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八戸市健康福祉審議会 平成24年度第１回社会福祉部会 

  

日時：平成24年10月25日（木）14:00～ 

場所：八戸市公民館 会議室３      

 

司 会     本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。定刻より少し早いです

が、只今から八戸市健康福祉審議会平成24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福祉政策グループリーダーの大橋と申

します。どうぞよろしくお願いたします。 

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、委員の皆様方、全員がご出

席されておりますので、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

すことをご報告いたします。 

次に資料の確認をさせていただきます。事前に郵送させていただきました「八戸市地域福祉

計画23年度実績報告」と、本日席上にお配りいたしました「八戸市総合福祉会館の愛称募集に

ついて」が本日の資料でございます。不足がございましたらお知らせいただきたいと思います。 

     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     みなさまにおかれましては、大変お忙しい中お集まりくださいましてありがとうございます。 

        八戸市健康福祉審議会には５つの部会があります。市においていくつかの部にまたがってい

る課題について、部が障害となっては困るということで、この八戸市健康福祉審議会が一体と

なって利用者にとってサービスにつながるようにしようということから５つの部制をとってお

ります。今日はそのなかの社会福祉部会ということで、ご案内のとおり、５年に１度作ってい

る地域福祉計画につきまして23年度の実施状況はどうなっているかといくことについて、皆様

の貴重なご意見をいただきながら進めてまいりたいと思っております。また、もうひとつは八

戸市総合福祉会館が利用しやすいように、また親しみやすいように愛称を募集したようでござ

いますので、そのことについてもこの部会の中で審議していくこととなっておりますので、今

日はよろしくお願いいたします。 

 

［議事］ 

部会長     それでは、議事に入らせていただきます。「八戸市地域福祉計画 平成23年度実績報告」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。 

事務局     今年度より八戸市健康福祉審議会及び社会福祉部会の担当となりました濱谷と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

私からは八戸市地域福祉計画 平成23年度実績報告 についてご説明させていただきます。 

今回は新任の方もいらっしゃいますので、始めに地域福祉計画の概要について簡単に触れさ

せていただきます。 



2 

近年、加速する少子高齢化、家族形態の変化、地域住民のつながりの希薄化など、福祉を取

り巻く環境が大きく変化し、新たな地域課題が社会問題化してきております。また、平成12年

の社会福祉法の改正により、基本理念のひとつとして「地域福祉の推進」が明確に掲げられた

ほか、地域の課題を自ら解決していこうという意欲を持った地域住民やＮＰＯ、またボランテ

ィアなどの活動が活発化してきております。 

そのような中で、地域住民が協働し、すべての市民が住み慣れた地域で安心して自立した豊

かな生活を送ることができる社会の実現を目指す指針となるのが、この「八戸市地域福祉計

画」です。 

この計画では、計画を実効性のあるものとして推進していくため、地域住民、事業者、関係

機関、行政による進捗管理機関を設置し、管理、評価を行うこととしており、平成19年施行の     

「八戸市健康と福祉のまちづくり条例」におきまして、八戸市健康福祉審議会社会福祉部会が

その役割を担うこととなりました。 

平成18年度に５か年の第１期計画を策定し、平成22年度まで当部会での管理、評価により計

画を推進してまいりました。その後、改めて市民アンケートやパブリックコメントにより市民

ニーズを把握するとともに、当部会に協力をいただきながら、平成22年度に第２期の八戸市地

域福祉計画を策定し、平成23年度からスタートいたしました。今回は、第２期計画についての

初めての管理、評価でございます。これまでと同様に、理念の実現に向け、施策や推進事業が

効果的に展開されるよう取り組んでまいりたいと思っておりますので、引き続きご協力いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

さて、今回お示しておりますのが、八戸市地域福祉計画平成23年度実績報告でございます。

この計画は、平成23年度から平成27年度までとなっており、本日は第２期計画の最初の報告と

いうことになります。 

 それでは、「八戸市地域福祉計画 平成23年度実績報告」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ための施策を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各種事業がぶら下がっ

ており、次のページ以降を参照しながら説明いたします。 

当計画では、地域福祉の推進において、効果的な施策や事業について重点推進事業を設定し

ております。重点推進事業を中心に基本目標ごとにご説明申し上げます。 

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事業すべての事業を実施しており、

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。 
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 ４ページをお開きください。この施策の重点推進事業は１の「第三者による福祉サービス事

業の評価制度」でございます。この事業は、各福祉サービスの質と信頼感を高めるために、第

三者による評価を行うことであります。市内で第三者機関として認証を受けている八戸市社会

福祉協議会によりますと、平成23年度は15人の評価者が登録されており、今後も継続して実施

していくものであります。 

 ６ページをお開きください。２つ目の施策として、「保健、医療、福祉等の連携による総合的

な対応」を掲げております。この施策の重点推進事業は、「虐待等対策事業」でありますが、具

体的な取り組みとしては、当部会でご審議いただきました「八戸市虐待等の防止に関する条例」

に基づき設置した「八戸市虐待等防止対策会議」におきまして、虐待やいじめに関する情報の共

有や、関係する施策・事業のあり方などについて意見交換を行いました。 

会議には、保健・医療・福祉関係、あるいは警察・法曹関係など、幅広い分野の方々が委員と

して参画されておりますので、今後も関係機関との連携を強化しながら、事業の充実を図って参

ります。 

 ８ページに進みます。３つ目の施策として、「相談支援体制の充実」を掲げております。高

齢者や障がい者などの各種相談窓口を設置し、広報やホームページにて周知するなど各事業を

確実に実施しているということであります。 

続きまして８ページには、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。こちらにおきましては、１番目、２番目の事業とも確実に実施しており、情報提供

体制の整備に努めているということでございます。 

 ９ページに進みます。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」を

掲げております。この施策においては、新規事業として「ボランティアポイント制度の導入」

を挙げております。この事業は、介護予防を目的として、高齢者が介護保険施設等で行うボラ

ンティアに対してポイントを付与するものであり、計画策定時点では導入に向け検討中であり

ましたが、23年11月より事業を開始し、今年度よりポイント活用を開始するということであり、

23年度の実績は実施としております。 

以上で、基本目標１の実績につきまして説明を終わります。 

続きまして、11ページの基本目標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。 

 開きまして12ページには１つ目の施策といたしまして「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。この施策の重点推進事業は、４番目の「ファミリーサポートセ

ンター運営事業」でございます。この事業は育児などの手助けを受けたい方、また手助けをし

たい方が会員として登録し、会員同士で相互に支援をするというものであり、生後56日から小

学校6年生までが対象となっております。活動実績は前年度比で108件増となっており、子育て

支援に対するニーズが高まっていることが伺えます。今後も引き続き実施していくべきものと
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考えております。 

 14ページをご覧ください。２つ目の施策として「地域福祉活動の拠点整備」を掲げておりま

す。この施策について重点推進事業はございませんが、新規事業として６番目に「つどいの広

場事業」がございます。これはいわゆる「こどもはっち｣のことでありまして策定時には事業

開始に向け準備中でありましたが、八戸ポータルミュージアムはっちの開館により、23年度実

績は実施ということとなります。 

 続きまして16ページに移ります。３つ目の施策として「ＮＰＯ、ボランティア等への活動支

援」を掲げております。このなかでの重点推進事業は、２番目の「市民サポートセンター運営

事業」でございます。この事業は市民活動やボランティア活動など、市民の自主的・自発的な

活動を支援し、多様な社会活動への参加を促進するという内容であり、登録団体の特徴として

は、保健・医療・福祉の増進を図る活動団体が最も多く、２番目に学術・文化・芸術・スポー

ツの振興を図る活動団体、３番目に環境の保全を図る団体といった順で、年々登録団体が増え

ております。平成23年度も確実に事業を実施しております。 

 17ページに移り、４番目の「ボランティア活動の推進」も重点推進事業となっております。

近年、活発化しているボランティア活動に対し、情報や機会を提供するほか、活動保険料の助

成をしております。 

 18ページに移ります。４つ目の施策として「地域福祉を担う団体等の育成、支援」を掲げて

おります。この施策について重点推進事業はございませんが、福祉サービス事業者などの社会

福祉法人や、民生委員児童委員など行政から委嘱を受けた方などへの育成・支援事業で、全て

の事業を実施している状況でございます。 

 20ページをお開きください。５つ目の施策として「男女共同参画の推進」を掲げております。

この施策についても重点推進事業はございませんが、いずれの事業も実施しております。2番

目の「市民企画事業」については、男女共同参画について市民のアイディアを生かした意識啓

発を図るとともに、市民団体等の企画、実行能力の向上を図ることを目的として実施してきま

したが、事業開始から10年が経過し、各女性団体が独自の事業を展開するなど、一定の効果が

認められ当初の目的を達成したと考えられることから、見直しを行い廃止となったということ

でありました。今後は、「元気な八戸づくり市民奨励金制度」を活用してもらうということで

ありました。 

以上で基本目標２の実績報告を終わります。 

続きまして基本目標３の実績報告についてご説明申し上げます。22ページをお開きください。 

基本目標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21事業のうち20事業を実施しておりまして、ほぼ順調に施

策を推進しているとさせていただきました。事業を休止した1事業については、後ほどご説明

いたします。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ページに移ります。１つ目の施策といたしまして「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」を掲げております。この中には重点推進事業はございませんが、ソ
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フト面、ハード面双方からのバリアフリー実現のため、各事業を実施しているものであります。 

 24ページをお開きください。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

の施策にも重点推進事業はございませんが、生活交通手段や路線の確保のための事業であり、

全ての事業を実施しております。 

 26ページをお開きください。３つ目の施策といたしまして「地域の防災、防犯対策の充実」

を掲げております。この施策の重点推進事業は１番目の「災害時要援護者支援事業」でござい

ます。平成18年度に開始したこの事業は、一人暮らし高齢者や障がい者など災害時の避難にあ

たって支援を必要とする方に対する支援体制を整備するものであり、24年７月末現在で3,791

人の方が登録されております。23年度の実績としては、福祉避難所の確保に関する協定の締結

や町内会や自主防災組織等との支援に関する協定を締結するなど着実に支援体制の強化を進め

ているところであります。 

 ２番目の「地域防犯管理者の設置」をご覧ください。先ほども申し上げましたとおり、23年

度は事業休止となっております。休止の原因といたしましては、メンバーの高齢化により担い

手がいないことが挙げられるとのことであります。 

 30ページをお開きください。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。

この施策について重点推進事業はございませんが、一次・二次・三次の救急医療体制の確保や

医療機関からの連絡による継続看護を実施するもので、全ての事業を実施しております。 

 以上で、基本目標３の実績報告についての説明を終わります。 

それでは、31ページの基本目標４の実績についてご説明申し上げます。  

基本目標４「福祉の心づくり」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。 

32ページをお開きください。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。 

この施策の重点推進事業は３つあります。 

１つ目は１番の「ボランティア推進校事業」でございます。この事業は、指導、生徒を対象

に社会福祉への関心や理解を深めるとともに、地域での体験活動を通して、おもいやりの心、

お互いに連帯し助け合う力を養うことを目的とした事業であり、23年度は小学校８校、中学校

１校、高校１校が推進校として活動しました。 

２つ目の重点推進事業は２番の「福祉体験学習」です。この事業は依頼のあった学校等で高

齢者の疑似体験や車椅子体験を実施するものであり、23年度は市内の小中高合わせて20校、延

べ983人が参加したものであります。 

３つ目の重点推進事業は３番の「青少年の地域活動」でございます。この事業はボランティ

アの活動を通して、地域活動に参加し、地域社会の一員として自覚と関心を深めるものであり、

23年度は公民館や養護学校のイベント補助など50回実施しており、計画期間中の目標値である

31回を大きく上回ったものでありました。 
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33ページをお開きください。２つ目の施策として｢生涯学習などによる福祉意識の醸成｣を掲

げております。 

この施策の重点推進事業は「福祉意識の醸成のための出前講座の実施」でございます。この

事業は福祉意識の醸成のため、学校や地域に出向き、福祉の出前講座を実施するものでありま

す。小学校中学校高校につきましては、先述の福祉体験学習と重複いたしますが、社会教育課

では社会教育指導員が計８回にわたり、公民館での出前講座を実施するなど、確実に事業を実

施しております。 

35ページをお開きください。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。 

この施策について重点推進事業はございませんが、子どもと高齢者の交流や地域伝統芸能の

伝承を支援するもので、全ての事業を実施しております。 

以上が基本目標４の実績報告でございます。 

ただいまご説明申し上げました平成23年度の実績報告につきましては、当部会での了承をい

ただきましたのちに、市のホームページ上で公開する予定としております。 

説明は以上となります。 

部会長     ただいま、事務局より説明をいただきましたが、何かご質問等ございませんでしょうか。23

年度の実施状況はほぼ実施しているということでございます。無いようであればこれを了承し

たものとしてよろしいでしょうか。 

各委員     はい。 

部会長     それでは２つ目の議事に入ります。「八戸市総合福祉会館の愛称募集」について事務局より

説明をお願いします。 

事務局     それでは、本日お配りいたしました「八戸市総合福祉会館の愛称募集について」をご覧くだ

さい。募集の目的といたしまして八戸市総合福祉会館に愛称をつけることによりまして、市内

の他の施設と容易に区別できるように、またより親しみやすい施設となることを目的といたし

まして、八戸市総合福祉会館の愛称を募集することといたしました。愛称の条件といたしまし

て、八戸市のイメージにふさわしい愛称、福祉のイメージにふさわしい愛称、覚えやすく親し

みのある愛称、この３点を条件といたしまして、広く市民の方々から愛称を募集いたしました。

愛称の使い方ですが、「八戸ポータルミュージアム・はっち」のようなイメージで「八戸市総

合福祉会館･○○」というような形で使わせていただきたいと考えております。３番目に募集

に係るスケジュールを掲載いたしました。８月21日より募集を開始いたしまして、９月28日ま

で募集いたしました。その結果、36作品が集まりまして10月の最初に第一次選考として庁内審

査委員会を開催し、11作品に絞られました。本日はその11作品のうち各委員さんに３点、２点、

１点を付けていただきまして、最も高いものを社会福祉部会での意見として頂戴したいと考え

ております。その後は、福祉政策課で最終決定することとなります。それでは、お渡しいたし

ました投票用紙に上位３作品につきまして３点、２点、１点をご記入ください。 

委 員     これは今集計するのですか。 

事務局     はい、今行います。 
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委 員     ちなみに現在、このような形で県内で名前を付けているところはあるのでしょうか。 

事務局     愛称という形では把握しておりませんが、市内ではたとえば「はっち」が挙げられます。 

部会長     あとはマリエントとか。 

事務局     はい、八戸市水産科学館マリエントも挙げられます。 

部会長     場所が分からないという声があり、類家の福祉公民館と混同することがあるということで募

集することとなったそうです。 

事務局     条例上の名称は変更しない予定であり、八戸市総合福祉会館という名称は残りますので、愛

称としてつけてください。 

部会長     決め方ですが、今ここで点数をつけてみて、それを市に提案することとなりますので、その

中でもう一度、皆さんで決めるということにしたいと思います。 

事務局     では、決まったあとでもう一度皆様で話し合っていただくことにします。 

 

【集計】 

事務局     お待たせいたしました。ただいま集計が終わりましたので、発表いたします。１番多く点数

を集めました愛称は「はちとぴあ」で10点でございます。２番目に多かったのが「はちふくプ

ラザ ねじょう」で９点でございます。３番目に多かったのが「絆センター」の８点でござい

ます。 

部会長     全て１点の差ということでありますが、10点を取った「はちとぴあ」とするか上位２つで決

めるかいかがいたしますか。 

委 員     今、点数化して10点が一番高かったということですので、それを意見としていいのではない

でしょうか。 

部会長     この３つのなかから、市で検討してもらうという方法でもよろしいかと思いますがいかがで

しょうか。 

委 員     ちなみに一番多く３点をとったのはどれですか。 

事務局     「はちふくプラザ ねじょう」です。３点が３人で９点です。 

委 員     「はちとぴあ」はどうですか。 

事務局     ３点が２人、２点が２人でございます。 

委 員     「はちとぴあ」となると類似した施設があるように思えるのですが。「ハートピア」とか

「ハートフルプラザ」とか。 

委 員     「八戸市総合福祉会館・○○」とするのであれば、２番だと長くなるような気もしますので

短い方が良いような気もします。 

委 員     場所名が入ったほうがやはり分かりやすい気はします。「はちとぴあ ねじょう」とか。 

事務局     要綱上、一部補作は可能と記載しておりますので、合作でも問題はありません。 

委 員     投票の結果を参考意見として挙げるということでよろしいのではないでしょうか。 

     点数化はされましたが、投票結果そのものを参考意見として挙げるということで。どこに何点

入ったかをトータルで見せればいいのかなと思います。 
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委 員     そこの建物のイメージとして定着するような「はっち」のように代名詞で使われるように短

くて若者にも親しまれるような、でも八戸らしい名前がいいと思います。 

部会長     それでは、ここで３作品が選ばれたわけですので、その３つを市に挙げて決定していただく

こととしますか。 

事務局     点数を含めて３つ選ばれたということでよろしいですか。 

部会長     ３つ選ぶために点数をつけたということで。１点差は僅差だと思うので。 

委 員     そうであればその３つを挙げたほうがいいと思います。 

部会長     それでは、社会福祉部会で３つ選んだということで、その中から市で選んでいただくことと

してよろしいですか。 

委 員     はい。 

部会長     では、そのように決定しました。そのほかに、本日の議事についてご質問等はございますか。 

       それでは、これをもちまして議事を終了させていただきます。 

司 会     坂本部会長ありがとうございました。本日の社会福祉部会の内容につきましては年度末に開

催予定である八戸市健康福祉審議会にて、ご報告させていただく予定となっております。会議

の日程等につきましては、改めて委員の皆様にご案内させていただきますのでよろしくお願い

いたします。以上をもちまして八戸市健康福祉審議会第１回社会福祉部会を閉会させていただ

きます。本日はありがとうございました。 


