
八戸市健康福祉審議会 平成22年度第１回社会福祉部会 

  

日時：平成22年9月6日（月）14:00～ 

場所：八戸市庁 別館８階 研修室   

 

司 会     本日は、お忙しい中、また暑い中、ご出席いただきましてありがとうございます。定刻とな

りましたので、只今から八戸市健康福祉審議会平成２２年度第１回社会福祉部会を開催いたし

ます。 

私、本日の司会を務めさせていただきます、福祉政策課の三浦と申します。どうぞよろしく

お願いたします。 

まず、会議に入ります前に、出席状況をお知らせいたします。本日は、委員１０名全員が出

席となっておりますので、本会規則第４条第２項及び第５条第１０項により会議が成立してお

ります。 

続きまして、本日の資料を確認させていただきます。事前に送付しておりました資料といた

しましては、本日の次第、資料１「八戸市地域福祉計画平成21年度実績報告（案）」、資料２

「八戸市地域福祉計画の改定について①及び②」２枚物、それから資料３「八戸市地域福祉計

画 概要版 」でございます。また、本日追加でお配りいたしましたのが資料４「（仮称）八戸

市人権条例について」になってございます。不足はございませんでしょうか。 

 

司 会     それでは、只今より会議に移ります。坂本部会長にご挨拶を頂戴し、引き続き議事進行をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

部会長     本日は今年度第１回目の会議になるわけでございますけれども、本当にお忙しい中、また暑

い中、ご苦労様でございます。 

        この地域福祉計画というのは、平成18年にできまして、５年間でございます。そういうこと

で地域をあげてですね、市民が素晴らしい福祉環境、地域環境を目指していこうということで

地域福 祉計画を策定するようにということになっております。そういう意味では、行政はも

ちろんですが、住民自ら、そしてまた個人も町内会を通じて、あるいは福祉団体等を通じまし

て、みなさんがそれぞれ持っている所を、力を出し合って、暮らしやすい、福祉的な素晴らし

い環境を作っていくというのがこの福祉計画の中心でございまして、二期をやるためには、一

期の計画がどのようになったのかというのをきちんと検証していかなければならないと思って

おります。予算をたてたら決算をやるのと同様、自分たちがたてた計画を自分たちできちんと

検証して、そしていい結果を、もし直さなければならないのだったら、すぐに修復・修正して

いいものにしていくという思いで、二期がスタートしていくと私は認識しております。 

        今日は１０人全員出席でございますので、今日の経過報告等を踏まえながら、さらにいいも

のにしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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［議事］ 

部会長     それでは、議事に入らせていただきます。（１）の「八戸市地域福祉計画 平成21年度実績

状況」について説明していただきます。事務局から説明お願いします。 

三浦ＧＬ    では、私からは 八戸市地域福祉計画 平成21年度実績状況 についてご説明させていただき

ます。    

        まず最初に、今年初めて委員になられた方もいらっしゃるので、資料３をまずご覧いただき

たいと思います。八戸市地域福祉計画概要版というものでございます。地域福祉計画について、

簡単ではございますがご説明させていただきます。 

        表紙の部分を読み上げます。わたしたちのまちには、次代を担う子どもたち、高齢者や障が

いのある方の他に、子育てや介護で悩んでいる方、一人暮らしや引っ越してきたばかりの方な

ど、様々な悩みや不安を抱え、何らかの支援を必要としている方も住んでいます。そこで、公

的な福祉サービスだけではなく、地域の住民や民間の福祉事業者、行政が力を合わせ、自分た

ちの住んでいるまちを暮らしやすくする仕組み、それが「地域福祉計画」です。「地域福祉計

画」とは、支援を必要としている人もそうでない人も同じ社会の一員として認め合い、すべて

の市民が自らの意志で様々な社会活動に参加できるよう、「地域での支え合い」をどのように

進めていくかを定めるものです。というものが、地域福祉計画でございます。 

        さきほど部会長からもお話がありましたとおり、この計画は平成18年度からスタートしてお

り、今年度平成22年度までとなっております。今回お示しておりますのが、昨年度の実施状況

ということで、資料１に戻っていただきたいと思います。「八戸市地域福祉計画 平成21年度

実績報告（案）」をご覧ください。 

開きまして２ページをご覧ください。計画を推進する上での基本理念というものを２つ掲げ

ております。ひとつは、市民一人ひとりが心豊かで、互いに尊重される、「福祉文化の高いま

ち」を目指します。もうひとつは、「ふれあい、支えあい、育てあい」により、共に生きる地

域社会を目指します。です。この基本理念のもと、基本目標を４つ掲げております。その基本

目標には、基本目標を達成するべく施策を３つないし５つ掲げています。これが地域福祉計画

の施策の体系となっております。また、その施策にはそれぞれ市でのいろいろな事業がぶら下

がっており、それは次のページからになります。 

        ３ページをお開き願います。全事業紹介いたしますとお時間がかかるものですから、かいつ

まんで主だったものを紹介させていただきます。まず３ページ目でございますけども、基本目

標の１ 「住み慣れた地域での自立した生活を送るための福祉制度の充実」の総括としまして

は、推進事業16事業のうち15事業を実施しており、ほぼ順調に施策を推進していると考えられ、

以下施策の（１）から（５）までの評価をご覧のとおり記載しております。 

        次に４ページ目でございますけれども、基本目標１の１つ目の施策、「福祉サービスの利用

支援」を掲げております。その中の推進事業の１つ、１番目の「第三者による福祉サービス事

業の評価制度の導入」というものがございます。市内で第三者評価機関として認証を受けてい

る八戸市社会福祉協議会の報告によりますと、平成21年度は１施設において第三者評価を実施
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している状況でございます。21年度も継続して事業を実施しているという状況でございます。 

        めくりまして６ページに進みます。２番目の施策として「保健、医療、福祉等の連携による

総合的な対応」というものがございますけれども、ここにおきましては、１番目、２番目の事

業とも確実に事業を実施しているということでございます。 

        めくりまして７ページでございます。３つ目の施策として「相談支援体制の充実」という施

策を掲げております。この中の２番目、「各種相談員の連携」というものがございます。平成

21年度は各種相談員間で自主的に連携している事例がみられましたけれども、平成21年度末に

虐待や引きこもりに関する相談について関係機関の連携強化に向けたマニュアルが作成された

ことによりまして、平成21年度までは検討中の事業でしたけれども、平成22年度は実績として

は実施となる見込みとなっております。 

        続きまして８ページは、４つ目の施策として「情報提供体制の充実」というものを掲げてお

ります。ここにおきましては２番目の「健康福祉に関するホームページの作成」についてでご

ざいますけれども、これまで検討中の事業でありましたけれども、八戸市のホームページにお

きましては、「サービス・手続」のコーナーというものがございます。その中に福祉サービス

のコーナーを設けているという状況でございまして、本年度から実施という表記に変わってお

ります。 

        では９ページをお開き願います。基本目標１の５つ目の施策として「高齢者や障がい者の自

立への社会活動支援」というものを掲げております。その中の事業として、10ページをご覧い

ただきたいと思います。４番目の事業「障がい者生活支援事業」というものがございます。従

来の制度に基づいて実施してきた事業でございましたけれども、障害者自立支援法によって相

談支援事業というものになったことを受けまして、この事業は21年度に廃止しています。しか

しながら、この事業を統廃合しながら、前段の施策（３）「相談支援体制の充実」というもの

の中に統合して参ります。 

        以上が基本目標１の実施状況でございました。 

        続きまして、11ページに進みます。基本目標２「地域住民等の参加や支え合いによる地域福

祉づくり」に移ります。総括といたしましては、推進事業22事業を全て実施しており、順調に

施策を推進していると考えられます。以下、施策の（１）から（５）までについては、ご覧の

とおりの評価となっております。 

        次の12ページには、施策の１つ目として「子育て支援など福祉活動への地域住民の参画」を

掲げております。この中の１番目の事業といたしまして、「ほのぼのコミュニティ推進事業」

というものがございます。平成21年度は22地区で実施しておりまして、この事業も継続して実

施しているという状況でございます。 

        それから13ページの４番目「ファミリーサポートセンター運営事業」についてでございます。

この事業は平成18年度から運営しておりまして、平成21年度の登録会員も増えている状況でご

ざいます。継続して実施している状況でございます。 

        次の14ページは、施策の２つ目として「地域福祉活動の拠点整備」を掲げております。ここ
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の施策につきましては、全ての事業を継続して実施している状況でございます。 

        続きまして16ページに移らせていただきます。基本目標２の３つ目の施策「ＮＰＯ、ボラン

ティア等への活動支援」を掲げております。この中では１番目の「地域福祉ボランティア活動

促進事業」については、先ほど説明しました「ほのぼのコミュニティ推進事業」と連携してい

る事業でございまして、ほのぼの交流員に対するボランティア活動保険の費用を助成する事業

でございまして、継続して実施しているという状況でございます。 

        それから、２つ目の「市民サポートセンター運営事業」につきましては、平成21年度の登録

団体178団体ございますけれども、主な特徴といたしましては、保健・医療の活動団体が最も

多く、２番目としましては、学術・文化・芸術・スポーツの振興を図る活動団体、３番目にま

ちづくりの推進を図る活動団体、というような形で登録数が多い順となっております。 

        それから18ページにとびまして、４つ目の施策といたしましては、「地域福祉を担う団体等

の育成、支援」というものでございます。ここの施策につきましても、１番目の「福祉サービ

ス事業者の育成及び連携」ほか全事業とも継続して実施している状況でございます。 

        続きまして20ページに移りまして、５つ目の施策として「男女共同参画の推進」というもの

を掲げております。ここで２番目の事業「はちのへ女性まちづくり塾の開催」でございますけ

れども、これまでは女性を対象として実施してきた事業でございましたけれども、平成20年度

から男女の区別なく受講できる「人材育成事業」として事業を変更して実施しております。 

次の21ページの「地域啓発講座の実施」につきましても、地域を限定して順次実施してきた

事業でございますけれども、平成20年度からは、全市的な取り組みとして実施する「市民企画

事業」ということで、事業を整理・統合して実施しております。いずれも継続して実施してい

る事業でございます。 

以上が基本目標２の実施状況でございました。 

        続きまして22ページの基本目標の３「安全で、安心して、誰もが快適に暮らせる地域づく

り」でございます。総括といたしましては、推進事業20事業を全て実施しておりまして、順調

に施策を推進している、以下施策の（１）から（４）まではご覧の評価内容となっております。 

        次の23ページをお開きください。１つ目の施策として「バリアフリー化やユニバーサルデザ

インによるまちづくり」というものを掲げておりまして、この中の１番目の事業「人にやさし

い福祉のまちづくりの推進」というものでございますが、平成21年度は、長者地区、大館地区、

田面木地区の３地区と、新採用の市職員に対しまして、身体障がい者による講演や高齢者等の

疑似体験を内容としたバリアフリー研修会を実施しております。このとおり事業は継続して実

施しております。 

次の24ページは、施策の２つ目として「移動手段の確保」を掲げております。ここの推進事

業につきましては、「南郷コミュニティバス運行事業」以下全事業継続して実施している状況 

でございます。 

ページ飛びまして26ページへ参ります。３つ目の施策として「地域の防災、防犯対策の充

実」を掲げております。この中の１番目の事業「災害時要援護者支援事業」につきまして、平
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成21年度末時点で災害時要援護者登録名簿に登録された方は、3,557名でございます。今後は

福祉避難所の指定・協力を得れる町内会等と連携して、要援護者の個別避難の支援体制の強化

を図りながら、支援体制の充実に努めることとして、事業は継続の状況となっているものでご

ざいます。 

続きまして29ページになります。４つ目の施策として「地域医療の連携推進」を掲げており

ます。ここの施策につきましては、「救急医療体制の確保」以下全事業継続して実施している

状況でございます。 

        以上が基本目標３の実施状況となっておりました。 

        続きましては基本目標４「福祉の心づくり」についてでございます。総括といたしましては、

推進事業11事業を全て実施しておりまして、順調に施策を推進しています。以下、施策の

（１）（２）（３）につきましてはご覧のとおりとなっております。 

        めくりまして31ページとなります。１つ目の施策として「青少年への福祉教育の推進」を掲 

げております。１番目の「ボランティア推進校事業」につきましては、平成21年度は小学校６ 

校、中学校は４校、高校は１校で、計11校がボランティア推進校として活動をしておりまして、 

事業を継続して実施している状況でございます。 

        次の32ページには、施策の二つ目として「生涯学習などによる福祉意識の醸成」を掲げてお

ります。ここにつきましては、１番目の「福祉意識の醸成のための出前講座の実施」というも

のを掲げております。平成21年度は小学校17校、中学校２校、その他４件の依頼が八戸市社会

福祉協議会にありまして、計23件の出前講座を実施している状況でございます。 

        34ページに参ります。３つ目の施策として「世代間交流の促進」を掲げております。ここの

施策の「保育所地域活動事業」の他、全事業継続して事業を実施している状況でございます。 

        35、36ページにおきましては、先ほどの説明の中に含まれておりました、事業内容の変更の

部分が記載されております。 

        以上が簡単ではございますが、21年度の実績報告でございます。この実績報告につきまして

は、委員のみなさまにご了承をいただきましてから、市のホームページにおいて公開したいと

考えております。以上で報告を終わります。 

 

部会長     ただいま実施報告の説明を受けたわけでございますが、おおむね、一つ除いて実施中という

ことでしたが、何かこの説明に対し、ご質問ございますでしょうか。 

川口委員    基本目標１、４ページの最初の推進事業の「第三者による福祉サービス事業の評価制度の導

入」については、市では取り上げないということにしたのではなかったでしょうか。 

三浦ＧＬ    「第三者による福祉サービス事業の評価制度の導入」についての取り上げについては、総合

計画の中での話だと思われます。総合計画の中の意見というものの中に、第三者評価の制度の

導入はどうかというご意見があった経緯がございまして、その中で検討した結果、総合計画の

中では取り上げないというような形に決まったと認識しておりました。 

川口委員    第三者評価というものは役所の仕事ではなくて、事業者自体の取り組みなので、これは載せ
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ないほうがいいんじゃないかという話になったような記憶があったんですけれども。 

部会長     これは総合計画の方のものということなんですね。 

三浦ＧＬ    そうです。 

部会長     この地域福祉計画は18年度から始まっていますので、総合計画のものとはちょっと違うので

はないでしょうか。 

川口委員    わかりました。 

部会長     ほかに何かございませんか。 

部会長     ないようですので、この取り組みの実績報告についてはみなさん了解していただいたという

ことで、ぜひ今年度もいい成果を出せるようにさらにがんばっていただきたいと思います。 

 

部会長     それでは、次に、議事の（２）「八戸市地域福祉計画の改定について」に説明していただき

ます。事務局から説明お願いします。 

阿部主査    福祉政策課の阿部と申します。それでは、八戸市地域福祉計画の改定について、ご説明申し

上げます。先ほども申し上げましたが、平成18年3月に策定されました「八戸市地域福祉計

画」は、平成18年度から平成22年度までの５ヵ年計画となっております。平成22年度において

は、平成23年から平成27年度までの次期計画に向けて現在の計画を見直し、改定作業を進めて

参ります。 

資料２の(1)をご覧ください。検討体制につきましては、「八戸市健康と福祉のまちづくり

条例」において、健康福祉施策に関する計画の策定又は変更にあたっては、八戸市健康福祉審

議会の意見を聴くと規定していることから、この社会福祉部会にてご審議をお願いいたします。 

作業スケジュールにつきましては、計画策定前の平成17年5月に実施した地域福祉に関する

アンケート調査結果と、平成21年10月に実施した同じく地域福祉に関するアンケート調査結果

について、比較・分析・検討し、その内容を踏まえ素案を作成いたしますので、次回10月開催

予定の社会福祉部会においてご審議をお願いいたします。その後、審議結果を踏まえ、最終案

を作成し、12月の社会福祉部会でご了承をいただけましたなら、３月には市議会説明を経て、

計画改定という流れで進めて参りたいと考えております。 

続きまして、資料２の(2)をご覧ください。地域福祉計画の策定における、法的にみる策定

事項についてご説明申し上げます。社会福祉法第107条においては、1 地域における福祉サー

ビスの適切な利用の推進に関する事項、2 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発

達に関する事項、3 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項を一体的に定め

る計画、すなわち市町村地域福祉計画を策定し、または変更しようとするときは、あらかじめ、

住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。と定められ

ております。 

また、厚生労働省の通知によりますと、地域福祉計画に盛り込むべき事項というものがござ

いまして、1 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項については、目標の
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提示、目標達成の戦略、利用者の権利擁護を盛り込むべきとしております。2 地域における社

会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項については、多様なサービスの参入促進及

び公私協働の実現、福祉・保健・医療と生活関連分野との連携方策を盛り込むべきとしており

ます。3 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項については、地域住民・ボ

ランティア団体・ＮＰＯ法人等の活動への支援、住民等の意識の向上と主体的参加の促進、地

域福祉を推進する人材の育成を盛り込むべきとしております。4 災害時要援護者に関する事項

については、要援護者の把握、要援護者情報の共有・更新、要援護者の支援を盛り込むべきと

しております。 

現在の八戸市地域福祉計画には、これらの事項はほぼ盛り込まれている状態であります。資

料３としてお配りしておりました、八戸市地域福祉計画の概要版をお配りしておりましたので、  

ご覧になられますとご確認できるかと存じます。 

   盛り込まれていない事項についての検討はもちろん、社会情勢の変化や福祉を取り巻く環境

は変化していることから、アンケート調査結果も重視しながら分析を進め、素案を作成して参

りたいと思っております。以上です。 

 

部会長     ただいま、計画の改定の方針について説明されましたが、何かございますでしょうか。 

中村(一)委員  22年度の実績報告にも関わることかもしれませんけれども、その実績報告を待っていると、

改定が間に合わないかもしれませんが、22年度も達成目標みたいなものを掲げているんですよ

ね。次の計画を策定するときには最終結果は出てないかもしれないですが、ある程度その達成

見込みが出ているほうが、次の計画を考えるときに、ここはもっと力をいれたほうがいいので

はないかだとか、ここは少し遅れているとか、十分進んでいるなとか、判断できていいと思い

ます。21年度の実績報告ですと、継続してやってますとか、実施してもやってますとかの報告

になってますけど、実施の中でもずいぶんやってますというところもあるでしょうし、やって

いるけどもうちょっとというところもあると思います。やはりその評価があって次の計画だと

思いますので、達成見込みについては必要かなと思っています。 

部会長     10月の次の部会のときには、22年度の上半期分の結果が出ているでしょうから、それを踏ま

えてどの程度次の改定に反映させられるかを検討し、資料を作成してください。 

部会長     ほかにありませんか。 

浮木委員    施策はアンケート調査結果等で変わってくると思いますが、基本理念・基本目標も見直すも

のでしょうか。 

池本次長    理念的なもの、目標的なところというのは、この10年のスパンの中で、理念というのは高い

ところにずっと置いておくというものですから、５年経って計画を見直すというときになった

ときに、理念とか目標も変えていかなくてはならないというものだという認識はしていないで

す。 

浮木委員    わかりました。 

部会長     よろしいですか。ほかにございませんか。 
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部会長     それではないようですので、改定について①時期の予定、②改定するにおいての社会福祉法

によってあるいは厚生労働省の通知によることを含めて改定していきたいということを、了解

をしていただいたということで議事の（２）を終わりたいと思います。 

 

部会長     それでは、次に議事の（３）「（仮称）八戸市人権条例について」説明していただきます。

事務局から説明お願いします。 

壬生主事    みなさん、こんにちは。今年度から福祉政策課へ異動して参りました壬生と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。人権条例の検討を担当させていただいております。 

        まず、資料の配布が当日になってしまったことについては大変申し訳ございませんでした。

（仮称）人権条例の検討につきまして説明いたしますと、先日、第１回目のワーキングという会  

議を、８月30日に市役所で行いました。内容といたしましては、下のほうに書いてございます

が、まず条例がどういったものになるのか、全国的な傾向と他の自治体の状況について事務局

で調べたもの、それから八戸市での取り組み状況についてまとめたものをお示ししております。 

会議の概要を１枚目と２枚目でまとめてございますが、まずは会議当日委員の皆さんにお示し

した資料を元にしまして、人権条例の概要につきまして述べさせていただきます。 

３枚目の資料１をお開きください。まずは、条例制定の経緯でございますが、昨今、子ども

や高齢者等の虐待でありますとか、学校におけるいじめ、配偶者へのドメスティックバイオレ

ンスのような、人権を侵害する事件が全国的な問題になってございます。八戸市におきまして

も、こういった虐待やＤＶなどに関する相談が随時寄せられてございまして、各課、関係する

機関、これらの解決に向けた取り組みに追われている状況でございます。こうした中で、今後、

このような人権侵害にあたる問題というものを地域社会全体で解決していこうということにい

たしまして、市民一人ひとりが安心して暮らせるような社会を目指していきましょうというこ

とで、平成22年度中に（仮称）八戸市人権条例を制定することとなりました。こちらは市長の

マニフェスト項目の一つでございまして、こういったいきさつがございまして条例制定へとい

う動きになっております。 

        真ん中に移りまして、検討体制でございますが、市長から健康福祉審議会に条例策定の諮問

がなされ、社会福祉部会でご審議いただくというところでございます。実際の素案の検討につ

きましては、条例検討ワーキングで検討を進めていくということです。ちなみにワーキングの

委員は、下のほうに10名の委員の名前を載せてございます。それぞれの分野に強い方をお願い

しております。もちろん庁内からも関係課の職員もワーキングの委員にお願いしております。 

        続きまして資料２をご覧ください。資料２は、人権問題に関しての全国的な傾向と他の自治

体での取り組み状況について、事務局独自ではございますが、調べたものをまとめてございま

す。まず１つ目、21年度の人権侵犯事件の状況ですが、法務省のホームページより抜粋してま

いりました。法務省の人権擁護機関は、法務省の管轄で全国に配置されてございますが、人権

擁護機関におきまして、人権侵犯の事件、調査、また処理した件数を基にして原稿を作成いた

しました。処理件数でございますが、新規救済手続開始件数は21,218件で前年度の比では減少
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ですが、処理件数については前年度とはそれほど変わっておりません。特徴といたしましては、

４つほどございます。１つ目は、児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件が前年に比べ

てかなり増えている状況でございます。２つ目は、社会福祉施設における人権侵犯事件、こち

らもかなり増えている状況です。３つ目のインターネットを利用した人権侵犯事件は前年比

52.6％で、かなり高い割合で増加しています。４つ目は労働関係の人権侵犯事件、こちらもか

なり増加しているという状況です。人権侵犯事件は、全国的に増えてきているという状況を把

握することができました。 

        それから、全国的な傾向といたしまして、人権擁護に関する条例を制定している自治体は西

日本に多く見られ、東日本の自治体ではあまり見受けられないということがわかりまして、西

日本特有の同和問題に端を発して条例を制定しているようでした。その中でも、人権を尊重す

るまちづくりを進めていきましょうというところを目的として、関係機関の役割や基本的な理

念を定めている条例がほとんどでございました。また、いわゆる“罰則規定”、違反したとい

う場合の罰則にあたる規定を条例に盛り込むべきというところは、確認できませんでした。 

        資料２の２枚目をご覧ください。参考条例といたしまして、当市の目指す人権条例の参考に

なるのではないかなと思い、２つ取り上げてみました。２つとも、事務局の方で実際に現地を

伺って視察をしてまいりました。１つ目は、兵庫県小野市でございますが、「小野市いじめ等

防止条例」は虐待でありますとかＤＶといったものを、“いじめ等”と大きくくくって、それ

らの問題を未然に防ぎましょうというところに重点を置いてございます。その中では、市、市

民、関係機関の責務というのを明確にしていて、制定後の動きにもかなり重点を置いてござい

まして、福祉関係の部署や教育委員会、各関係機関が日頃から密に連携し合って、いじめ等の

防止、問題の解決にあたっているということでございました。  

        ２つ目は、長野県上田市の「上田市人権尊重のまちづくり条例」でございます。先ほども申

し上げましたけれども、長くから上田市が取り組んでいる同和問題、部落差別問題を基礎とし

て、そこから人権を尊重するまちづくりを進めるにあたっての方針を規定してございます。制

定後は、小野市同様さまざまな取り組みをしているようですが、それらの基本となる方針をま

とめたものを、条例とは別に、基本方針として策定している特徴がございます。 

        以上が全国的な傾向と他自治体の状況でございました。 

        資料３をお開きください。こちらは八戸市における取り組み状況でございます。人権、虐待

等に関する取り組みについてですが、広報統計課では、本館１階で人権擁護委員による相談窓

口をやっています。それから、八戸市虐待対策ネットワークという会議ですが、市及び関係機

関が、虐待等の防止、早期発見、発生後の支援のための連携をするためのネットワーク会議が、

関係各課や関係機関・団体により構成され行われております。婦人相談事業、家庭（児童）相

談事業でございますが、子ども家庭課において、婦人相談員や家庭相談員を配置し相談の受付

をしております。高齢福祉課の方では、啓発活動といたしまして、高齢者の虐待防止フォーラ

ム、出前講座の開催、広報等を通じた啓発活動しておりまして、また、高齢者あんしん相談窓

口も設置しております。障がい福祉課におきましても相談支援事業を行っております。教育指
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導課では、少年相談センターにおいて、学校・警察等との連携による相談受付の活動をしたり、

繁華街等の巡回による街頭指導を行っております。 

        最後でございますが、市における人権問題・虐待等の相談件数でございます。平成17年度か

らの推移でございますけれども、減っているものもございますが、ＤＶはかなり増加している

状況でございます。 

        以上が、先日のワーキング当日で資料としてお示しした部分でございました。 

        次は、資料一番上から２枚目の会議の概要につきまして内容をご紹介いたします。まず、委

員長に安田真さん、副委員長に松井敬子さんが選任されました。 

それから主なご質問と意見でございますが、「どのような条例にするのか」ということでご

ざいます。事務局では、基本的には理念を定めるものを考えてございますが、内容については

ワーキングの委員のみなさま、こちらの社会福祉部会のみなさまに一任するという考えでござ

います。八戸市では発生した事件には対処しているが、未然に防ぐということには力を入れて

いないので、その点が大事になってくると思います。条例の第１条に目的を設定するのですが、

その目的を設定するのが大変難しいところでございまして、条例の名称も併せてご検討いただ

きたいというようにお願いいたしました。 

        ２つ目でございますが、理念的なものだけではなく、具体的に踏み込んだ内容にできればい

いと思うというご意見をいただきました。 

        それから、条例の全文をワーキングで作ることになるのかということでございましたが、ワ

ーキングでいただいたご意見を基に事務局で骨格を組み上げてまいりまして、そこに肉付けを

与えていただくということでご協力をお願いいたしました。 

        それから、人権を“尊重”するのか“擁護”するのかによって、条例の内容も大きく変わっ

てくるのではないかというご意見をいただきました。 

        その次のご意見として、小野市のように、地域の特徴を捉えた形の条例が良いのではないか。

何をメインとするのか、まずは八戸市のことをもう少し分析して、課題の整理をするべきでな

いでしょうかというご意見をいただきまして、現在、次回の会議に向け事務局でもう少し詳し

く分析しています。 

        次に、虐待等の問題が発生した後にどうするかが大事である、ということで、虐待を行って

しまった側と被害者のされる側の両方の権利の問題もあり、支援のあり方について、関係機関

同士の連携や協力の面が反映されると良いのではないかというご意見をいただきました。 

        最後に、支援を受けられることを知らない方々もいるということで、情報提供や啓発につい

ても盛り込んでみてはどうかとういうことでございました。 

       以上長くなりましたが、説明を終わります。 

 

部会長     ただいま、（仮称）人権条例について説明がありましたが、最終的にはこの部会で提案する

わけでございますけれども、まずはワーキングチームが立ち上がって、そこでまとめたのがこ

の部会に上がってくるということのようです。ワーキング１回目がこういう状況でしたという
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お話をいただきましたが、何かこれに対して聞きたいこと、この部会で報告したのが、ワーキ

ングチームでも報告になるでしょうから、この際こちらの方からもこんなのが意見あるという

のは当然いいだろうと思いますから、そういう意味でも何かございますか。 

中村(一)委員  小野市と上田市に視察に行ったときの状況を伺いたいのですが、条例を作ったからといって

直ちにいじめとか虐待とか急になくなるものとは思わないですけど、条例を作ったことによっ

て具体的な効果といいますか、あえて条例にすることによって、こういうことがやりやすくな

っているだとか、こういう効果が表れている、例えば、極端に言えば理念謳うだけであれば別

に条例でなくても構わないということもありえることで、あえて強制力の持ちうる条例にする

ということは、重みがあると思います。小野市と上田市は、条例を作ることによって、条例と

いう形にすることによってどんな効果が表れているかということのお話は聞いていましたでし

ょうか。 

壬生主事    実際にお話をお伺いしてまいりましたが、両市とも条例はかなりの短期間で作ったというこ

とで、それほど条例自体の住民に対する知名度はまだまだ低く、今後も啓発していくというと

ころでございましたが、作ったことによってその後の啓発活動、関係機関との役割を明確にし

たことで、関わってくるみなさんが少しずつ増えていき、問題の解決に協力していただける方

ですとか 問題解決に対する意識が高まって、少しずつ問題の件数が減っているというお話を

伺ってまいりました。 

中村(一)委員  要綱とかそういうレベルではなくて、条例という形にしたから広がりを持っているというこ

となのでしょうか。 

壬生主事    市の担当の方はそういうようにおっしゃっておりましたが、条例の本文を住民のみなさんが

ご覧になったかというのは正直把握していないということでして、策定したばかりなのでどの

くらい浸透しているか正直まだわからないということでございましたが、実際の件数が減って

いることから、少しずつ効果が表れているのではないかという話でございました。 

中村(一)委員  それは小野市も上田市も？ 

壬生主事    特に小野市です。上田市はそれほど変化は見られていないようですが、担当者の感覚として

は減ってきているのではないかなという話でした。 

部会長     ほかにございませんか。 

関川委員    市自体の研究会、研修会というような勉強会を持った場合には、予算がつくというそういっ

た類の条例になるのでしょうか。もう決まっているのですか。 

壬生主事    まだ決まっておりません。これからの動きをみて検討していきたいと思っております。 

浮木委員    人権条例は地域福祉計画の施策として反映するかもしれないということでしょうか。条例を

受けて、施策を推進する必要がある事業があれば、そういう可能性があるということですか。 

壬生主事    はい。 

部会長     あとはございませんか。 

関川委員    資料３の人権問題、虐待等の相談件数のところですが、ドメスティックバイオレンスと高齢

者虐待の件数が非常に高い数字を示していますけれども、青森県の中で他市町村と比較すると、 
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       これはどのようになっていますか。 

壬生主事    これも先日のワーキングでご指摘いただきました点でございまして、ただいま調査中でござ

います。 

部会長     ほかにございませんか。 

部会長     ないようですので、では、（仮称）人権条例につきましては、ワーキングチームの意見をま

とめたものを部会に提出していただいて、こちらもそれに対して準備していきたいということ

で、この件についての報告は了承したということで次に進みたいと思います。 

部会長     それでは、その他でございますが、事務局より説明願います。 

三浦ＧＬ    次回の社会福祉部会の日程でございますが、地域福祉計画の改定スケジュールの中には、10

月の中旬から下旬というところでございましたけれども、地域福祉計画の策定進行、また人権

条例の進み具合によりまして、10月の下旬に設定してまいりたいと思っています。ただ、具体

的日時につきましては、これから詰めたいと思いますので、近くなりましたら改めてご案内申

し上げるようにいたします。 

部会長     ワーキングチームの動きもあると思いますが、10月の中旬から下旬に２回目の部会が開催さ

れるのは確実のようですので、次回もできるだけ10人全員出席していただきたいと思います。

その他のことで、委員の皆さん何かございますでしょうか。 

部会長     ないようですので、これをもちまして本日の議事を終了させていただきます。どうもごくろ

うさまでした。 

司 会     これにて第１回の社会福祉部会を終了させていただきます。大変どうもお疲れ様でした。 
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