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八戸市健康福祉審議会 平成25年度第１回社会福祉部会 

  

日時：平成25年10月29日（火）14:00～    

場所：八戸市庁 本館３階 第三委員会室   

 

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。定刻となりましたので、

只今から八戸市健康福祉審議会平成２５年度第１回社会福祉部会を開催いたします。 

私は、本日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出河と申

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、新たに委員に委嘱されました方のご紹介をいたします。 

平成２５年８月１９日付けで委員に委嘱されました、八戸市民生委員児童委員協議会 会長

の 高渕壽男委員でございます。当部会の副部会長でありました 古舘 義美様のご逝去に伴い、

後任として審議会委員にご就任いただいております。みなさま、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、出席状況をお知らせいたします。本日は、四戸委員が所用のため欠席されてお

りますので、９名の出席となっております。本日は、半数以上の出席者でありますので、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。 

 

司 会      それでは、坂本部会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。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４つの部会があり、この社会福祉部会は、社会福祉全般を審議する

部会でございます。地域福祉計画は、平成２３年度からの５か年計画でございまして、本日は

その２４年度の実績報告ということでございます。事務局から２４年度の実施状況についてど

のようになっているか説明をいただいた上で、皆様のご意見を賜りまして、いいものにしてい

きたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。 

 

司 会     ありがとうございました。 

続きまして、古舘委員のご逝去により空席となっておりました副部会長の選出を行います。 

       それでは、坂本部会長お願いいたします。 

部会長    それでは、副部会長の選出を行います。選出については、委員の互選によることとなっており

ます。選出方法には、投票と推薦の方法がありますが、推薦の方法でいかがでしょうか。 

委 員    異議なし 

部会長    それでは、どなたかご推薦をお願いいたします。 

委 員   東山委員を推薦します。 

部会長    只今、東山委員の推薦がありましたが、皆様いかがでしょうか。 

委 員    異議なし 



2 

部会長    それでは、副部会長には東山委員にお願いすることに決定いたしました。 

司 会    東山委員には副部会長席にお着きくださるようお願いいたします。 

司 会   （副部会長着席後）それでは、東山副部会長よりご挨拶をお願いいたします。 

副部会長   副部会長を仰せつかりました、八戸市身体障害者団体連合会 会長の東山でございます。 

      初めての副部会長ということでございますが、みなさまにご指導いただきながら務めて参りたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

司 会    ありがとうございました。 

 

 

［議事］ 

司 会    それでは、会議に入ります前に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

       事前に送付しておりました「八戸市地域福祉計画 平成24年度実績報告」が本日の資料でござ

います。不足はございませんでしょうか。 

       また、本日は「第２期八戸市地域福祉計画」の冊子及び概要版もお配りいたしております。参

考にご覧いただければと思います。 

司 会    それでは、只今より会議に入ります。坂本部会長、よろしくお願いいたします。 

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24年度実績報告」につ

いてしていただきます。事務局から説明お願いします。 

 

事務局    福祉政策課の赤石と申します。本日は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24年度実績報告についてご説明させていただきます。座って 

説明させていただきます。 

            まず初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。 

            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か年計画の第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 
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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２回目 

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。 

 

      それでは、「八戸市地域福祉計画平成24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、それぞれの施策を推進するため、市では様々な事業を実施しており、地域福祉の推進において、 

効果的な施策や事業については重点推進事業として設定しております。これから重点推進事業を中 

心に基本目標ごとにご説明申し上げます。 

      まず、３ページをお開きください。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」として全１６事業を掲げております。 

４ページをご覧ください。１つ目の施策として「福祉サービスの利用支援」を掲げており、５事 

     業を推進しております。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、２４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ページに進みます。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、２４年度の具体 

的な取り組みとしては、平成２３年４月から施行された「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、配偶者からの暴力防止及び被害者支援 

計画の検討等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。 

      ７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、３事業を推進 

     しております。関係各課において、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言うことであります。 

      ８ページに進みます。４つ目の施策として「情報提供体制の充実」を掲げており、２事業を推進 

     しております。いずれの事業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言うこと 

     でございます。 
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      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、５事業を推進しております。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、２４年度よりポイント活用を開始しております。 

      ３ページにお戻りください。これらを踏まえ総括案としましては、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、施策の（１）から（５）までの評価を 

     ご覧のとおりとしております。 

      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。こちらは全２２事業を掲げております。 

      １２ページをご覧ください。１つ目の施策として「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、４事業を推進しております。この施策の重点推進事業は、４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、受ける側は生後 

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４７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 

ものと考えております。また、１の「ほのぼのコミュニティ推進事業」は、２４年度の事業内容改 

編に伴い、見守りネットワークのコーディネーターを配置したほか、子どもほのぼの交流員を廃止 

いたしました。 

      １４ページに進みます。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、６事業 

     を推進しております。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２２年度 

     から事業を開始し、２４年度の入場者数は前年度比で８６２人増加となっております。 

      １６ページに進みます。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、４事業を推進しております。この施策の重点推進事業は２つあり、まず２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推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番目に子どもの健全育成を図る団体といった順で、年々登録団体が増 

加しております。 

１７ページに進みます。次に４の「ボランティア活動の推進」です。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、活動保険料の一部助成をしております。 

１９ページに進みます。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 
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り、５事業を推進しております。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託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。 

      ２１ページに進みます。５つ目の施策として「男女共同参画の推進」を掲げており、３事業を推 

進しております。この施策についても重点推進事業はございませんが、１・３の事業ともに配布箇 

所数や参加者数が増加するなど順調に施策を推進していると考えられます。２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活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初期の目的を達成したと 

考えられることから見直しを行い、２３年度で廃止に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」を活用しながら活動してもらうということでありました。 

      １１ページにお戻りください。これらを踏まえ総括案といたしましては、推進事業２２事業のう 

ち２１事業を実施しており、ほぼ順調に施策を実施していると考えられ、施策の（１）から（５） 

までの評価をご覧のとおりとしております。 

以上で、基本目標２の実績につきまして説明を終わります。 

 

      続きまして、２３ページの基本目標３「安全で、安心して、誰もが快適に暮らせる地域づくり」 

に移ります。こちらは全２１事業を掲げております。 

      ２４ページをご覧ください。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」を掲げており、２事業を推進しております。この施策について重点推進事業はござ 

いませんが、ソフト面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。 

      ２５ページに進みます。２つ目の施策として「移動手段の確保」を掲げており、５事業を推進し 

     ております。この施策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、すべての事業を実施しております。 

      ２７ページに進みます。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、１ 

     １事業を推進しております。この施策の重点推進事業は１の「災害時要援護者支援事業」でござい 

ます。 

１８年度に開始したこの事業は、一人暮らしの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、２５年３月末現在で、３，７９０人の 

方が登録されております。２４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の「地域防犯管理者の設置」をご覧ください。東日本大震災の影響により２３・２４年度は講 

     習会を開催できませんでしたが、各防犯管理者が地域・職域において防犯活動に努めております。 

２５年度は講習会を開催するとのことであります。 

      ３１ページに進みます。４つ目の施策として「地域医療の連携推進」を掲げており、３事業を推 
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     進しております。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、すべての事業を確実に実施し 

ております。 

      ２３ページにお戻りください。これらを踏まえ総括案といたしましては、推進事業２１事業すべ 

     てを実施しており、順調に施策を推進していると考えられ、施策の（１）から（４）までの評価を 

ご覧のとおりとしております。 

      以上で、基本目標３の実績につきまして説明を終わります。 

 

      続きまして、３２ページの基本目標４「福祉の心づくり」に移ります。こちらは全１１事業を掲 

     げております。 

３３ページをご覧ください。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、 

     ３事業を推進しております。こちらはいずれも重要推進事業でございます。 

      まず、１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、２４年度は市内小中高10校を推進校と指定して 

活動しました。 

       次に、２の「福祉体験学習」です。この事業は依頼のあった学校等に出向き高齢者の疑似体験 

   や車椅子体験を実施するものであり、２４年度は市内小中高15校、延べ７３７人が参加したもの 

であります。 

       次に、３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、２４年度は公民館や養 

護学校のイベント補助など５０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。 

       ３４ページに進みます。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、５事業を推進しております。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。小中高につきましては、先程述べました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７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。 

       ３６ページに進みます。３つ目の施策として「世代間交流の促進」を掲げており、３事業を推 

進しております。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、推進事業３事業すべてを実施しており、順調に施策を推進 

していると考えられます。１の「保育所地域活動事業」については、２３年度の国の補助事業廃 

止に伴い、市の補助事業は終了となりましたが、それぞれの保育所において事業は継続されてお 

ります。 

   ３２ページにお戻りください。これらを踏まえ総括案といたしましては、推進事業１１事業す 
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  べてを実施しており、順調に施策を推進していると考えられ、施策の（１）から（３）までの評 

  価をご覧のとおりとしております。 

         以上で「地域福祉計画24年度実績」につきまして説明を終わります。 

         なお、ただいまご説明申し上げました平成２４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。 

委 員     児童の貧困対策や就学援助等については、この計画の中のどこに位置づけられているのでしょ

うか？ 

事務局      地域福祉計画は、健康福祉分野の各種計画だけでは対応が困難な「すきま」となる課題へ対

応しながら、各種計画と整合を図りながらそれらを総合的に推進するものです。ただいまのご

質問については、地域福祉計画には盛り込まれていませんが、各担当課で実施しているものと

思われます。 

委 員     わかりました。 

部会長      その他、ご質問ございますでしょうか。 

委 員     （質問なし） 

部会長     ２３年度に始まりました第２期の地域福祉計画について、２４年度の実績報告を説明しても 

らいました。総括いたしますと、一部の事業で廃止したというところもありますが、その他に 

ついては順調に施策を推進してきたということでございます。２７年度までの５か年計画でご 

ざいますので、今後も必要に応じて事業の見直し等を行いながら、事業の推進に努めていただ 

きたいと思います。 

        部会の意見としては、このように２４年度の実績報告について了承するということでよろし

いでしょうか。 

委 員     異議なし 

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

せんでしょうか。 

委 員     （質問なし）  

部会長     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

開催を予定しております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。 


