分と、そこに対する支援を行う上でデータ的にも必要だと思うので、可能であれば

そういう調査も行っていただきながら、あとは地域でこの発達障がいを見ていくという

部分も大事だと思うので、コーディネーターとかに任せるというけれども、つなぐよう

な取り組み、そういった部分は療育センターもやっているのかどうか、全部療育センタ
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ーで抱えると、8,000 人のかなりの方がいらっしゃると思うので、そういうつなげる取り

組みを行っているのかお伺いします。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 まず、発達障がいの方がどのぐらいいるかと

いう調査についてでございますけれども、これを県下全域でおおよその人数を把握する

ための調査ということになりますと、非常に大規模な調査になることが予想されるとこ

ろであり、人数を把握するといったあたりはなかなか難しいところもございます。ただ

サンプル調査を行って、発達障がいのお子さんをお持ちの御家庭の求めているニーズで

ありますとか、行政に求めることといったことをアンケートで調べることは恐らく可能

であると思われますので、そういった取り組みについては検討させていただきたいと考

えております。 

 発達障がいの相談対応ですけれども、現在は療育センターの相談支援部で発達障がい

の相談対応を行っているわけでございます。限られた職員の人数で全県を網羅して相談

に対応するというのはなかなか困難なところがございますので、関係者も十分わかって

おり近年行っている取り組みとしましては、県下全域に障がい者の方々、障がい児も含

めてなのですけれども、一般的な相談に応じる相談支援事業所に対して療育センターの

相談支援部においてスーパーバイズをするといいますか、入り口段階では可能な限り地

域にある相談支援事業所において相談を受けて、どのような対応がいいのか検討してい

ただき、その中で難しいケースがあった場合、療育センターに対して助言を仰ぐといっ

たような取り組みを多く取り入れて、できるだけ障がい児のお子さんがお住まいの地域

の相談支援事業所で相談し、対応していただくといったような取り組みを進めていくと

いうところでございます。 

○小林正信委員 わかりました。重症心身障がい児もそうだと思うのですけれども、コ

ーディネーターというか、伴走で一緒に子育てをやってくれるような仕組み案をつくっ

ていると思うのですけれども、これは医療的ケア児コーディネーターですか、そういう

のをやっているのは、発達障がいは対応できるものなのか、発達障がい児もコーディネ

ーターさんが対応できるものなのかどうかという部分をお伺いしたいと思います。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 発達障がいに関しましては、医療的ケア児の

コーディネーターとは全く別でございまして、発達障がいに対応できる相談員は、県で

も人材の養成事業を行っておりますので、発達障がいは発達障がいで対応しているとい

うことでございます。 

○小林正信委員 県もそういった相談員を育成されているということで、できれば各市

町村の子供、子育て部門との連携、そういう相談員の方が、発達障がいに関してはどこ

に行ったらいいのかわからないという部分と発達障がいを持っていたとしても子育てと

いう部分が根幹にあるというか、子育てをしながらそういうサービスも受けるという一

体的な取り組みが必要だと思うので、各市町村ともそういう相談員との連携を密にして

いただきながら、地域でしっかり見れるような取り組みも充実していただければと思い
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ますけれども、御所見をお伺いして終わりたいと思います。 

○山崎参事兼障がい保健福祉課総括課長 委員御指摘のとおり、発達障がいのあるお子

さんをお持ちの家庭においては、それこそ入り口段階ではどこに相談したらいいか、わ

からないということから始まって、子育てにもかなり苦労されているものと承知してお

りますので、発達障がいがあることで、障がい児という狭いくくりで障がい分野だけで

対応するのではなく、子供、子育ての視点からも十分連携を取りながら対応してまいり

たいと考えております。 

 申しわけございません。先ほど千田委員から御質問がありました正規、非正規の内訳

でございますけれども、来年度の配置計画においてということでございますが、医師に

ついては正規が５名、非正規が１名、看護師については正規が 47名、非正規が２名、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士につきましてはそれぞれ７名、４名、３名、これは

いずれも正規職員ということでございます。 

○神﨑浩之委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定

いたしました。 

 次に、議案第 49号ひとにやさしいまちづくり推進指針（2020～2024）の策定に関し議

決を求めることについてを議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○菊池地域福祉課総括課長 議案第 49 号ひとにやさしいまちづくり推進指針（2020～

2024）の策定に関し議決を求めることについて御説明を申し上げます。 

 議案の 96 ページをお開き願います。なお、説明は便宜お手元にお配りしております資

料に基づき御説明をさせていただきます。 

 まず、この計画の策定につきましては、12 月定例議会におきまして県行政に関する基

本的な計画の議決に関する条例第４条の規定により報告議案として提出させていただい

ておりますが、その後のひとにやさしいまちづくり推進協議会、パブリックコメント等

を踏まえまして、今定例議会において同条例第３条第１項の規定により策定に関し議決

を求めるものでございます。 

 それでは、資料の１であります策定の趣旨についてでありますが、この推進指針はひ
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とにやさしいまちづくり条例第９条の規定により、ひとにやさしいまちづくりに関する

施策の基本的な方向、その他必要な事項について定めることを目的として策定しようと

するものであります。 

 次に、２の推進指針案の概要についてでありますが、実施期間は令和２年度から令和

６年度までの５年間、(２)、目指す姿については条例に基づきまして、全ての人が個人

として尊重され、自らの意思に基づき自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加する機

会が確保される地域社会を目指すものでございます。 

 (３)、推進指針の基本的視点でありますが、多様な利用者の参画促進、対話のプロセ

スの重視、取り組みの発展的推進、さりげないデザインへの配慮、柔軟で持続可能な取

り組みの４点であります。 

 (４)、基本的な推進方向については、五つの柱立てとしております。全ての人が互い

に支え合うことのできる心を醸成するひとづくり、全ての人が安全かつ円滑に移動でき、

快適に過ごすことができるまちづくり、全ての人に使いやすいものづくり、全ての人が

必要なときに必要な形で受け取ることができる情報発信、全ての人が多様な分野で主体

的に活躍できる参画の五つであります。 

 (５)の推進主体の役割でありますが、県が担う役割、イからオが県民、事業者、民間

団体、市町村に期待される役割であります。 

 (６)の主要な指標につきましては、記載のとおり設定しようとするものでありますが、

後ほど御説明をさせていただきます。 

 ２ページに参りまして、推進指針案検討の経過であります。さきの 12 月定例会での報

告の後パブリックコメントの実施、条例に基づき設置する知事の諮問機関でありますひ

とにやさしいまちづくり推進協議会におきまして、福祉のほか交通、観光など関係分野

の関係機関、団体等から御意見をいただきまして、知事を会長とする庁内組織でありま

すひとにやさしいまちづくり推進会議で協議をしてきたところであります。推進協議会

やパブリックコメント等を通じて寄せられた意見の反映状況につきましては、(２)に記

載のとおり 29件であり、うち全部反映が８件などとなっております。 

 ３ページに参りまして、素案からの主な変更内容についてでありますが、推進協議会

などにおいて障がいがある方などからの意見を踏まえまして、見直しを行ったところで

あります。表の左に本文のページ数も掲載しておりますので、添付しておりますほうも

あわせてごらんいただければと思います。 

 資料の表の右に修正案の理由等を記載しております。まず６、基本的な推進方向につ

いて、本文では 13ページになります。五つの柱立てのうち(１)の人づくりの項目名につ

いて、素案では全ての人を思いやることのできるとしておりましたが、障がいのある方

など、当事者の求めているのは思いやってもらうことではなく、差別がないこと、人と

して尊重されることとの意見を踏まえまして、思いやりの表現を変更し、全ての人が互

いに支え合うことのできる心を醸成する人づくりとしております。 
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 次に、８、具体的な推進方向についてでありますが、本文では 14ページから、次にな

りますひとづくりの①、意識啓発の促進のうちのウでありますが、多機能トイレについ

て利用者の集中を緩和するため、オストメイト用設備や乳児用設備等を分散して配置す

るなど、設備のあり方の周知について追加をしたところでございます。 

 次に、本文では 20ページになります。まちづくりのうちの③、交通機関等のウですが、

障がい者等の移動円滑化のため、公共交通機関等の維持・確保について追加をしており

ます。 

 本文では 21ページになります。⑥、観光地のウでありますが、音声や手話によるガイ

ド等、多様な情報提供の促進について追加をしております。 

 資料４ページに参りまして、本文では 24ページになりますが、情報発信の③、情報化

対応のイですが、近年のキャッシュレスなど情報化の進展を踏まえまして、障がい者等

それぞれの特性に配慮した全ての人に使いやすい情報機器類の普及を追加したところで

あります。 

 次に、資料の項目６ですが、主要な指標の設定についてであります。前回御報告した

際には調整中としていたところでございますが、いわて県民計画(2019～2028)の政策推

進プランなどを踏まえまして、記載の９項目を設定しようとするものであります。この

うち今回の指針で新たに設定する指標が３項目ありまして、③のノンステップバスの導

入率は障がい者等の移動の円滑化に係る指標、⑦のユニバーサルデザイン電子マップ掲

載施設数は、障がい者等が利用しやすい施設の情報発信に係る指標、⑧の保育の利用定

員は子育てと仕事の両立支援に係る指標として新たに設定しようとするものであります。 

 なお、目標値については政策推進プランなどにおける設定の考え方を踏まえたものと

なっているところでございます。 

 これらの推移とともに関係する施策の実施状況を把握しまして、ひとにやさしいまち

づくり推進協議会に報告、協議をし、施策の改善、見直しを継続的に行うこととしてお

ります。以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

○神﨑浩之委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○佐々木努委員 一つだけお伺いいたします。具体的な推進の方向性の中にもあるので

すが、性的マイノリティという表現をされていますが、最近一般的にＬＧＢＴという言

葉が使われていて、むしろそちらが市民権を得ているといいますか、より一般の方々に

は、わかりやすい言葉になりつつあるのですが、あえてその言葉を使わなかった理由と

いうのはあるのでしょうか。 

○菊池地域福祉課総括課長 この記載、性的マイノリティといたしましたのは、ひとに

やさしいまちづくり推進協議会の中に専門の大学の先生がいらっしゃいまして、弘前大

学の先生が、その方の助言で、表現としてはこういう形が適当だということで、そうい

った意見を踏まえて性的マイノリティという言葉を使ったところであります。 
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○佐々木努委員 なぜ適当なのでしょうか。 

○菊池地域福祉課総括課長 そのときのお話によりますと、ＬＧＢＴという言葉という

よりも性的マイノリティがマイナーだというようなことを伝えるということがよろしい

のではないかといったようなことだったと思います。 

○佐々木努委員 性的マイノリティが何かわかりづらいというか、岩手県でもＬＧＢＴ

の理解を求める行動をされている方々がたくさんいらっしゃいますし、議会としてもこ

れに係る請願を通し、国に対しても意見書を出したという経緯もありますので、むしろ

そちらをこれから県の計画においても活用したほうがより県民等に理解を得られやすい

のではないかと思うのですが、今回のこの計画以外でも性的マイノリティという理解が

大事ではないのかという方々に対するさまざまな支援について、このような性的マイノ

リティという形での取り扱いになるのか、統一した取り扱いになるのか、それともその

計画で担当者あるいは担当部の考え方で進められるのか、判断されるのか、どのように

考えたらいいでしょうか。 

○菊池地域福祉課総括課長 今回の計画策定に当たりましては、先ほどお話ししたとお

り委員からの意見を踏まえたものといたしましたが、この点については環境生活部とも

関係をする部分でもありますので、この記載についても確認をして決めていきたいと思

います。 

○小林正信委員 前にも聞いたヘルプマークのことですが、この間ヘルプマークをつけ

てバスに乗った方から、ヘルプマークをつけてバスに乗ったのに、誰も席を譲ってくれ

なかったという御意見をいただきました。このヘルプマークというのもなかなか普及が

進んでいないというのもあって、県としてこのヘルプマークがどれくらい認知されてい

るのか指標は持ち合わせているのかという部分と、例えばこのヘルプマークに関する表

示をして、こういうマークを持っている人がいたら譲ってくださいというような、民間

のバス会社と連携した取り組みも必要なのではないかという部分で、ヘルプマークの周

知に関して今後の方向性をお伺いしたいと思います。 

○菊池地域福祉課総括課長 ストラップ型のヘルプマークの導入は昨年の５月から始ま

りました。その際にバス協会にも行きまして、車内にヘルプマークのステッカーなりを

張っていただけないかというお話はしたのですけれども、実際あまり進んでいないとい

う状況でありまして、引き続き協力をお願いしていきたいと思っております。ＪＲにつ

きましては車両にヘルプマークが張ってあって、席をお譲りくださいという表示がされ

ておりますので、引き続き協力要請をし、広聴広報、さまざまな媒体を使いまして、普

及に努めていきたいと考えております。 

○米内紘正委員 １点だけひとにやさしいまちづくりの指標のところで、バリアフリー

化に対応した特定公共的施設数というのがあるのですけれども、令和６年まで、５年間

で目標 108 件と、平成 30 年の実績で 94 件なので、今これ以上あると思うのですけれど

も、年間で１件とか２件、バリアフリー、ユニバーサルデザインというところを一番の
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推進指針にしている中で、この特定公共的施設は年間１件とか２件というのはバリアフ

リーが進んでいると言えるのでしょうか。 

○菊池地域福祉課総括課長 このバリアフリー化に対応した特定公共施設数につきまし

ては、整備基準があるのですけれども、その基準全てに合致した施設数ということで、

これまでの実績、若干プラスアルファで、いわて県民計画（2019～2028）の政策推進プ

ランを策定する際にそういう考え方に基づいて設定をさせていただいたところでありま

すので、確かに年間で３件というようなことですけれども、着実にふやしていくという

ことで目標設定をしたところであります。 

○米内紘正委員 多分これまでの実績ベースでそのまま積み上げていったのかなという

ような、まだこれまでの実績の数字を見ていないので、せっかく推進指針ということで

つくられるのであれば、このバリアフリー化をしたほうがいいという特定公共的施設が

県内にどれだけあるのかわかりませんが、もしわかるようでしたらお願いします。 

○菊池地域福祉課総括課長 この施設数につきましては、既存施設の改修といったとこ

ろではなく、新規に整備する場合の施設数ということで設定をしているところでありま

す。 

○米内紘正委員 既存ということは、既存のもののバリアフリー化というところは指標

の中には入っていないということでよろしいですか。 

○菊池地域福祉課総括課長 公共的施設整備数というのは、役所ばかりではなくて、駅

とか、一定規模の商店街とか大変範囲が広いということで、既存施設のバリアフリーが

整っているところが幾つかというのは把握が難しいところもありまして、新設、新しく

整備する場合という目標にしているところでございます。 

○米内紘正委員 確かに特定公共施設というと、いろんな幅広いところが入ってくると

いうのはわかるのですけれども、その中で県のかかわっている範囲で既存の施設を改修

していくというところも含めて指標の中に入れておかないと、１件、２件新築でできる

ところのバリアフリー化が整備されているというのはもちろんなのですけれども、これ

までの図書館であったりとか、既存のところも変えていかなければいけないと思います

ので、検討していただければと思います。 

○菊池地域福祉課総括課長 ひとにやさしいまちづくりの取り組みにつきましては、こ

の指標のほかにさまざまな各分野の取り組み状況を調査、確認いたしまして、推進協議

会の中で意見をいただいて、さらに進めていくというようなことをしておりますので、

今お話のあったところも各分野から意見をいただきながら進めていきたいと考えており

ます。 

○神﨑浩之委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定

いたしました。 

 次に、保健福祉部関係の請願陳情の審査を行います。初めに、受理番号第８号岩手県

全域における「ダブルケア」支援を求めるための請願を議題といたします。 

 本請願について当局の参考説明を求めます。 

○菊池地域福祉課総括課長 受理番号第８号岩手県全域における「ダブルケア」支援を

求めるための請願について、便宜お手元の配付資料により御説明をさせていただきます。 

 １のダブルケアの実態でありますが、平成 28年４月に内閣府の男女共同参画局が公表

しました育児と介護のダブルケアの実態に関する調査の結果によりますと、就業構造基

本調査からの推計ではダブルケアの人口は全国で約 25 万人、内訳は女性が約 17 万人、

男性が約８万人、平均年齢は男女とも 40歳前後で、就業状況については女性の 48.6％、

男性の 93.2％が有業者であるとされております。 

 また、インターネットモニター調査により、ダブルケアを行う女性の 48.5％が育児と

介護の両方を主に担っているとしております。 

 また、行政に求める支援策については保育施設の量的拡充、育児、介護の費用負担の

軽減、介護保険が利用できる介護サービスの量的拡充が挙げられております。 

 本県におけるダブルケアの当事者の人数について調査は実施しておりませんが、先ほ

どの内閣府の推計に基づいて試算いたしますと令和元年 10月１日現在で約 2,200名とな

ります。 

 ２の国の動向についてでありますが、少子高齢化や人口減少など、社会構造の変化に

より国民の抱える福祉ニーズが多様化、複雑化している中で、従来の制度、分野、支え

る側、支えられる側といった枠組みを越えて包括的なコミュニティー、地域や社会をつ

くっていく地域共生社会の実現を目指し、取り組みが進められております。 

 具体的な支援といたしまして、(１)のとおり複合した住民ニーズに対応するための市

町村の包括的な支援体制の構築を支援するモデル事業を平成 28年度から実施しておりま

す。 

 ２ページに参りまして、平成 30 年４月１日付で改正社会福祉法が施行され、市町村の

包括的な支援体制づくりや市町村地域福祉計画策定の努力義務などが規定され、包括的

な地域づくりの方向づけが示されたところであります。さらには、断らない相談支援な

ど、市町村の包括的な支援体制の構築を推進するため、新たな事業の創設に向けて社会

福祉法等の改正が現在検討されているところであります。 
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 ３の本県の取組状況等についてでありますが、岩手県地域福祉支援計画を策定し、社

会福祉関係者等の関係機関や団体と協力しながら市町村における地域福祉の推進を支援

しているところであります。 

 具体的な取り組みといたしましては、(２)の岩手県福祉コミュニティサポートセンタ

ーを設置し、取り組んでいるところでありますが、専門人材である地域福祉活動コーデ

ィネーターは住民の福祉ニーズに対応して福祉サービスの活用や地域住民の支え合いに

よる支援の調整などの役割を担うものでありまして、毎年度養成を行っております。ま

た、学識経験者等のアドバイザーを派遣し、市町村の地域福祉の推進を支援しておりま

す。 

 (３)のフォーラムでは、毎年度学識経験者による基調講演、国のモデル事業を実施し

ている市町村や、市町村社会福祉協議会の取り組み事例の発表を通じて県内における取

り組みの促進を支援しているところであります。 

 (４)、県内では令和元年度において盛岡市、遠野市、矢巾町、岩泉町の４市町が先ほ

どお話しいたしました国のモデル事業を活用した取り組みの実施をしております。 

 ３ページに参りまして、４の保育所や介護施設の入所要件についてでありますが、保

育所については保育を必要とする事由の一つに同居の親族を常時介護または看護してい

ることが定められております。保育の必要度の判断基準は市町村ごとに異なっておりま

すが、在宅で常時の介護等を必要とする場合は、記載のとおり居宅外労働を行っている

場合と同様に評価する取り扱い事例もあるなど、就労により保育が必要な場合と同程度

に勘案されております。 

 介護施設については、特別養護老人ホームへの入所の決定に際しては入所希望者の要

介護度に加えて、子供の養育の状況など介護者の個別事情も勘案し、入所の必要性や緊

急度の判定に反映させることとしております。 

 また、入所の判断基準の一つである介護者の状況につきましては、介護家族が同時に

小学生以下の児童を養育している場合には記載のとおり、介護家族が就労している場合

と同程度に勘案されているところであります。説明は以上でございます。 

○神﨑浩之委員長 本請願に対し、質疑、意見はありませんか。 

○千葉伝委員 今説明いただきましたダブルケア支援についての県の取り組み状況の中

でお聞きしたいのは、市町村に包括的な支援体制の構築を図る上で、さまざまな支援が

あるわけですが、施設等への支援について、専門人材の育成とか、あるいは必要なアド

バイザーの派遣を考えているということですが、これは令和元年度から令和５年度に向

けての計画期間において、令和元年度はアドバイザーの派遣は何人ぐらいを想定して、

令和５年度には何人ぐらいにするとか、あるいは県が専門人材を育成して、今年度末は

397人という数字があるのですが、令和５年度までには何人ぐらいまでにするとか、そう

いう計画について教えてください。 

○菊池地域福祉課総括課長 アドバイザーの派遣等でありますが、これは市町村とか社
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会福祉協議会からの要望に応じて派遣をしておりまして、最近の実績ですと６カ所掛け

る２回とか、大体平均的にはそのような形であります。 

 専門人材の育成については、毎年度 30人を定員といたしまして、前期と後期に分けた

講習で育成を図っているところでございます。 

○千葉伝委員 わかりましたが、県内 33市町村あって、それぞれの市町村でこの事業を

展開するというようなことからすれば、必要なところ、要望があったところにだけやる

ということで、その他は必要ないという認識なのか、年に 30人の専門人材を育成してい

くということであれば５年間で 150 人のプラスになるというようなことで、プラスにな

っていけば市町村にその分を派遣できるというようなことになるわけですね。そういう

考え方でいいですか。 

○菊池地域福祉課総括課長 アドバイザーは大学の先生とか、その道の専門の方々にお

願いをして、社会福祉協議会の職員とか、各施設の職員に受講していただいているとい

うところであります。確かに市町村によって育成のでこぼこはあるのですが、受講して

いない市町村はほぼないというようなところであります。 

○千葉伝委員 わかりました。これからの社会福祉ということでは、かなり範囲も広い

ので、県がこれからこの請願を進めていく上では、地域における人材育成など、どの程

度きちっとやっていけるか判断をして進めていただきたいと思っております。 

○佐々木努委員 このダブルケアについては、そんなに昔からあった言葉ではないわけ

でありますけれども、今全国でこのダブルケアという言葉が日常的に聞かれるようにな

ってきて、それだけ介護と子育てに非常に頑張っている、苦労されている方々がたくさ

んいらっしゃるのだなということを認識をしているところであります。 

 そういう中で、我々も議員連盟で横浜に行きまして、ダブルケアについて勉強したと

いう経緯があるのですが、我々としても具体的にこのダブルケア支援をどのようにして

いけばいいのかということがなかなか思い浮かばなくて、県の担当の方々も多分私と同

じ思いなのではないかと思っています。 

 そういう中で、いかにしてこのダブルケアのケアラーの方々を支援していくかという

ことになれば、それぞれの介護なら介護の分野、子育てなら子育ての分野、あるいは障

がい者支援ならばその分野の充実をそれぞれが今よりももっと連携を図っていくという

ことに尽きると思っています。 

 そういう意味で、今県にやっていただきたいのは、このダブルケアという言葉を全県

に、そういう状況の方々がたくさんいるということを広めてほしいと思っています。今

どちらかというと、岩手県はこのダブルケアということ、そういう支援については全国

でも進んでいると認識していまして、それは民間の方々が結構頑張っていらっしゃるか

らであり、他県よりは結構進んでいると思いますが、どうしても民間の方々だと活動の

区域が狭まるし、人的にもそれを全県に広げるということが難しいと思うので、それは

県なり市町村の仕事としてまとめていただきたいと思います。 
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 請願にもありますが、このダブルケアカフェの実施に係る県の支援等々、そういうも

のについては県としてもできると思いますので、何千万円なんていうお金はかからない

と思うので、そういうところにも気を配っていただきたいということと、さっき連携と

いう話をしましたが、岐阜県でつくっているダブルケアハンドブックがあるのですが、

後でホームページ等で見ていただければいいと思うのですが、県として介護、子育て支

援、同じケアという、そういうことでさまざまなこういうことを利用してくださいとか、

実際に悩んでいる方々の声をこのハンドブックに載せたり、こういうことを始めている

ところもありますので、このダブルケアへの取り組みのスタート地点として、こういう

ものも検討をされたり、全県に広めていただいて、その上でどういう支援が必要なのか

ということを改めて考えていただきたいということで、この請願については大賛成だと

思っています。所感があれば､聞いて終わります。 

○菊池地域福祉課総括課長 今委員から他県の事例の御紹介をいただきました。あとは、

横浜市で大学の先生が一生懸命されているというところは承知をしているところであり

ます。岐阜県の例も参考にさせていただきたいと思いますし、県内でも、例えば子供、

子育て世代のための社会福祉協議会がやっているサロンとかもありますが、例えば地域

包括支援センターの職員が来るというような取り組みもしていけば、少しずつあまりお

金をかけずに広がっていくのではないかと思いますので、その辺はいろいろ部内でも検

討していきたいと思います。 

○木村幸弘委員 私からもお伺いしたいと思いますけれども、先ほどの資料の説明の中

の本県の取組状況で、国のモデル事業に呼応して、今事業を推進しているということで

ありますけれども、この中身についてもう少し具体的にどのような体制の中で行われて

いるのかについてお伺いしたいのと、今後このモデル事業というのはどのくらいの期間

の中で、どのような形で進められていくものなのか、そしてモデル事業からその先の展

開の方針というのはどのようになっているのか。 

○菊池地域福祉課総括課長 モデル事業の取り組みについてでありますけれども、これ

は今子供、介護の制度がそれぞれ縦割りになっているところの横串といいますか、調整

するような推進員を配置して、具体的にお困りの世帯丸ごとの相談に対応するというよ

うな取り組みをしております。 

 それで、このモデル事業の全国展開ということについてでありますが、先ほど国で新

しい事業を検討しているということをお話ししましたが、こういった取り組み、モデル

事業をいよいよ全国展開をしていくというための検討を今年度一定期間に全国でやれる

ようにしていくというようなことで検討をされていると聞いております。 

○木村幸弘委員 縦割りの調整というのは大変重要だと思っていまして、先ほど来申し

上げるように介護、子育てを含めて包括的にどう支えていくかということが大変重要だ

と思っています。例えば今介護の関係でいえば、ケアマネージャーを中心としたコーデ

ィネーターが高齢者の入院、あるいは退院、そしてその後の施設入所や在宅介護ケアを
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含めて家族、施設関係者、病院、医療関係者、そして社会福祉協議会等を含めてチーム

で今後どうやって見ていくのかというような対応がされているわけですけれども、そこ

に今度は子育てという観点も含めて考えると子ども・子育ての保健福祉部だけではなく

て、教育関係も含めるとか、いろんな形の中で全体でサポートしていく体制が当然必要

になってくると思っています。そういった点をしっかりと取り入れながら進めていくこ

とが大変重要であり、この請願にもあるように、身近なところで窓口をしっかりとつく

ってもらって、そこでさまざまな問題や、あるいは悩み相談を含めたケアが確保できる

体制を構築していくことが大変重要ではないかと思っていますけれども、改めてそうい

った考え方を含めて本県として今後どう対応するのかお考えをお聞きします。 

○菊池地域福祉課総括課長 今委員から身近なところで、世帯の困りごとを丸ごと受け

止めるような相談というお話をいただきました。国の検討もそういった方向であります。

市町村に、例えば１カ所だけでは当然足りないわけでありまして、それぞれの地域に住

民の人が見えるところで相談支援がされているということが大変重要であると思ってお

り、市町村に対しては地域ごとに総合相談の体制ができるように支援をしていきたいと

考えております。 

○千田美津子委員 請願項目の５番目にある保育所利用に係る審査において云々、それ

から高齢者施設利用に係る審査において、いただいた資料３ページには保育所や介護施

設への入所要件等にはそれらを勘案することになっているという説明書きがなされてい

ますけれども、現実は、保育所であれば市町村ごとの判断、必要度の判断になっている

ために、これらがダブルケアを解消できていないと、介護施設についても小学生以下の

児童を養育している場合には配慮することになっていると言いながらも、それらも待機

者が非常に多くて、優先順位が上ではなくて下になってしまっているという現実的な課

題はあります。ですから、今こうなっているからいいよではなくて、今ダブルケアが本

当に深刻だという状況からすれば、これらの保育所や介護施設への入所要件を見直して

もらうなり、あと市町村に対してもっとダブルケアということを位置づけて判断しても

らう、そういう対応が県として必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○門脇子ども子育て支援課総括課長 ただいま委員から御指摘がございましたけれども、

保育所の関係で申し上げますと、これは縦割りというように言われてしまうかもしれま

せんが、保育所の入所要件につきましては、この資料の中でも説明しておりますとおり

同居の親族を常時介護または看護していることというようになっているところでござい

ます。これは、優先順位というよりは、こういう事実がありますと保育が必要だという

ことで認定を市町村から受けられるということでございますので、この事実だけで入所

要件になっているところでございます。 

 ただ、委員から御指摘がございましたとおり、市町村によっては待機児童が発生して

いるのはそのとおりでございます。そういった中におきまして優先度、例えば保育所の

枠が１しかなく、お２人の方、３人の方が希望されているときということになりますと、
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資料にもございますとおり、これは市町村ごとに異なるところでありますが、おおむね

フルタイムで仕事をしているのと同程度の優先度の高さというところはどの市町村でも

設定していただいているところでございます。よって、優先度としてはどこの市町村に

おきましても介護と子育ての両方を同時にされている場合につきましては、優先度はか

なり高いほうだと認識しております。 

○小川長寿社会課総括課長 介護のほうから申し上げます。優先度につきましては、子

供のほうと同様でございまして、介護者の方が子育てをしている場合にはその分優先度

が高くなるというように認識しておりますけれども、先ほど委員から御指摘いただいた

とおり、介護世帯には待機者が多く、昨年の４月１日現在では早期入所で 890名ほどで、

利用できる事業所、施設が足りないという状況があります。したがいまして、私どもと

いたしましては、市町村の計画に沿ってという部分もございますけれども、介護のサー

ビス、事業所の充実強化、拡充につきましては積極的に支援していき、そのことによっ

てダブルケアの方の支援にもつながっていくように進めていきたいと考えております。 

○小林正信委員 先ほどの千田委員の質問の中で、専門人材の育成の部分で、社会福祉

協議会の職員とか、市町村の職員も含まれるものなのか、この専門人材というのはダブ

ルケアに特化したものではなくて、包括的な支援ができる人材という意味なのか、そこ

の２点をお伺いしたいと思います。 

○菊池地域福祉課総括課長 研修を受講している専門人材につきましては、主に社会福

祉協議会の方であり市町村職員の方はほぼない状況です。 

 ダブルケアだけということではなくて、さまざまなサービスに結びつけたり、その地

域の方々で、例えば、御高齢の方が大変であればごみ出しとか、そういう取り組みをし

ますかといったコーディネートをする職員ということでございます。 

○小林正信委員 この請願項目の１番で市町村におけるワンストップの体制整備という

部分が挙げられております。これは一番重要なことで、そこに行けばワンストップで伴

走型で支援が受けられることが必要ということで、コーディネーターの役割が重要だと

思うのですけれども、そういう部分で市町村においてもコーディネーターの育成も重要

ということと、コーディネートする方が子育てセクションに一人でもいれば、子育ても

介護も見られるような万能な方がいらっしゃれば相談しやすいという部分もありますの

で、市町村職員に対する研修について、県として働きかけはできるものかどうかという

ところをお伺いしたいと思います。 

○菊池地域福祉課総括課長 委員からお話のありましたとおり、実際の相談窓口を市町

村でやるのか、社会福祉協議会を中心にやるのかといったところはそれぞれの地域でお

考えがあると思いますが、総合相談の役割の中心は市町村であるというようなことから

しますと、市町村の職員にも受講いただくように案内をしていきたいと思います。 

○小林正信委員 社会福祉協議会というのも大事なのですけれども、ぜひ市町村職員と

いう部分も進めていただきたいと思います。 
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 あと、生活支援コーディネーターが地域包括に１人ずつ配置されているということは

承知しているのですけれども、この生活支援コーディネーターの役割としてダブルケア

の方に対する支援が可能なのか、生活支援コーディネーターの県内の取り組み状況がも

しわかれば教えていただければと思います。 

○小川長寿社会課総括課長 県内の生活支援コーディネーターの配置状況でございます

けれども、本年１月１日現在で全市町村におきまして合計で 141 名の方が配置されてい

るところでございます。 

○小林正信委員 わかりました。どのような生活相談にも対応できる方だと思いますの

で、県としても連携して行っていただきたいと思いますし、先ほども述べました専門人

材の育成という部分に関しては、本請願の趣旨にもあるとおりダブルケアという部分を

しっかり盛り込んでいただきながら、この専門人材の育成をやっていただきたいと思い

ますけれども、御所見をお伺いして終わります。 

○菊池地域福祉課総括課長 生活支援コーディネーター、それから先ほど御紹介いたし

ました人材の育成、それら両方とも同じような役割を担っているという面があります。

それぞれ地域で連携して活動をしまして、総合相談の拡充をしていければと思っており

ます。 

 あとは、ダブルケアという視点を出してということでありますので、そのやり方を検

討していきたいと思います。 

○阿部企画課長 県では行政職員を対象に福祉全般にわたって研修事業も行っておりま

す。当然市町村職員の方も対象にしておりますが、近年共生社会の実現に向けて、包括

的支援体制についての講座を設けております。その中で、ダブルケアに特化したような

カリキュラムについても来年度検討してまいりたいと思っています。 

○神﨑浩之委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、本請願の取り扱いを決めたいと思います。本請願

の取り扱いはいかがいたしますか。 

   〔「採択」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 採択との御意見がありますが、これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認め、よって本請願は採択と決定いたしました。 

 次に、受理番号第 12号妊産婦医療費助成制度の拡充を求める請願を議題といたします。 

 本請願について当局の参考説明を求めます。 

○佐々木健康国保課総括課長 受理番号第 12 号妊産婦医療費助成制度の拡充を求める

請願について、お手元に配付しております資料により御説明を申し上げます。 

 まず、１の成育基本法の概要についてでございますが、法律の正式名称は請願にも記

載のとおり成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切
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れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律といいまして、平成 30 年 12

月に公布され、令和元年 12 月１日に施行されております。 

 法の目的でございますが、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が

重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること

などに鑑み、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を

切れ目なく提供するための施策を総合的に推進しようとするものであります。 

 法におきましては、国及び地方公共団体の責務について定めておりまして、国は成育

医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、地方公共団体は国との連携を図りつつ、

その地域の特性に応じた施策を作成、実施する責務を有するとされております。 

 また、法では医療に関する基本的施策について、国及び地方公共団体は成育過程にあ

る者及び妊産婦に対し成育過程の各段階等に応じた良質かつ適切な医療が提供されるよ

う、医療の提供体制の整備、救急医療の充実、その他の必要な施策を講ずるものとする

ことと記されております。 

 次に、２の本県における妊産婦を取り巻く状況についてでありますが、まず(１)の出

産年齢の状況につきましては、本県の母親の５歳年齢階級別の出生数を見ますと平成 20

年以降では 30 歳から 34 歳が最も多くなっておりまして、母の年齢階級別出生率の推移

を見ると 30 歳以下で減少、30歳以上は増加している状況にあります。 

 次に、(２)、偶発合併症の状況でございますが、偶発合併症とは産科合併症とは区別

されるもので、子宮疾患、呼吸器疾患、糖尿病など、妊娠していなくても発症する疾患

を指すものでございますが、日本産科婦人科学会が出産年齢の高齢化の傾向が進展いた

しました平成 13年度から平成 22年度の 10年間に行った調査結果によりますと、この間

偶発合併症を発症した妊産婦の割合が 10％以上増加し、その増加は妊産婦の高齢化に依

存すると結論づけられておりまして、(１)に記載するような状況を踏まえますと、当県

においても相当程度増加しているものと考えられるということでございます。 

 ２ページに参りまして、３、妊産婦医療費助成制度の概要でありますが、制度の目的

は妊産婦の適正な医療を確保し、その心身の健康を保持するとともに生活の安定を図る

ため、妊産婦に対して市町村が医療費を助成した場合にその経費の一部を補助するもの

であります。 

 制度の仕組みについてでございますけれども、助成の単位は１レセプト、つまり１医

療機関の１カ月分の医療費の単位となります。 

 補助基本額でございますが、各医療保険等により患者が負担すべき額から一定の受給

者負担額を控除した額に対して市町村が助成した額、これが補助基本額となりまして、

これに対して県がその２分の１を補助しているものでございます。 

 なお、令和２年度当初予算案には県補助に要する費用として約１億 1,000 万円を計上

しているところでございます。 

 エの対象者、所得制限及び受給者負担につきましては、これは県の補助基準でござい
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ますが、対象者は妊娠５月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌

月の末日までの者としており、所得制限は児童扶養手当一部支給の所得制限を基に設け

ておりまして、受給者負担額として１レセプト当たりの入院は 5,000円、入院外は 1,500

円まで御負担をいただいているところでございます。 

 給付方法につきましては、平成 28年８月から現物給付方式としているところでござい

ます。 

 (３)の県内市町村の実施状況でございますが、全ての市町村が県基準の助成期間と同

じ期間助成を実施しておりますが、所得制限及び受給者負担については独自に県基準を

緩和する形で助成をしている市町村があり、違いがある状況でございます。 

 ４の全国の状況でありますが、妊産婦の医療費助成を実施しているのは本県を含む４

県でございまして、ほかに茨城県、栃木県、富山県で実施しております。助成期間の始

期についてでございますが、茨城県と栃木県が妊娠届を提出した月から、富山県が医療

費受給申請登録をした月からとしており、終期は各県とも出産の翌月としております。 

 所得制限につきましては、栃木県が設けておらず、受給者負担は富山県が設けていな

い状況でございます。 

 また、助成対象となる疾病を規定している県がございまして、本県や栃木県では制限

を設けていない一方で、茨城県や富山県では妊娠高血圧症候群、いわゆる妊娠中毒症な

ど、妊娠の継続や安全な出産のために必要と認められる疾病に限定しております。 

 本県における助成の経緯につきましては、３ページに参りまして、全国一高い乳児死

亡率を減少させるための対策の一環として、国保の乳児 10割給付を実施する市町村に対

しまして、昭和 39年度に全国に先駆けて助成を開始したところでございまして、その後

昭和 48 年 10 月から被用者保険まで対象を拡大するとともに、乳児の健康の保持増進の

ため、母体の健康管理の必要性から妊産婦も対象に加えたという経緯がございます。 

 ５の妊産婦医療費助成の拡大に要する県費所要額でございますが、助成の拡大を行う

場合、現行の予算額大体１億 1,000 万円を加えまして、下の表に記載する区分ごとに費

用負担が生じます。一定の条件の下の粗い試算ではございますが、現行の対象期間のま

ま拡大をした場合、所得制限撤廃で 3,000 万円、受給者負担の撤廃で 5,000 万円、全て

無料化した場合で１億円の県負担の増加が見込まれます。請願のとおり対象期間を拡大

した場合には、期間の対象のみで２億 5,000 万円、さらに所得制限撤廃で 9,000 万円、

受給者負担撤廃で１億 5,000 万円、全て無料化した場合で５億 5,000 万円の県費負担の

増加が見込まれます。 

 また、県が２分の１を補助するという現行のスキームにより拡大を行う場合、県基準

に準拠して助成を行っている市町村におきましては、県の補助額と同程度の負担が別途

生じることとなります。 

 次に、６の現物給付に対する国庫負担金の減額調整措置についてでございますが、本

県におきましては平成 28年８月から妊産婦に対する給付方式を現物給付としております
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が、医療費の波及増が生じるという理由から、市町村国保に対する国庫負担金等の減額

調整措置が行われているところでございます。県では、現物給付に対する国庫負担金等

の減額措置を対象にかかわらず廃止するよう毎年度政府予算提案要望において国に対し

て要望を行っているところであり、全国知事会においても同様の要望を行っているとこ

ろでございます。 

 なお、自治体の少子化対策の取り組みを支援する観点から、平成 30年度から未就学児

までの子供を対象とする医療費助成については減額調整措置を行わないこととされたと

ころでございますが、妊産婦については依然として減額調整措置の対象となっているも

のでございます。説明については以上でございます。 

○神﨑浩之委員長 本請願に対し、質疑、意見はありませんか。 

○千葉伝委員 本請願についての取り扱いにも係るところですけれども、今県から説明

をいただきました。基本的には妊産婦の医療費助成という大きな観点からすれば、妊娠

から出産まで健康で丈夫な赤ちゃんを産んでいただくということから、それなりの助成

等々は必要だという思いでおります。 

 したがって、これまで国あるいは県が行っている助成措置等について先ほど説明をい

ただきました。この分だけでも妊産婦に対する助成がかなり行われているという理解で

あります。 

 そういった中で、今回の請願の中で気になるというような部分からすれば、２番の所

得制限の撤廃ということであります。世の中所得制限なしでフリーというのが一番いい

わけでありますけれども、そうなると財源、要するに予算がどの程度かかるかというよ

うなことなども考えなければならない部分が出てくると思います。 

 それから、４番の妊産婦の疾患、受診科目の制限、これも制限撤廃ということで医療

費助成を国が全部助成するということでありますが、妊産婦は万歳であるわけでありま

すけれども、私なりに考えれば、女性の場合のさまざまな病気もあるわけでありますけ

れども、出産に係る分、あるいは妊娠中の病気というようなこともあるのですが、例え

ば一般的な風邪、感冒あるいは歯が痛いということで歯医者に行きましたということも

この診療科目に限らず出すという話になってくると、それはいかがかなと。要するに妊

産婦以外の人たちからすればどうも不公平感がというようなことが考えられます。 

 したがって、そういうことも考え、この５項目全てに賛成すれば一番いいのですけれ

ども、ここの全てにお金がどの程度かかるか、一つだけ先ほど県の試算が出ました。最

終的にかかる妊産婦医療費助成の拡大に要する県費所要額ということでふえる分、全て

対象期間を拡大した場合と全て無料化した場合に今１億円かかっているのが５億 5,000

万円かかると、これは国が２分の１、県が２分の１ということでありますので、５億 5,000

万円を国で払う分、県もその分が同額かかるというようなこと等、この請願どおりいく

とすれば、財源確保は厳しく、先ほど言った内容も含めて考えれば、今回この請願につ

いては賛成して、このとおりやるということは私からすれば厳しいかなと、反対せざる
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を得ないということであります。 

○神﨑浩之委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、本請願の取り扱いを決めたいと思います。本請願

の取り扱いはいかがいたしますか。 

   〔「採択」「不採択」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 本請願については、採択と不採択の意見がありますので、採決をい

たします。 

 本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○神﨑浩之委員長 起立多数であります。よって、本請願は採択と決定いたしました。 

 ただいま採択と決定した本請願につきましては、国に対し意見書の提出を求める項目

がありますので、本定例会に委員会発議したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 それでは、意見書の文案を検討いたします。 

 当職において原案を作成いたしましたので、事務局に配付させます。 

   〔意見書案配付〕 

○神﨑浩之委員長 ただいまお手元に配付いたしました意見書案をごらんいただきたい

と思います。これについて御意見はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 なければ、これをもって意見交換を終結いたします。 

 お諮りいたします。意見書案は原案のとおりとすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認め、意見書案は原案のとおりとすることに決定いた

しました。 

 なお、文言の整理等については当職に御一任願います。 

 以上をもって保健福祉部関係の付託案件の審査を終わります。 

 この際、執行部から新型コロナウイルス感染症に係る対応等について、ほか４件につ

いて発言を求められております。 

 質疑の方法につきましては、初めに医療政策室関係２件の報告後に当該報告に対する

質疑を行い、その後子ども子育て支援課関係３件の報告後に当該報告に対する質疑を行

い、最後に委員からのこの際による質疑を行うことといたしたいと思いますので、あら

かじめ御了承願います。 

 それでは、初めに新型コロナウイルス感染症に係る対応等について、ほか１件につい

て発言を許します。 
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○今野副部長兼医療政策室長 新型コロナウイルス感染症に係る対応等について御報告

を申し上げます。 

 前回２日の常任委員会の際に御説明申し上げておりますが、その後の状況を踏まえて

資料を作成しておりますので、その部分について説明をさせていただきます。 

 まず、１の国内の感染者の状況です。(１)、全国の状況につきまして、チャーター便

帰国者は除いておりますが、おととい 12時時点で陽性者が 794人という状況でございま

す。 

 (２)は、東北地域の状況ということで、これまでに５件確認されていますが、内容に

つきましてはお示しのとおりということで、基本的に感染源が確認できているという状

況で集団感染とか、感染経路が特定できていないといった事案については東北地域では

確認されていない状況でございます。 

 次に、これまでの対応状況です。おめくりをいただきまして、点線を引いていますが、

点線以下が前回の御報告以降の状況でございます。国の動きですが、３月６日にＰＣＲ

検査の保険適用が開始されたということで、これまで保健所を通じて行政検査という形

で実施されておりましたが、保健所を通さないで帰国者・接触者外来の医師の判断で保

険適用の検査が実施できるという状況になったところでございます。 

 同日ですが、国から各都道府県等に対して患者数が大幅にふえた場合に備えた医療提

供体制等の検討について要請があったところでございます。 

 ３月９日ですが、国の新型コロナウイルス対策専門家会議が開催されまして、新型コ

ロナウイルス感染症対策の見解を発表したところでございます。これについては後ほど

御説明をさせていただきたいと思います。 

 ３月 10日ですが、緊急対応策第２弾が国から示されております。 

 それから、３月 14日ですが、新型インフルエンザ対策等特別措置法が施行されており

ます。 

 次に、３ページ(２)、県の対応です。これも点線以降の部分の３月６日ですが、３回

目の県対策本部本部員会議を開催しまして、知事から県民の皆様へのメッセージを発出

しているところでございます。 

 ３月 13日ですが、４回目の県対策本部本部員会議を開催しまして、国の緊急対応策第

２弾を踏まえた対応方針、それから国が国会に提案をしておりました新型インフルエン

ザ等対策特別措置法の改正案の内容について議論したところでございます。 

 きのうですが、県の感染症対策委員会の第３回専門委員会を開催しまして、今後の医

療提供体制等の課題と今後の対応について、国から患者数がふえた場合に備えた医療提

供体制等の検討の要請があったことを踏まえて協議をしたものでございます。 

 おめくりをいただきまして、４ページです。帰国者・接触者相談センターへの相談状

況です。３月 15日時点まででお示しをしているものでございます。 

 ５ページですが、(５)として検査の実施状況です。現時点で全て陰性ということです
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が、民間検査は３月６日から保険適用の検査が始まり、本県におきましても３月 11 日、

３月 16日に保険適用の検査が実施されているところでございます。 

 (６)ですが、医療用マスクの医療機関への緊急提供についてです。既確保分としまし

て、岩手医科大学附属病院、県医師会からの要請等を受けまして、国、県、市町村の在

庫の保有分から緊急に提供を行ない、岩手医科大学附属病院に対しまして総計で４万枚、

本日、３月 18日から各週１万枚ずつの提供を開始しているところでございます。 

 それから、県医師会を通じまして、県内の医療機関に対して２万 3,000 枚を提供中で

ございます。 

 今回確保分としては、国が一括して 1,500 万枚を確保し医療機関に優先順位をつけな

がら提供することが示されておりますが、その一環の部分で、３月 16日に４万 1,100枚

が県に到達し、これにつきましては感染症指定医療機関等に、医療機関ごとの不足状況

等を勘案しながら今現在順次提供を開始しているところでございます。 

 今後の部分ですが、具体的な時期はまだはっきりしておりませんが、３月 23 日以降、

年度内に、本県に対して約 20万枚が提供される予定で、これにつきましても提供先、提

供時期について調整をしているところでございます。 

 おめくりをいただきまして、６ページですが、３月９日に国の専門家会議が示した見

解についての概要でございます。 

 まず、(１)ですが、感染拡大防止に向けた日本の基本戦略とありますが、次のページ

の頭の部分で、クラスターの早期発見早期対応、患者の早期診断・重症者への集中治療

の充実と医療提供体制の確保、市民の行動の変容を３本柱として具体的戦略として提言

をしているところでございます。 

 (２)ですが、現在の国内の感染状況につきましては現時点では爆発的な感染拡大には

進んでおらず、一定程度持ちこたえているという見解が示されているところでございま

す。 

 (３)として、重症化する患者についてということでございますが、死亡者数は大きく

ふえておらず、日本の医師が重症化しそうな患者の多くを検出し、適切に治療できてお

り、医療の質の高さを示唆していると考えられると、今後も医療提供体制を強化する必

要があるという旨が示されております。 

 (４)ですが、北海道におきます対策について、北海道独自に緊急事態宣言を発してい

るところですが、この宣言の効果については宣言が発出されてから２週間後でなければ

効果測定は困難だということでございまして、対策の効果は３月 19日、あすでございま

すが、それを目途に公表するという旨が示されております。 

 (５)ですが、今後の長期的な見通しについてということですが、ＷＨＯが三つのシナ

リオを示しているということで、一つ目が感染者が他地域からの感染者に限定されてい

る地域、東北地域がこれに当たるということでございます。 

 二つ目は、クラスターを形成している地域、いわゆる集団感染が発生していると、三
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つ目が地域内に広範に感染者が発生している地域という三つのシナリオにわけまして、

これを分類してそれぞれ対応を考えることが必要だということでございまして、専門家

会議としても今後厚生労働省が示す指針と北海道の対策の効果を基に全国各地での対応

を検討し、報告するという旨が示されているところでございます。 

 最後に、(６)ですが、この集団感染に共通するということで三つの要件を示しており

ますが、密閉空間ですとか、多くの人が密集とか、近距離で会話や発声が行われると、

この三つの条件が同時に重なった場所で集団感染が発生していると考えられるというこ

とで、こういった行動を避けることを要請しているものでございます。 

 最後に、５番目ですが、３月 10 日に国が示した緊急対応策の第２弾についてお示しし

ているものです。(１)につきましては、感染拡大防止策と医療提供体制の整備というこ

とですし、(２)につきましては学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応、(３)が事

業活動の縮小、雇用への対応でございます。 

 (４)として、事態の変化に即応した緊急措置等ということで、新型インフルエンザ等

対策特別措置法を含んだ法整備等について示されているところでございます。 

 最後のページ、９ページに、３回目の対策本部本部員会議において示した、知事から

県民の皆様へのメッセージをお示ししているところでございます。 

 新型コロナウイルスにつきましての説明については以上でございます。 

 続きまして、「医師確保計画」及び「外来医療計画」の策定につきまして御説明を申し

上げます。 

 初めに、医師確保計画の概要につきまして御説明を申し上げます。概要につきまして

は、既に 12月議会の際に常任委員会において説明をしたところですが、その後地域医療

対策協議会での議論ですとか、関係団体からの意見聴取、パブリックコメントを経まし

て今般計画案を取りまとめたものでございます。その概要について改めて説明をさせて

いただきます。便宜Ａ３版の概要版によりまして説明をさせていただきます。 

 この計画につきましては、平成 30年７月に医療法改正を踏まえて策定しているもので

ございます。まず、計画の性格ですが、今回国が示しました医師偏在指標に基づきまし

て医師少数区域等を定めて、圏域ごとに確保すべき医師数の目標と具体的な施策を定め

るものでございます。 

 また、産科と小児科につきましては、項目を別途設けて計画を策定するものでござい

ます。 

 この計画の期間につきましては、令和２年度、来年度から令和５年度までの４年間で

ございまして、以後３年ごとに見直しを行いながら、令和 18年度までに医師の偏在解消

を目指すものでございます。 

 次に、現状ですが、岩手県全体と、盛岡医療圏を除きます八つの医療圏が医師少数区

域となっているものでございます。 

 また、盛岡医療圏につきましては、医師多数区域となっておりますが、その盛岡でも
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圏域内の葛巻町の全域、八幡平市安代地区及び岩手町川口地区の三つの地区を医師少数

スポットに指定をしまして、医師少数区域と同様に医師の派遣等を行うものでございま

す。 

 資料の右側に参りまして、医師確保の方針及び目標医師数ですが、医師確保の方針と

しまして、県全体の医師数の増加を図ることとあわせまして、沿岸・県北地域を中心と

した医師少数区域に奨学金養成医師を計画的に配置することにより、地域偏在の解消を

図ることとしているものでございます。 

 目標医師数につきましては、医師少数区域から脱するために必要な医師数であり、岩

手県全体の目標医師数は 2,817 人と、現在医師数との差である 350 人が確保すべき医師

数となるものでございます。 

 二次医療圏別にはそれぞれ表にお示ししているとおりとなっております。 

 なお、都道府県と二次医療圏では下位 33.3％が医師偏在指標、いわゆる医師少数区域

に当たるわけでございますが、これは都道府県と二次医療圏でそれぞれ別に設定される

ことになりますので、二次医療圏の目標医師数の合計と県全体の目標医師数が一致して

いないものでございます。 

 次に、将来時点におきます必要医師数についてですが、必要医師数は令和 18年度に医

師偏在指標の全国値と各医療圏の医師偏在指標が等しくなるために必要な医師数として

国から示されているものですが、本県の必要医師数は 3,234 人となっており、この実現

に向けまして長期的な施策を講じることとしております。 

 裏面に参りまして、医師確保のための施策ですが、取り組み方針としましては、六つ

の体系により具体的な施策を推進しようとするものでございます。 

 まず、計画期間中における医師確保の見通しでございます。令和５年度までの奨学金

養成医師の県内配置と即戦力医師の招聘による医師の確保の見込みは 234 人となってお

りまして、県全体の確保すべき医師数 359 人には達しないものですが、各二次医療圏が

県医師少数区域から脱するために必要な医師数であります、その合計数であります 134

人、これについては確保できる見通しと考えております。 

 具体的な施策についてです。まず、左下でございますが、①の医師の養成・確保及び

定着対策でございますが、奨学金の貸与ですとか、医学部の臨時定員増の継続によりま

す長期的な医師確保策と、奨学金養成医師の計画的な配置、即戦力医師の招聘などによ

って医師の確保を図ろうとするものでございます。 

 ②の医師偏在対策ですが、奨学金養成医師の計画的な配置のほか、医師少数区域への

診療応援などによりまして、地域偏在の解消を図ろうとするものでございます。また、

先日発足をいたしました地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会、こういった取り

組みにより国への提言活動を行っていくものでございます。 

 ③の医師のキャリア形成支援ですが、臨床研修体制の充実、専攻医の指導体制、受入

態勢の充実などによりまして、若手医師の確保、定着を図ろうとするものでございます。 
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 ④の女性医師や、シニア世代の医師等の多様な働き方の支援ですが、院内保育所の運

営支援、短時間勤務制度によります仕事と子育ての両立支援や女性医師の復職支援、シ

ニア医師の働きやすい雇用形態等の整備などによりまして、幅広い年代の医師の定着を

図ろうとするものでございます。 

 ⑤ですが、医師の働き方改革等に対応した勤務環境改善支援でございますが、タスク

シフト、タスクシェア、開業医等によります基幹病院への診療応援を確保する取り組み

などによりまして、医師の負担軽減を図り、県内への定着を図ろうとするものでござい

ます。 

 次に、⑥ですが、地域医療の確保に向けた働きかけと情報発信でございます。医師の

確保、地域偏在の解消につきましては県民の皆様から主体的に地域医療を支えていただ

く取り組み、国の積極的な関与が必要になりますことから、全国に向けた情報発信、地

域医療を支える県民運動を展開していくものでございます。 

 恐れ入ります、資料の右側に参りまして、二次医療圏毎の医師確保対策ですが、二次

医療圏ごとに目標医師数と医師偏在対策を定めて取り組んでいるものでございます。盛

岡医療圏につきましては、医師多数区域となっておりますが、医師少数スポットや医師

少数区域への派遣軌道になっているということでございまして、現在医師数の維持を目

標としているものでございます。 

 その他の二次医療圏につきましては、医師少数区域に該当するものでございますが、

奨学金養成医師の廃止等によりまして、偏在対策を行うこととしておりますが、沿岸・

県北地域の医療圏につきましては、奨学金養成医師に対しまして一定期間の勤務を義務

づけするなど、重点的に配置を行ってまいります。 

 次に、産科及び小児科の医師確保計画ですが、現状は産科、小児科とも岩手県全体が

相対的医師少数県となっているところでございます。医療圏ごとには相対的医師少数区

域とならない圏域もございますが、そのような圏域でありましても医師が不足している

状況にあるところでございます。 

 このことから、医師確保の方針を診療体制を維持するために必要な医師数の確保のた

めに必要な対策を講じるといたしまして、目標医師数を医師偏在指標が全国の平均値と

なるための医師数として設定をいたしまして、医師偏在対策に取り組むこととしている

ものでございます。県全体で産科につきましては 23 名、小児科につきましては 22 名の

増加を目標にしようとするもので、医療圏ごとにはそれぞれ表にお示しをしているとお

りでございます。 

 医師確保のための具体的な施策といたしましては、医師全体の確保のための施策を着

実に推進することに加えまして、産科や小児科を選択した地域枠養成医師は岩手医科大

学の総合周産期母子医療センターでの勤務を義務履行の期間として認める特例措置を設

けることでございますとか、産科医として勤務する意思のある医学生を対象として奨学

金の枠を新設いたしますことですとか、先ほども申し上げましたが、岩手医科大学に障
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がい児者医療体制の確保のための寄附講座を設置するなどの産科、小児科医の確保対策

を講じることとしているところでございます。 

 また、医師の確保対策のほか、県の保健医療計画の事業別計画であります周産期医療

計画、小児医療計画に定める医療施設の連携、救急搬送体制の充実などの施策の推進に

よりまして、周産期及び小児の医療提供体制の確保を図ることとしております。 

 以上が医師確保計画についての御説明でございます。 

 続きまして、外来医療計画案について御説明を申し上げます。外来医療計画につきま

しても同様に関係団体の意見聴取、パブリックコメントを経まして計画案を取りまとめ

たところです。便宜概要版により御説明をさせていただきます。 

この計画につきましても、先ほど申し上げました医療法の改正によりまして、それに

基づき策定をするものでございます。地域ごとの外来医療機能の偏在の状況について指

標を用いまして、今回可視化を行うものでございまして、その可視化したデータを新規

開業者、新規開業希望者に対して提供することで、その新規開業希望者の個々の医師の

方々の、いわば行動変容を促すことで偏在是正につなげていこうということがこの計画

の基本的な考え方となっているものでございます。具体的に申し上げますと、先ほどの

医師偏在指標と同様に偏在指標を活用いたしまして、全国の二次医療圏のうち指標の上

位 33.3％に該当する二次医療圏を、多数区域と設定いたしまして、外来医師、この多数

区域におきましては新規開業希望者に対しまして外来医療機能の方針について情報提供

を行い、新規開業の届け出に際して初期救急ですとか、在宅医療など、その地域で不足

している外来医療機能を担っていただくことを求めるものでございます。 

 ただ、本県につきましては、二次医療圏ごとの外来医師偏在指標につきまして、中段

の表に示しておりますが、本県には外来医師多数区域はないところでございます。 

 このことから、県全体に共通する課題と対策の方向性等につきまして計画に盛り込む

案としたところでございまして、資料右側に記載のとおりでございますが、病院と診療

所の適切な役割分担と連携、重症度や緊急度に応じた適切な医療機関の選択、在宅医療

の需要への対応に関することを外来医療機能の課題、外来医療提供体制確保の方向性と

いたしまして、それぞれ掲げているところでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○神﨑浩之委員長 再開後２時間が経過しますので、この際３時 20分まで休憩いたしま

す。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○神﨑浩之委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの医療政策室関係２件の報告に対し、質疑はありませんか。 

○名須川晋委員 それでは、この前の委員会で聞いたものもありますので、１点だけに

します。 
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 医療用マスクについて非常にクローズアップされておりますが、患者が県内で発生し

た場合に防護服等々の準備はどのようにやっているのか。患者一人一人に対してかえて

いくのか。あるいは午前、午後、昼食の時間を挟んだらそこでかえるとか、さまざまあ

ると思うのですが、防護服も大変な品薄と聞いておりますし、素材が海外から来るもの

でもあります。海外でも需要が非常に高まっているところで、なかなか工場の稼働率も

上げられていない状況があります。 

 そこで、今どれほどの在庫があるのかというところと、国ではマスクの支給をされて

おりますけれども、国ではそういうところまで配慮がなされるのかどうか、その点につ

いてお聞かせください。 

○今野副部長兼医療政策室長 防護服でございますが、県内の医療機関の保有状況を確

認しておりまして、現時点で約 1,700 枚を超える程度の防護服が保有されているという

ことでございます。今現在はこの新型コロナウイルス感染症、県内では確認されていな

いところですが、この防護服につきましても委員御指摘のとおり、順調に供給がされて

いないという状況もございますので、この安定供給につきましては全国知事会等も通じ

て、要請を行っているところでございます。 

○名須川晋委員 1,700 枚保有しているということで、しばらくとは言いませんが、あ

る程度は大丈夫かと思われますが、使用した際、どのように交換をしていくのか基準が

あればお知らせをいただきたいです。あとは、防護服の安全を保証する期間でございま

すが、その方針が必要になってくると思いますが、その更新基準は、しっかりしている

のかというところを伺います。 

○今野副部長兼医療政策室長 使用した際の交換の基準ということでございますが、明

確なガイドライン等は示されていないところでございますが、ただ防護服については再

利用はしないということでございますので、吐瀉物等で著しく汚染された場合ですとか、

休憩等でその防護服を脱いだといったような場合については、新たな防護服に交換する

ということでございます。 

 更新につきましては一応５年間で更新しているという状況でございます。 

○名須川晋委員 その基準がないと、ある人は防護服を休憩のときにかえたり、そうで

ない人は防護服を一日中着ているという、そういう可能性もあるかと思われますので、

その辺の基準も明確にされなければいけないと思いますし、医療現場だけではなく、ク

ラスターの発生元ですとか、そういうところを消毒しているような光景もテレビで報道

されており、医療現場だけではなく使われるということもございますから、医療現場だ

けでなく保健福祉部で在庫はお持ちだという認識でよろしいでしょうか。 

○今野副部長兼医療政策室長 先ほども申し上げました 1,700 枚につきましては、医療

機関で保有している分ということでございまして、それとは別に保健所等で疫学調査等

に使う場合に約 1,600枚程度の在庫を保有している状況でございます。 

○千葉伝委員 今、名須川委員からマスク、防護服の話がありましたが、消毒用アルコ



 57 

ールの部分で同じ資材として医療現場、あるいは必要とする施設等いろいろあるわけで

すけれども、その必要数は確保されているのでしょうか。 

○今野副部長兼医療政策室長 マスクと同様に、アルコール等の消毒薬についても大変

需給が逼迫しているという状況で、確保について各施設から要望が出ているところでご

ざいます。これにつきましては、実は先週国から供給に向けたスキームが示されたとこ

ろでございまして、今現在それを踏まえて各施設に必要量を照会しているという状況で、

まとまり次第、国に対して報告し供給を求めるところでございます。 

○千葉伝委員 岩手町の民間の医師と話したら、マスクは何とか今のところは間に合う、

でもアルコールが足りないという話をされたので、今お聞きしました。 

 それで、県に聞いたところ、普通に使う瓶の 500 ミリリットルではなくて 18リットル

入りのアルコールを配布するという話があって、あれで配布されてどうするのかという

心配もありますし、消毒薬は消毒用アルコールだけではなくて、次亜塩素酸ソーダ等々、

でも次亜塩素酸ソーダというのは、薄めて使うという話になると、薄め方によって逆効

果というような心配がありますので、可能な限り、通常使えるアルコールをぜひ確保し

て配布を願いたいと思います。 

○今野副部長兼医療政策室長 そういったことは、国に引き続き要請をしていきたいと

思います。 

○小野共委員 私からは、２点お伺いをしたいと思います。 

 １点目なのですが、簡易検査キットの話です。安倍総理が３月中の利用開始を目指し

たいと先月言ったそうであります。マスコミ報道によりますと、この月曜日から輸入販

売が開始されたという報道もあったようであります。岩手県に簡易検査キットが入って

くる見込みであるとか、出回る今後の見込みなど、どんな情報が入っているのか聞かせ

ていただきたいと思います。 

○今野副部長兼医療政策室長 簡易検査キットについて我々も報道等によりまして、３

月中には使えるようにといった国の発言があったことは承知しているところでございま

すが、現時点では直接国から県に対して具体的な内容についてお知らせをいただいてい

る状況にはないところでございます。 

○小野共委員 そうすると、情報がないということですか。３月 16日月曜日から販売が

始まっているという話も聞いたのでありますが、クラボウという会社でどうも株価も随

分上がっているという話まで聞こえてきているわけでありますが、問題点としてまだ体

外診断用薬としては、厚生労働省としては認めていないと、だから純粋に研究用の試薬

というので売り出すという話まで、マスコミが先行しておりますが、今入っている情報

はないということですね。 

○今野副部長兼医療政策室長 はい。 

○小野共委員 そうですか。了解しました。では、その話が出たらいち早く対策を立て

ていただいて、早急に我々に情報提供をいただきたいと思います。 
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 もう１点なのですが、３月６日付で知事の県民の皆様へのメッセージというのが出さ

れたようであります。県のホームページに載っているのは見たのですけれども、すごく

いい情報なのだろうと思います。トイレットペーパーの品不足が問題となっていますけ

れども心配ないであるとか、マスクにしても今後優先度の高いところから供給するので

云々といった話とか、県民の皆様が緊急時に元気づけられる話なのだろうと思います。

この広報、周知の仕方なのですが、ホームページだけではなくて、どのように広報して

いるのですか。 

○今野副部長兼医療政策室長 このメッセージの広報でございますが、ホームページに

載せたのはそのとおりでございますが、さらに報道各社に対してもこのＰＲについてお

願いしているのですが、必ずしも浸透が進んでいないということであれば、これ改めて

考えたいと思います。 

○小野共委員 ９年前の東日本大震災津波、3 月 11 日から１週間たった３月 18 日ぐら

いに、釜石市の話ですけれども、市長が広報で大丈夫ですと、釜石市は必ず立ち上がり

ますと、みんな一緒に頑張りましょうという話を広報でしたのです。首長が発信する言

葉とその重みというのはものすごいものがあって、みんな泣きながら聞いたのです。私

もその場にいたのですけれども、よし頑張るベという話になるものなので、そういった

ところをうまく利用していただきたいと思います。 

 ホームページは、果たして何人が見るのだろうかという気もしますし、十分なすごく

重みのある重要なメッセージがコメントとして込められていると思っておりますので、

十分考えていただいて、今回の予算特別委員会の中でもさんざん出た話なのだろうと思

います。もう少し我々のほうから、皆さん見ていますよと県民の皆さんに対して我々も

頑張っています、一緒に頑張りましょうというメッセージを送っていただきたいと思い

ます。 

○佐々木努委員 新型コロナウイルス感染症関係と医師確保計画、２点について伺いま

す。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策で細々したことを聞くので、済みませんが、お

答えをいただければと思います。 

 初めに、学童保育におけるアルコールの消毒液というのは十分行き渡っているのかも

含めて、今学童保育の現場で課題になっていることと、県に寄せられていること、ある

いは市町村を通じて聞き取っているようなこと、直接学童保育から聞き取っているよう

なことがあったら、その中身と対応策についてお伺いします。それが１点です。 

 ２点目、この新型コロナウイルス感染症の検査状況、今現在で 25件ということでいい

わけですね。全然ふえてこないのは、いいほうに解釈すればいいのですけれども、ＷＨ

Ｏの方はとにかく検査、検査、検査と最近よく訴えていらっしゃいますが、他県の、特

に感染者が出ていない青森県とか山形県の検査状況というのはどうなっているのか、あ

と比較になるかわかりませんけれども、宮城県とか福島県あたりもどのような状況にな
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っているのか参考までにお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、この新型コロナウイルス感染症にかかわらず亡くなる方というのは今たく

さんいらっしゃるのですけれども、例えば肺炎で亡くなられたというような場合に新型

コロナウイルス感染症の疑いがあると思われる方の検査というものはやっているものな

のかどうかということもお伺いをいたします。 

 また、新型コロナウイルス感染症とは関係ないのですが、インフルエンザ感染はこと

しの冬、今の時期、例年に比べてどうなのかというようなことと、県内でインフルエン

ザで亡くなる方というのは年間どのぐらいいらっしゃるのか、参考までにわかればお伺

いします。 

○門脇子ども子育て支援課総括課長 学童保育の関係についてお答えさせていただきた

いと思います。 

 前回の常任委員会の際に３月４日時点の調査結果につきましては御報告をさせていた

だいたところでございますが、その後３月 10 日に唯一残っておりました大船渡市の放課

後児童クラブにつきましても、午前中から開所していただいているところでございまし

て、県内では全ての放課後児童クラブにおきまして対応していただいているところでご

ざいます。 

 また、人員不足が課題だというお話をさせていただきましたが、その点につきまして

も同じ市町村内の放課後児童クラブの中で、人のやりとりですとか、あるいは学校の先

生方の御協力もいただきながら対応していただいている状況でございます。 

 それから消毒液の状況でございますけれども、３月４日時点でどれくらい在庫がある

のか調査させていただきましたときに、２週間ぐらいの在庫だというのが平均的なとこ

ろでございました。今国でも再度調査しておりますし、国でどういった形で、子供たち

のために消毒液などが行き渡るかということを考えていただいているところもございま

すので、その情報を基に県でも市町村と連携をしながら適切に対応してまいりたいと考

えております。 

○今野副部長兼医療政策室長 他県の検査状況ということでございます。手元に詳しい

データがないのですが、本県と同様に感染が確認されていない青森県、山形県あたりで

すと先日確認した範囲では青森県でたしか 50件とか、60件とか、そういった数字であっ

たと承知しています。 

 宮城県、福島県についてはそれよりもかなり多いわけですが、発生をしますと感染者

が本人だけではなく、濃厚接触者を含めてかなりの件数に上ってまいりますので、そう

なると確かに件数はかなり伸びてくるということでございます。 

 検査件数について、本県で今 25件と申し上げているわけですが、専門委員会で必要な

ものを漏らさないようにという形でやっております。先週の金曜日に、国から改めて通

知が来まして、検査の実施について３点の留意事項を国が示しております。37.5 度以上

の体温、発熱が４日以上続くという相談の目安が示されておりますが、それはあくまで
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相談の目安であって、帰国者・接触者外来につなぐかどうかは、それにこだわることな

く柔軟に判断していいといった内容が示されているのが１点でございます。 

 さらに、一般の方から相談があるほかに、開業医と一般の医療機関からも相談がある

場合があります。そういった場合につきましては、基本的には医療機関としての判断を

できるだけ尊重するようにということでございます。 

 三つ目といたしまして、場合によってまず新型コロナウイルス感染症よりもインフル

エンザに該当するかしないか、それをやった上で初めて帰国者・接触者外来につなぐと

いったような実態もあったのですが、そういうことを条件にせずに帰国者・接触者外来

につなぐようにということで留意事項が国から示されまして、それを受けて県でもこの

日曜日に各保健所等に対しまして周知を図ったという状況でございます。 

 肺炎によって死亡した例についての検査ということでございますが、今まで疑いがあ

るのではないかということで、亡くなった後に検査を実施した件数が２件あるところで

ございます。 

 インフルエンザでございますが、例年に比べて発生数はかなり少なくなっていると聞

いておりまして、今回の新型コロナウイルス感染症によって通常の感染防止策が徹底さ

れているといった影響もあるのではないかといった話も聞いているところでございます。 

 インフルエンザで例年亡くなる人の数でございますが、確認して後ほど御報告いたし

ます。 

○佐々木努委員 今私がお聞きした中身については一般の県民の方も知るべきことがあ

ると思いますので、先ほど小野共委員がおっしゃったような形で、できる限り県民に知

ってもらうことができるような広報の仕方を検討していただければと思いますし、この

まま岩手県内で発生しなければ、本当にこれ以上のことはないので、これからがもしか

したら正念場かもしれませんけれども、皆様方にはそれぞれの分野で引き続き全力で対

策に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。 

○千田美津子委員 医師確保計画で確認をさせていただきたいと思います。私自身この

医師確保計画を立てると聞いていた段階で、これは県が立てる計画なので、あらわれて

くる目標医師数とかは県のしっかりした目標数だとこの間考えてきましたが、きょう改

めて御説明いただきますと医師少数区域から脱するための、いわば全国平均までに達す

る、それが目標医師数であって、そのためのさまざまな方針や具体的な施策を立てるの

だということが本旨であると理解してよろしいでしょうか。目標医師数というのは、岩

手県のというよりも国が出した医師少数区域の医師偏在指標に基づく数字ということで

よろしいでしょうか。 

○福士医務課長 今般の医師確保計画でございますけれども、根拠となったのは医療法

の改正によるものでございまして、これの考え方といたしましては、医師が多数である

都道府県であれ、本県のような最下位の県であれ、全ての県が策定することとされてい

るものであります。 
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 今回の医師確保計画を策定するときの委員御指摘の方針でございますが、まず国の基

本的な考え方としては、本県の話はおいてですけれども、全国的に今後十数年の間に全

国マクロでは医師の需給が均衡していくという大きなトレンドがある中で、医師が多数

の県については医師数の増加を図らない、本県のような少数県については医師の増加を

図っていくことで、できるだけ医師総数とすれば、マクロとしてはあまり大きく増やさ

ない中で、均一化を図っていくというのが国が求めている医師偏在対策でございます。 

 ただ、本県においては当然最下位でございますから、真ん中に持っていくだけでも非

常に大変な作業ではありますけれども、国では医師多数区域、中間、そして少数という

３分の１ずつ区切って、まずは少数区域が少数区域から脱することを目標としていると

いうことでありますので、本県としても最終的に将来的に目指すべき姿というのはもっ

と高いところに置くべきだと思っておりますけれども、まずは令和５年度までの目標と

しては国の考え方にも沿って置いていくというのが今回の計画の中身になっております。 

○千田美津子委員 実は私が一般質問したときに、答弁の中で、周産期の医師の数字目

標を述べたときに、それは県が出したものではありませんという答弁が来て、ではこの

計画というのは誰がつくるのか、国がつくる計画なのかと思ったのですが、時間もなく

て確認しませんでした。根拠は今の３分の１ずつ分けて引き上げていくというのはわか

るのですけれども、県がその数を目標として県民の皆さんに医師確保計画ということで

お知らせするわけですから、この数字は県は関係ありませんという話になると、これは

違うのではないかと思います。 

 ですから、根拠は根拠として、例えば産科であれば 125 人を目指すわけですよね。そ

して、新たに確保すべき医師数は 23 人ということですよね。ですから、これは県として

大変かもしれないけれども、何としてもさまざまな政策や方針にのっとって確保してい

きたいという県の方針であるということが一般質問の答弁で受け取れない状況がありま

したので、あえて確認をさせていただきました。 

 もう一つ、厚生労働省の方針に沿って計画を出すに当たって、医師少数県については

国がしっかり支援をするという、担保されるものが必要ではないかと思うわけですが、

何か今の時点ではあるでしょうか。 

○福士医務課長 今、千田委員から御指摘のありました、まさに県の計画ということで

ありますので、まずは基本となる部分は先ほど申し上げましたとおり３分の１を脱する

ということが基本目標にはなるのですが、実は細かく見ていきますと、例えば二次医療

圏ごとの目標指数といった部分におきましても、今の医師偏在指標と、これは平成 28 年

度の医師調査が基になっている現在医師数なのですけれども、これを見ていきますと、

例えば釜石医療圏、久慈医療圏、二戸医療圏といったところについては、将来的な人口

減少が影響すると国が言っていますけれども、それによって医療需要自体が全体に下が

ってくるということを県に数値として示しておりまして、そのままでいくと現在医師数

を維持すれば３分の１に到達してしまうということも今回の国の試算でわかりました。 
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 県といたしましては、こういった医師の確保が必要な医療圏については単に３分の１

を脱するだけではなくて、さらにもう一段高いところに、この基本の考え方は現在医師

数と、あと国全体の平均、その中間までは持っていきたいということで、この３医療圏

についてはさらに国が示した、維持する目標ではなくて高い目標を設定した、県のオリ

ジナルの考え方であります。 

 また、周産期、産科、小児科におきましても同様でございまして、確保すべき医師数

としては産科が 23 人、小児科が 22 人としておりまして、この根拠となるのは３分の１

ではなく、国の平均値に持っていくための必要な数であります。と申しますのも、産科

につきましては分娩件数を医師偏在指標の基礎数値にしています。分娩件数で割り返し

た医師の数、小児科については小児人口で割り返したものになっておりますので、将来

に向けてはこういったものが相対的に見れば岩手県は数値が上がって、指標が上がって

いくトレンドになるので、そのままであっても結局この相対的医師少数区域を脱してし

まう可能性があるということだったので、それよりももっと高いところに目標を置こう

ということで、非常にハードルが高いと我々も認識していますけれども、小児科、産科

については本県にとって必要な医師数でありますので、個別に目標を定めたというとこ

ろでございます。 

○木村幸弘委員 今の医師確保計画と、千田委員の質問にも関連しますけれども、結局

今回のこの医師確保計画を策定して、今答弁をいただいたとおり、医師総数全体はでき

るだけいじらないで、その中で少数区域と多数区域を含めてそれぞれが医師確保計画を

定めて出しなさいと、そうすると少数区域としてはそこで本県の取り組みとしては一生

懸命頑張るほか、国がこのような医師確保計画を立てなさいといった目的、意味がどこ

にあるのだと、つまり厚生労働省として全国的な平準化を図ろうというものであれば、

少数区域に対して何をするのか、何かしてくれるのかというところがきちんと示されて

いかなければ、計画はつくった、あとは岩手県で頑張れというだけでは今までと何も変

わらない状況になるわけですから、この計画を立てて位置づけていく中で、国との政策

の関係においてどのように県が取り組むつもりなのかということをお聞かせいただきた

い。 

○今野副部長兼医療政策室長 委員御指摘のとおりでございまして、要は総数は変えな

いで、多いところから少ないほうへということだけですと、なかなか各県単独では絵に

描いた餅という形になるわけでございまして、県としてはこれまで、仮称ということで

ございますが、地域医療基本法の制定の提言でございますとか、今回地域医療を担う医

師の確保を目指す知事の会というものを立ち上げておりますが、その中での取り組みと

いいますか、目的の大きな部分を占めるのも国が主体的に責任を持ってそういった調整

をやってもらうということも非常に大きな意味を持っておりますので、引き続き要請を

していきたいと考えているところでございます。 

○木村幸弘委員 県として地域から、あるいは少数県それぞれの皆さんと一緒になって
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発信をしていこうという取り組みは大変重要だと思いますけれども、その中でこれまで

のこの知事の会の取り組みの考え方として、国に対してどのようなことを求めていくか

ということをいろんな機会の中でお話を聞いていると、これまでよりももっと強く打ち

出していく必要があるのではないか、国に対して求めていかなければならないというこ

とがあって、私が以前一般質問で今の医療法の中で自由標榜、自由診療というこの枠組

みの中でなかなかそこを突破できない、法的な問題、憲法にもかかわるというお話も知

事から答弁いただいたのですけれども、ここに一つ壁があるのかなと思いますし、本当

に国を動かすような形でこの偏在の対策を根本的なところで、しっかりメスを入れてい

くような行動をしていかないとなかなか前に進まないのではないかなと思っていますの

で、強い姿勢という意味合いがどういうところまで知事として考えていらっしゃるのか

もあるのですけれども、その辺のところもお答えできればお願いしたいと思います。 

 時間がないので、ほかのことを聞きますけれども、外来医療計画の中で新規にこれか

ら開業しようとする医師の方々に情報提供しようということが説明の中にありましたけ

れども、この資料を見ると医師数のそれぞれの医療圏の数字はわかるのですけれども、

問題は診療科も含めての偏在というところで、それぞれの医療圏、あるいは市町村の開

業医､診療所の医療の提供体制を見ると非常に偏っている部分が多々見られるわけで、こ

ういった診療科の情報というものもある程度きちっと提供していかないと、先ほど言っ

たとおり自由標榜の判断の中で何を開業すべきなのか、あるいはこの地域では何が足り

ているのかということを判断できるような情報提供とするためには、その部分も必要で

はないのかということについてもお聞かせをいただきたいと思います。 

○今野副部長兼医療政策室長 知事の会の国に対する働きかけということでございまし

て、今回知事の会を立ち上げたきっかけとなりましたのが、医師偏在指標が新たに出て

きて、その中で本県が最下位、新潟県がその次といったような状況でございましたが、

逆にそれをきっかけとして、明確化されたということがございますので、いわば少数県

の中で連携して、団結して少数県としての考え方を示していこうということでございま

して、これからの提言内容については各県集まって、すり合わせていくわけでございま

すが、そういった趣旨をきちっと踏まえて対応していきたいと思います。 

 診療科の関係につきましては、確認して御報告させていただきます。 

○木村幸弘委員 調べてもらっている間に新型コロナウイルス感染症の関係だけお願い

します。 

 ＰＣＲ検査で先ほど来、御答弁いただいているように 25件の陰性結果だったというこ

となのですけれども、全国的には陰性の結果が１回の検査で出たことだけでそれをよし

とするのか、あるいはその後の経過観察を含めて、この方々は検査の必要ありというこ

とで検査をされた方々ですから、１度の陰性の結果をもってその後の対応とか手だてに

ついてどのようになっているのか、その辺をお伺いしたいということが１点です。 

 マスクの関係ですが、あるテレビで福祉、高齢者施設でマスクが足りないと報道され
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ていた番組がありました。県の担当は今は医療機関を重視してやっているということで

高齢者施設の対策については、災害備蓄などを含めて市町村であればそこに協力をお願

いしたいということでインタビューに答えられていたのですけれども、そうした状況の

中で高齢者については特に重症化が心配される中で、いかにしてしっかりと予防してい

くかが重要なわけですから、そうした中で社会福祉施設、高齢者施設の関係について、

果たして市町村のそういった備蓄対応を含めてどのように捉えているのかということが

もう１点です。 

 そして、最後に６ページの基本方針の重要事項の④の医療提供体制の最後のポツです

けれども、ここで国の方針として症状がない高齢者、基礎疾患を有する者等に対する継

続的な医療、投薬等については電話による診療等により処方箋を発行するなど、医療機

関を受診しなくてもよい体制をあらかじめ構築することということが方針として示され

ているわけでありますけれども、医療連絡会議が２月 22日に医療関係者を中心に行われ

ておりますけれども、改めて実際に基礎疾患を持っている方、あるいは本当に投薬だけ

でいい、あるいは血圧の薬だけでいい、そういった方々が医療機関に行かなくてもこう

いった対応の中できちんと処方をいただいて、あとは薬局に行けば病院にわざわざ足を

向けなくても対応してくれるという点については県としてどのように検討されているの

かお伺いして終わりたいと思います。 

○今野副部長兼医療政策室長 陰性の結果が判明した後のフォローということでござい

ます。陰性の結果が一旦出て、さらにしばらくして陽性の結果が出るといったケースに

ついては他県でも見られている状況でございまして、陰性という場合についても肺炎等

の症状で検査ということでございますので、引き続き入院という場合については、感染

予防についてもそこで気をつけていただくということございますし、仮に症状がなくて

自宅に帰っていただくという場合につきましても、保健所から自宅で療養していただく

とか、マスクをつけていただくとか、そういったお願いについては継続していくといっ

たことでございます。 

 受診しなくても薬の処方などの対応について国から要請を受けているわけでございま

すが、そういった対応も含めましてきのう専門委員会も開催しましたけれども、医療提

供の体制のあり方につきましては早急に検討していきたいと思っております。 

○阿部企画課長 高齢者施設、介護施設など、福祉施設のマスクの関係でございますが、

先ほど委員のお話にもありました市町村の備蓄の分もありますが、あわせて現在国にお

きまして、再利用が可能なゴム製マスクを 2,000 万枚一括購入して施設の職員の方、利

用者の方に少なくとも１人１枚以上を配るということで、今作業を進めております。 

 本県におきましても３月 12日までに県内の施設の住所とか職員の数、利用者数を示し

たリストを国に提出しておりまして、今後それを踏まえて３月中には国から発注したメ

ーカーから直接各施設に配布するということで進められているところでございます。 

○福士医務課長 先ほどお尋ねがありました外来医療計画の診療科の関係でございます
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けれども、今回初めて策定する外来医療計画におきましては開業医数のみに着目した偏

在ということでありまして、診療科に着目したものではございませんが、ただ一方で国

では診療科の偏在といったものは問題だということは非常に認識しておりまして、医師

の需給に関する検討会や専門医を養成するような検討部会などの中でもどのような診療

科の養成が足りていなくて、そこに養成していく必要があるのかといった議論も始まっ

たところでございます。 

 まさに委員御指摘のとおり、診療科については自由標榜でありますので、複数の診療

科を兼ねて標榜することも今の制度ではできるものではありますけれども、今後は先ほ

ど申し上げましたとおり専門医のようなものに着目、専門医となりますと診療科数も絞

られてきますし、基本的にそんなに多くの専門医を１人のドクターが持つということは

あまり出てまいりませんので、そういった形の中で必要な数や、偏在の状況が今後明ら

かになって、どのように手を入れていくのかというあたりが国から示されるのではと考

えております。 

○木村幸弘委員 陰性だった方々については、引き続きしっかり見守りながら、適切な

指導対応をお願いしたいと思いますし、マスクの話はきのうの報道もありましたが前向

きな御答弁をいただいたものですから、準備したものが各施設に配送されるということ

がもう既に高齢者施設等にも情報提供されているのかどうかを確認したいと思います。 

 あと、医師確保の関係については、とにかく地域の実態や実情が大変厳しい中で、し

っかりと現場の状況を踏まえながら本当にみんなが安心できるという中で確実に医師確

保がしっかりと進んでいくような取り組みをぜひお願いしたいと思います。 

○今野副部長兼医療政策室長 先ほどの佐々木努委員のお尋ねでございます。インフル

エンザでの死亡者ということでございまして、岩手県内の死亡者の数字は押さえていな

いところでございますが、参考として国内でということで申し上げますと 1,000 万人が

罹患をいたしまして、死亡しているのが約１万人ということでございます。仮に 100 程

度で割るということで考えますと大体 100 人ぐらいと推測されると思います。 

○小川長寿社会課総括課長 マスクの配布の関係でございますけれども、まだ国でも確

実性の担保はないので、各施設というか、事業者にはボリュームとか時期についてはお

話ししておりませんけれども、ただ国でこういうスキームで布製のマスクを確保して配

布する計画があって、それで進めているという話は伝わっているところでございます。 

○神﨑浩之委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、ただいまの報告に対する質疑を終わります。 

 次に、いわて子どもプラン（2020～2024）の策定について、ほか２件について発言を

許します。 

○門脇子ども子育て支援課総括課長 それでは、報告が３点ございますが、初めにいわ

て子どもプラン（2020～2024）の策定につきまして、お手元の資料により御説明をさせ
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ていただきます。資料１といたしまして、他の関連する計画も含めましたプランの概要

と資料２のいわて子どもプラン（2020～2024）（中間案）の本体を添付しております。 

 １枚目の資料から御説明をさせていただきますが、平成 27年に策定をいたしました現

行のいわて子どもプランの計画期間が本年度までとなっておりまして、いわて県民計画

（2019～2028）や子どもの生活実態調査結果等を踏まえまして、次期プランを策定する

こととしておりますが、実態調査の最終報告の取りまとめにもう少し時間を要する状況

でございますので、今般はプラン（中間案）として御報告をさせていただくものでござ

います。 

 資料の１の策定の趣旨等でございますが、子ども・子育て支援に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、子ども・子育て支援に関する基本的な計画を定めるもの

でございまして、いわての子どもを健やかに育む条例第 11条に基づく基本計画と位置づ

けているところでございます。 

 ３の策定する基本計画等の案の概要でございますが、ここは次のＡ３判の資料１をご

らんいただければと思います。Ａ３判の資料１の１枚目でございます。いわて子どもプ

ラン（2020～2024）につきましては、資料の右側に掲げております五つの関連する計画

を部門別計画として位置づけまして、それぞれの計画の内容をプランに盛り込むことと

しておりますが、一番下の岩手県児童虐待防止アクションプランを除きまして、いずれ

も令和２年度からの新たな計画を策定することとしております。このうち一番上の岩手

県子ども子育て支援事業支援計画（2020～2024）と４番目になりますが、岩手県社会的

養育推進計画（2020～2019）につきましては、この後計画案を御説明させていただきま

すが、子どもの生活実態調査結果を反映させて策定する必要がございます岩手県子ども

の貧困対策推進計画（2020～2024）と岩手県ひとり親家庭等自立促進計画（2020～2024）

につきましては、岩手県子どもプラン（2020～2024）と同じく策定時期が後ろにずれる

見込みでございます。 

 資料２ページをごらんいただければと思います。いわて子どもプラン（2020～2024）（中

間案）の概要でございます。資料の左側、第１章でございますが、１の策定の趣旨は先

ほど御説明させていただきましたが、策定に当たりましては２の基本理念にありますと

おり、いわての子どもを健やかに育む条例に規定をいたします基本理念、(１)の子ども

の権利の尊重、(２)の結婚、妊娠、出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない支援、(３)

の県、市町村、保護者等の適切な役割分担と連携、協力を基本的な考え方としていると

ころでございます。 

 真ん中のところ、第２章の本県の子どもと家庭をめぐる状況では少子化、未婚化、晩

婚化の進行など、11項目で整理をしているところでございます。 

 資料右側の第３章の１の目指す姿でございますが、社会全体で県民の結婚、妊娠、出

産及び子育てを支え、誰もが子どもを健やかに育みやすいと実感できるいわてを掲げま

して、２の目指す姿指標といたしましては、いわて県民計画（2019～2028）の長期ビジ
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ョン、家族・子育ての政策分野における主要な指標であります合計特殊出生率、男性の

家事時間割合、総実労働時間、この三つを設定しているところでございます。 

 ３の推進する施策といたしましては、いわての子どもを健やかに育む条例に規定をさ

れます子ども・子育て支援に関する基本的施策を中心に掲げておりまして、一つ目の子

どもの健やかな成長を支援するでは、主に子供自身に着目をいたしまして、教育環境や

養育環境などの整備の促進についてを、二つ目の子育て家庭を支援するでは、主に保護

者に着目をいたしまして、子育てを支援する職場環境の整備ですとか相談支援、保育サ

ービスの充実についてを、三つ目の子どもを生み、育てようとする者を支援するでは、

これから家庭を持とうとする若者に着目をいたしまして、結婚、出産、子育てに関する

情報提供ですとか、経済的な基盤を支える就労支援の推進についてを、四つ目の東日本

大震災津波からの復興を支援するでは、引き続き被災児童やその家庭への支援に取り組

んでいくこと、これら４点を基本的な施策の方向といたしまして、プランを推進してい

くこととしております。 

 その下の第４章、計画推進に向けてでございますが、いわての子どもを健やかに育む

条例におきまして、県や保護者、子ども・子育て支援機関、事業主、そして県民の役割

について規定をされておりますが、ここではそれぞれの役割分担を整理し、相互に連携

をしながら施策の推進を図っていくことなどを盛り込んでいるところでございます。 

 次に、資料の３ページをごらんいただければと思います。資料の３ページは、第３章

の４、推進する施策の具体の内容を掲げておりますが、これらの取り組み項目につきま

しては、いわて県民計画（2019～2028）第１期アクションプラン、政策推進プランの政

策項目と復興推進プランの取り組み項目の区分により整理をさせていただいております。 

 (１)の子どもの健やかな成長を支援するは、全体で 16項目ございますが、イの安心し

て子どもを生み育てられる環境をつくりますのところで、プランの部門別計画に位置づ

けております、岩手県子どもの貧困対策推進計画（2020～2024）、岩手県児童虐待防止ア

クションプラン、そして岩手県社会的養育推進計画（2020～2029）、この内容を盛り込む

こととしておりますし、オからキまでの知育、徳育、体育のところでは、幼児教育の推

進や男女共同参画意識の啓発、多様な体験活動の推進などを盛り込んでいるところでご

ざいます。 

 その下の(２)の子育て家庭を支援する、こちらは 10項目ございますが、エの安心して

子どもを生み育てられる環境をつくりますのところで、(１)と同様でございますが、プ

ランの部門別計画として位置づけております岩手県子ども子育て支援事業支援計画

（2020～2024）と岩手県ひとり親家庭等自立促進計画（2020～2024）の内容を盛り込む

こととしておりますし、オの仕事と生活を両立できる環境をつくりますにおきまして、

いわて働き方改革運動の展開による保護者の長時間労働の是正などの取り組みを掲げて

いるところでございます。 

 その右側になりますが、(３)の子どもを生み、育てようとする者を支援する、こちら
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は２項目ございますが、アの安心して子どもを生み育てられる環境をつくりますのとこ

ろで、”いきいき岩手”結婚サポートセンター－ｉ―サポによる結婚支援の充実などを

盛り込んでいるところでございます。 

 その下の(４)になりますが、東日本大震災津波からの復興を支援する、こちらも２項

目でございますが、いわてこどもケアセンターによる心のケア、いわての学び希望基金

による奨学金による支援などを盛り込んでいるところでございます。 

 恐れ入りますが、資料の１枚目、最初の資料に戻っていただければと思います。一番

下の(５)の策定スケジュールでございますが、今般プランの中間案をベースといたしま

して、計画策定の報告議案を提出させていただいておりますが、現在作業を急いでおり

ます子どもの生活実態調査結果の最終報告の取りまとめの後、岩手県子どもの貧困対策

推進計画（2020～2024）、岩手県ひとり親家庭等自立促進計画（2020～2024）の策定を進

めまして、これらの計画をいわて子どもプラン（2020～2024）にしっかりと反映をさせ

まして、新プランを速やかに作成してまいりたいと考えているところでございます。 

 恐れ入ります。次に、岩手県社会的養育推進計画（2020～2029）の策定について同様

にお手元の資料により御説明をさせていただきたいと思います。参考としまして、資料

１の計画の概要と、そして資料２の計画案の本体を添付させていただいております。こ

の計画は社会的養育を必要とする子供たちが適切な支援やケアを受けながら家庭的な環

境のもとで養育されるための取り組みや自立に向けた支援の取り組みを推進するため、

国の通知に基づきまして、平成 27年に策定をいたしました岩手県家庭的養護推進計画を

見直しまして、新たに岩手県社会的養育推進計画（2020～2029）として策定するもので

ございます。 

 １の計画の位置づけでございますが、策定の根拠は国の通知でございますが、先ほど

いわて子どもプラン（2020～2024）のところで御説明申し上げましたとおり、プランの

部門別計画として位置づけておりまして、計画期間は令和２年度から 11 年度までの 10

年間でございます。 

 ２の基本的考え方でございますが、平成 28年の児童福祉法の改正によりまして、子供

が権利の主体であること、あわせて子供の家庭養育優先の原則が明確化されたことを受

けまして、社会的養育を必要とする子供の最善の利益を実現するため、子供の養育の受

け皿となります里親をふやしていくとともに、施設におきましても小規模化、地域分散

化を進めまして、家庭と同様の環境での養育を推進することを目指すものでございます。 

 計画策定に当たりましては、この里親または施設における養育、代替養育と申します

が、この代替養育を必要とする子供の数の今後 10 年間の見込み数を算出いたしまして、

そのうち里親委託する子供の割合、いわゆる里親委託率の目標を設定することが計画の

主な内容となっているところでございます。 

 見込み数の算出に当たりましては、近年児童虐待対応件数が増加しておりまして、家

庭での養育が難しいケースが増加していることを踏まえ、保護を要する子供の行き場所
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が不足することのないよう、十分な受け皿を確保しますとともに、家庭的な養育環境が

望ましい子供は里親のもとで、専門的なケアを要する子供は施設へ、確実に養育を受け

られる体制を整備するとの考え方で算出をしているものでございます。 

 ２の(２)の表に示しておりますが、本計画におきましては、里親委託率は平成 30年度

22.3％でございますが、最終年次の令和 11年度には 48.4％まで引き上げることを目標と

して設定をしております。 

 ３の推進施策、こちらは８項目ございますが、主な取り組みといたしましては、(１)

の権利擁護のところでございますが、法改正の趣旨を鑑みまして、子供の意見を酌み取

る機会を確保するため、日常場面での丁寧な聞き取りに加えまして、定期的なアンケー

ト調査などにより、本人の意向等を十分に確認していくこととしております。 

 (３)の里親への支援、委託の推進のところでは各児童相談所への里親養育支援、児童

福祉司の配置を進めまして、児童養護施設や乳児院等と連携をいたしまして、里親養育

を推進していく体制づくりを進めてまいりたいと考えております。 

 (５)の施設における質の高い養育、多機能化の推進のところでは、施設に関しまして

もできる限り家庭的な環境のもとで養育がなされますよう、施設の小規模化等を進めま

すとともに、情緒面や行動面でのケアニーズの高い子供への適切な対応におきまして職

員の専門性の向上を進めることとしております。 

 (８)の児童相談所の強化のところでございますが、児童相談所における児童福祉司、

児童心理士の計画的な増員ですとか、研修等を通じました専門性の強化に取り組むこと

としております。 

 ４の策定スケジュールでございますが、計画の策定に当たりましては児童相談所や里

親会、施設関係者のほか、学識経験者等で構成いたします検討会を昨年度から６回にわ

たりまして開催いたしましたほか、子ども・子育て会議等で御意見を伺いながら検討を

進めてまいりまして、今月中に策定をする予定としております。 

 岩手県社会的養育推進計画（2020～2029）の説明は以上でございます。 

 次に、岩手県子ども・子育て支援事業支援計画（2020～2024）の策定につきまして、

こちらもお手元の資料により御説明をさせていただきますが、こちらの計画につきまし

ても資料１の計画の概要と資料２の計画案の本体を添付させていただいております。 

 １枚目の資料で御説明をさせていただきます。この計画は、子ども・子育て支援法に

基づきまして、主に教育、保育、地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保、保育

サービスの提供量等につきまして国の基本指針に沿って市町村が策定いたします計画を

もとに、それを積み上げる形で県計画を策定するものでございます。 

 １の計画の位置づけでございますが、策定は子ども・子育て支援法に基づく都道府県

計画として、またこの計画もいわて子どもプラン（2020～2024）の部門別計画として位

置づけておりまして、計画期間は令和２年度から令和６年度までの５年間でございます。 

 ２の基本的考え方でございますが、この計画は教育、保育、地域子ども・子育て支援
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事業の提供体制の確保等に関する事項につきまして、国が定める基本指針に則して策定

をすることとされておりまして、県計画におきましては教育・保育の提供体制の定員確

保数と認定こども園の設置数、この２項目につきまして数値目標を定めているところで

ございます。 

 ２つの数値目標のうち保育提供体制の定員確保数につきましては、市町村計画の合計

を県計画としておりますが、資料２の(２)の表を見ていただきますと保育の量の見込み、

Ａでございますが、こちらでは出生数の減少によりまして、令和６年度の保育サービス

は３万 1,308 人が見込まれているところでございまして、これに対しまして保育の確保

の内容、Ｂのところでございますが、令和６年度には市町村計画の合計で３万 4,008 人

の受け皿を確保する計画となっているところでございます。 

 県全体といたしましては、令和２年度以降ニーズを上回る定員が確保されるという内

容でございますけれども、市町村によりましては、特に３歳未満の低年齢児におきまし

て計画期間の後半になってニーズを上回るサービス体制を確保する計画としているとこ

ろもございます。 

 なお、この数値につきましては、市町村の計画が確定をいたします３月末まで変動す

る可能性がございまして、市町村の計画策定完了にあわせまして、県計画の最終的な数

値を定めることとしております。 

 もう一つの数値目標の(３)でございますが、認定こども園の設置数でございます。こ

ちらは、現行の幼稚園、保育所の意向調査をした上で設定をしているものでございます。

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況ですとか、そ

の変化等によらず柔軟に子供を受け入れられる施設でありますので、県ではその普及を

図ることとしておりますが、現在県内には 95 カ所の認定こども園が設置されております

が、令和６年度までにさらに 42カ所増加をさせる計画としているところでございます。 

 次に、３の計画に定める事項でございますが、これは都道府県が計画に定めるべき事

項として国の基本指針に示されているものでございます。主な内容を御説明いたします

と、(１)の区域の設定でございますが、計画策定に当たりまして、まずどういった範囲

を単位として実施をしていくかを定める必要がございますが、本計画におきましては市

町村の区域を単位といたしまして、33の区域を県内で設定しているところでございます。 

 (２)と(３)につきましては、ただいま御説明いたしました保育提供体制、保育の定員

の確保の目標と認定こども園設置数の目標の設定でございます。 

 (５)の実施者・従事者の確保及び資質向上のところでございますが、保育定員の拡大

に伴います保育士等の確保方策といたしまして、岩手県保育士・保育所支援センターに

よる潜在保育士の再就職支援ですとか、保育士修学資金貸付によります資格取得支援を

推進をしていくこと、(７)の市町村の区域を越えた広域的な見地から行う調整でござい

ますが、保育所等は保護者の就労、あるいは勤務の状況によりましては市町村の区域を

越えて利用する場合がございますが、関係市町村間での協議等に当たりまして、県が調
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整役を担うことを盛り込んでいるところでございます。 

 ４の策定スケジュールでございますが、計画の策定に当たりましてはこれまで子供の

保護者や子育て支援事業者、学識経験者等で構成されます岩手県子ども・子育て会議の

支援計画部会におきまして御意見を伺いながら検討を進めてきたところでございまして、

今月末に計画を策定することとしております。 

 岩手県子ども・子育て支援事業支援計画（2020～2024）の策定についての説明は以上

でございます。 

 以上、３件よろしくお願いいたします。 

○神﨑浩之委員長 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 

○千田美津子委員 いわて子どもプラン（2020～2024）の中でＡ３判の右なのですが、

岩手県ひとり親家庭等自立促進計画（2020～2024）のところで、右に養育費相談員と書

いているのですけれども、養育費相談員というのはありますか。養育相談員でしょうか。 

○門脇子ども子育て支援課総括課長 これは、養育費をいただくための相談を受ける相

談員でございまして、ひとり親家庭等就業・自立支援センターに担当の職員を１人置い

ておりますので、その関係の人数でございます。 

○小林正信委員 予算特別委員会で議論があった部分で、児童相談所は中核市が設置可

能だということで、盛岡市が今探っているということでしたけれども、盛岡市でも議論

があって、お金がなくてできないというのが一番苦慮しているようでした。配置に対し

ての整備のほかにもおかねかかる部分で、短絡的な考えなのですけれども、今県と盛岡

市は連携してさまざまな事業をやっている部分があると思うのですけれども、例えば盛

岡市と県で共同で設置するということは法的な部分で可能なのか、その部分をお伺いで

きればと思います。 

○門脇子ども子育て支援課総括課長 中核市、盛岡市の児童相談所設置の考えでござい

ますが、ただいま御質問をいただきました共同での設置ということにつきまして、申し

わけございません、今ここで即答しかねる状況でございますけれども、調べさせていた

だきたいと思います。ただ、全国的な状況を見ますと、例えば一時保護所とかにつきま

しては共同でといいますか、県が設置をいたしました児童相談所の一時保護所を委託と

いう形で活用するという例はございますので、今の御質問の直接的なところについては

後ほど調べてお答えをさせていただければと思います。 

 もう一点、今年度から盛岡市と県で人事交流をしていますので、盛岡市でも専門性を

高めるための努力をしていただいたと思いますし、国では５年を目途に中核市でも児童

相談所を設置できるようさまざまな支援策を打ち出しているところでございますので、

引き続き盛岡市とはその点について意見交換を進めてまいりたいと考えております。 

○小林正信委員 たしか中核市に対する国の支援として予算的な部分も増額になったか

と思います。県の児童相談所も大変な状況だと思いますので、役割分担とか、人材面の

確保を盛岡市と協力して取り組みを進めていただければと思います。 
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 あともう１点、子育て世代包括支援センターは、今県内に 12市町村に設置されている

ということですけれども、これを令和６年までに全市町村に設置すると伺ったと思いま

す。なかなか難しい部分もあると思うのですけれども、この取り組みはどのように進め

ていくのか、お伺いできればと思います。 

○門脇子ども子育て支援課総括課長 子育て世代包括支援センターにつきましては、い

わて県民計画（2019～2028）アクションプランにおきましても全市町村での取り組みを

進めていきたいということで、数値目標は出しておりませんが、本文には書かせていた

だいているところでございます。 

 この設置の促進策といたしましては、本年度から新たな事業実施をさせていただいて

おりまして、子育て世代包括支援センターが妊婦の家庭訪問をする際にさまざまな啓発

物品をお持ちになっていただく際の経費について一部補助をさせていただいております

し、引き続き令和２年度につきましてもそういった活用を市町村に働きかけてまいりた

いと思っております。 

 また、こちらも専門人材の確保が難しいというお話もございますので、潜在助産師の

掘り起こしの取り組みも県のほうでさせていただいておりますが、その中で２、３市町

村によりましては御紹介をさせていただきながら、市町村の事業に携わっていただいて

いる例もございますので、そういった点も活用しながらさせていただきたいと思います

し、また職員の方の専門性の向上ということに関しましては各保健所ごとにさまざまな

連絡調整の機会がございますので、そういった中で先進的な事例を御紹介させていただ

くですとか、あるいは県全体の中でも会議、研修を行っておりますので、そういった中

で他県の先進事例も含めまして御紹介をさせていただきながら、地域で工夫を凝らしな

がら何とか進めていけるように県として支援をしてまいりたいと考えております。 

○小林正信委員 ネウボラといった考え方が各市町村にも根づいて、盛岡市だと一軒一

軒妊産婦のところに家庭訪問をするという事業がありますが、そういった部分の県内格

差がないようにしっかり進めていただきたいと思いますので、御努力に期待しまして終

わりたいと思います。 

○神﨑浩之委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 なければ、報告に対する質疑を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

○佐々木努委員 全く今までの部分に関係ない話をいたしますが、健康増進法の一部改

正によって受動喫煙防止対策が始まって、説明いただいているわけでありまして、県庁

の敷地内の喫煙室も廃止になったということでありますが、いまだにこの議会棟の喫煙

室は存続しています。これは、法で守られているからということですが、私的には議会

では存続ということになっていますけれども、全く納得ができていないという状況にあ

って、先日新聞で見たのですが、宮城県の議会棟も喫煙室が３月いっぱいで廃止になる
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ということで、残るは岩手県と福島県、秋田県と青森県はもうとっくになくなっていま

す。これは、議会の問題ではありますけれども、議会で決めることだということはその

とおりでありますけれども、先日、部局審査で秋田県の議会棟の喫煙室の状況について

聞いたところ、秋田県では県当局が議会に対して喫煙室の廃止をお願いしたと、協力依

頼をしたということで、それを受けて議会が廃止をしたという経緯があったそうであり

ます。 

 私の記憶では健康増進法の改正、去年の４月から県として議会に対してそのようなこ

とがあったと記憶していないのですが、もし今までそういうことをやっていらっしゃら

ないのであれば、これはもちろんそれを出したから、議会がそのとおり協力するという

ことにはならないかもしれませんが、議論になるかもしれませんし、結局最終的にはだ

めになるかもしれませんが、私としては県当局に対しても本気で受動喫煙防止対策を進

めていくというのであれば、議会に対して行動を起こすべきではないかと思いますし、

ぜひしていただきたいと思いますが、所見があればお伺いします。 

○佐々木健康国保課総括課長 健康増進法の改正に伴いまして、県立施設については基

本的に敷地内禁煙ということで進めさせていただきました。その過程におきましては、

直接通知ということではございませんけれども、各県議会等、各県の状況などを情報提

供したり、あとは県議会の喫煙室の状況について、議会事務局と意見交換、情報提供を

しながら進めてきたという経緯もございます。 

 かつて県立施設の受動喫煙防止のための指針をつくった際も同じような取り組みをし

ておりまして、県としてはこういう姿勢で取り組んでおりますということは継続して議

会事務局に対して情報提供をさせていただいております。 

 昨年来、議会の中でさまざまな議論がされているということもございますし、基本的

には議会でお決めいただくということで、議会事務局長が答弁されたということもござ

います。そういった議会の立場を尊重しつつ進めてきたということもございますので、

基本的には議会でお決めいただくことと考えておりますけれども、我々とすれば県民の

健康を守るということで、喫煙の健康影響は学会ですとかの研究成果でも出ているとい

う状況もございますので、それを積極的に推進する立場で率先して県立施設の敷地内禁

煙を進めてきたという経緯もございます。 

 直接お願いをするというのは、なかなか我々とすれば難しいと思っておりますけれど

も、県として県立施設の敷地内禁煙を進めてきて、実を申し上げますと全国で県立施設

を２種施設まで含めて基本的に一律敷地内禁煙をしたというのは全国でトップレベルク

ラスの条例を制定し受動喫煙防止対策をしたと考えております。４月１日から受動喫煙

防止の規定が全面施行されるわけでございますけれども、そういった姿勢を示して、各

事業所の皆さんにお願いするといったことを進めているところでございますので、議会

の皆さんにも御理解いただきたいと考えております。 

○佐々木努委員 議会に対して協力依頼は難しいという話ですが、全然そこまで難しく



 74 

考えていただかなくても結構だと思いますし、岩手県がトップレベルの取り組みを進め

ているのであれば、我々もそれに同調して同じスタンスで、同じ方向を向いて受動喫煙

防止対策、県民の健康づくりに取り組む必要があると思っているので、本気で県がこう

いうものに取り組むというのであれば、本気になって議会に対してもこのような協力依

頼をすることがあってもいいと、いや、そうしてもらわないと我々の議会のほうも決め

られないので、これからも下手をすると 10年、20 年、この先ずっとこのような状況が続

いて、そのたびに県民から批判を浴びるというような、そういう状況に陥ることになり

ますので、それだけは絶対に避けたいと思うので、ぜひ県の方々の力をおかりしたいと

いうことで、あえてこの場でお話をさせていただきましたので、その辺のところをしっ

かり御検討をいただいた上でぜひ行動に移していただきたいと、よろしくお願いします。 

○小林正信委員 １点だけ、国民健康保険のデータの活用と市町村との連携状況につい

てお伺いをしたいと思います。 

 国民健康保険のデータベースを活用して、健康リスクが高い方を抽出したり、また市

町村と連携して生活習慣病の訪問指導とか、健康事業立案などの推進、そういったこと

が今後もさまざま可能ではないかと考えておりますけれども、岩手県における国民健康

保険のデータの活用状況と市町村との連携はどのように考えているのかというのを１点

だけお伺いしたいと思います。 

○佐々木健康国保課総括課長 県も国民健康保険制度改革で保険者になりました。国民

健康保険のデータにつきましては、ＫＤＢ情報データベースという閲覧が県でも可能と

なっておりまして、昨年度のスタート以来県でデータ分析したデータ、なかなか市町村

のマンパワーの問題とかがありまして、そういった分析ができかねている市町村もござ

いますので、県で分析したデータを提供するという取り組みを行っております。 

 全国の取り組みで横展開をすべきというような取り組みとして、糖尿病性腎症の重症

化予防の取り組みが国、知事会の音頭もありまして、横展開をされているような状況に

ございます。これは、基本的にはＫＤＢの閲覧、個人情報まで閲覧できるのは市町村に

限られるわけでございますけれども、市町村の国保担当がそれを閲覧して、国民健康保

険の保健事業としてそれを必要な受診につなげたり、保健指導につなげたりというよう

な取り組みをしているところでございます。これは、横展開するに当たりましては、基

本的には国が糖尿病性腎症の重症化予防のプログラムをつくっておりまして、それに呼

応して平成29年度に県としても県版のプログラムを策定して取り組みを進めているとこ

ろでございます。順次積極的に取り組みを推進する立場から支援を行っておりまして、

研修の開催ですとか、やり方の支援ですとか、あといろいろ問題になっているのは医師

会とどう連携をとっていくのかというあたりが課題になっておりますので、医師会との

連絡調整のようなことを県が支援をさせていただいておりまして、順次市町村数が拡大

して、今年度から全市町村でその取り組みが行われるという状況になっているところで

ございます。 
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 そういったいろいろな保健事業で使えるという状況がございますし、今健保プロジェ

クトということで協会けんぽのような保険者のデータも含めたビッグデータをつくろう

ということで動いておりますので、そういった取り組みの中で健診のデータ、レセプト

のデータ、介護のデータをうまく連結して分析することによってもっと効果的な、どう

いう人が要介護になりやすいのかとか、そういった分析も今後できるようになってくる

だろうと思っています。そういった取り組みを通じて県、市町村とともに取り組みを進

めていければと考えております。 

○小林正信委員 県はしっかりマンパワーがあるということで、市町村のサポートをし

ながら、今後は個人情報の部分もあると思うのですけれども、例えば生活習慣病のリス

クがある人に個別にアドバイスをするような取り組みとか、そういった部分も充実させ

て、医療費の削減、介護予防、健康推進施策を推進していただければと思いますけれど

も、今後のさらなる取り組みに期待して終わります。 

〇菊池地域福祉課総括課長 先ほどひとにやさしいまちづくり推進指針の質問の中で、

佐々木努委員から御質問いただきました性的マイノリティという言葉を使っていること

について確認をいたしました。申しわけございません。これは、ＬＧＢＴよりも性的マ

イノリティのほうが対象者がより広いというようなことで、例えば国で、自殺総合対策

大綱などでも性的マイノリティという言葉を使っているということで、検討の中でお話

をいただいたところであります。 

 なお、県でもいわて青少年育成プランで性的マイノリティという言葉を使っていると

いうことで、今回この指針の中でもこういった表現としたものでございます。 

○佐々木努委員 全部共通でそうなっているということね。 

〇菊池地域福祉課総括課長 そこは確認します。 

○神﨑浩之委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 なければ、これをもって保健福祉部関係の審査を終わります。 

 保健福祉部の皆さんは退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 職員入れかえのため、若干お待ち願います。 

 次に、医療局関係の議案の審査を行います。議案第 46号権利の放棄に関し議決を求め

ることについてを議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○吉田経営管理課総括課長 それでは、議案第 46号権利の放棄に関し議決を求めること

について御説明申し上げます。議案（その２）、92ページをお開き願います。なお、説明

につきましては、便宜お手元に配付しております資料、議案第 46号権利の放棄に関し議

決を求めることについてに従い御説明申し上げます。 

 まず、１、提案の趣旨でございますが、県立病院における過年度未収金に係る権利を

放棄するため、地方自治法第 96 条第１項第 10 号の規定により議会の議決を求めるもの
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であります。 

 次に、２、放棄する権利の内容等でございますが、１、放棄する権利の内容は、過年

度個人未収金であり、医療費等の自己負担で年度を越えて未収金となっているものでご

ざいます。 

 ２、放棄する額については資料の表のとおりでございます。 

 次ページをお開き願います。放棄する件数及び金額について、理由別に申し上げます

と、一つ目、債務者等の所在不明により時効の援用の確認ができないものが 15 件、107

万 1,640 円でございます。電話、文書により催告を行ったものでございますが、支払い

がなされないまま所在不明となり、住民票請求等により調査いたしましたが、所在が判

明せず、時効の援用の確認ができないことから、権利を放棄しようとするものでござい

ます。 

 二つ目、自己破産による免責決定によるものが３件、14 万 515円でございます。こち

らも催告を行っていたものでございますが、債務者の自己破産により免責決定となり、

請求不可能となったことから、権利を放棄しようとするものでございます。 

 三つ目、相続放棄によるものが７件、211万 8,045 円でございます。債務者の死亡によ

り相続人へ請求を行いましたが、相続人全員から相続放棄したことにより請求不可能と

なったことから、権利を放棄しようとするものであります。 

 以上、合計 25件、333万 200円でございます。 

 次に、３、権利放棄に係る経緯につきましては、ただいま申し上げた経緯をまとめた

ものでございます。また、以降には不納欠損の処理等の基準及び手続に関するガイドラ

インで定める議会の議決により権利放棄を行う場合の経緯につきまして、参考として記

載しております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

○神﨑浩之委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○千葉伝委員 権利放棄ということで、回収できない人がこのぐらいあるということで、

それぞれの病院と金額、あるいは人の名前まであるのですが、実際に督促するというの

はルールがあってやっているのか、やるところは本庁なのか、それぞれの病院なのか、

最終的には本庁と病院とでは何かの連絡をとってやっているのでしょうか。 

○菊地医事企画課総括課長 未収金につきましては、それぞれの病院からそれぞれの患

者にまずは請求させていただきます。それにつきましては、マニュアルを作成しており

まして、医療費の滞納がわかってから１カ月目には督促状を出すというルールに基づい

てやっているものでございます。最終的にその情報につきましては本庁と病院で共有し

ておりまして、このような手続については本庁で行いますが、実際の具体的な未収金の

管理につきましては病院で行っているものでございます。 

○千葉伝委員 皆さんがいろいろと県立病院の関係で頑張っていただいているというこ

とであります。回収も含めて頑張っていただきたいと思います。 
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○佐々木努委員 聞くだけになりますが、前回のこの権利の放棄に関しても釜石病院が

多かったような記憶があるのですが、何か震災の関係でしょうか、この理由がもし分か

れば。 

○菊地医事企画課総括課長 前回釜石病院が多いというわけではありませんでしたが、

今回手続の関係で、一応出せるものについては所在が全く確認できないというのをかな

り厳しくチェックしておりますので、書類の不備等があって病院に返したもの等があっ

たので、今回はたまたま釜石病院が多かったという状況になっております。 

○神﨑浩之委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定

いたしました。 

 以上をもって医療局関係の議案の審査を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 なければ、これをもって医療局関係の審査を終わります。 

 医療局の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 委員の皆様には、次回の委員会運営等について御相談がありますので、少々お待ちく

ださい。 

 それでは、次回の委員会運営についてお諮りします。次回４月に予定しております閉

会中の委員会についてでありますが、所管事務の調査を行いたいと思います。調査項目

については、ひきこもり対策についてといたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議がないようですので、さよう決定いたしました。なお、詳細

については当職に御一任願います。 

 おって、継続調査と決定いたしました件につきましては、別途、議長に対し、閉会中

の継続調査の申し出を行うことといたしますので、御了承願います。 

 次に、委員会調査についてお諮りいたします。当委員会の来年度の委員会調査につい

てでありますが、お手元に配付しております令和２年度環境福祉委員会調査計画（案）
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のとおり実施することとし、調査の詳細については当職に御一任願いたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○神﨑浩之委員長 御異議なしと認め、さよう決定しました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたしま

す。 


