平成28年度第１回八戸市健康福祉審議会
委嘱状交付式及び組織会、審議会会議録
日時：平成28年6月28日（火）15:30
場所：八戸市庁別館8階研修室

出席委員：坂本美洋委員、関川幸子委員、小柳達也委員、壬生寿子委員、中村健委員、
佐々木典子委員、深川公夫委員、舘花光秀委員、深澤隆委員、松川充委員、
山田文義委員、佐々木優子委員、伊藤恵美子委員、浮木隆委員、蒔田増美委員、
中谷美由紀委員、李澤隆聖委員、小泉紀之委員、青栁元記委員、東山国男委員、
川村暁子委員、高渕壽男委員、新坂恒雄委員、赤石和枝委員、慶長洋子委員、
中村かつゑ委員、宮川隆美委員
以上２７名

欠席委員：田中芳子委員、工藤清太郎委員、前田淳裕委員
以上３名

事務局

：福祉部
福祉政策課

：加賀部長兼福祉事務所長、豊川次長
：出河課長、市川主幹(福祉政策グループリーダー)、
磯嶋主査、赤石主事

生活福祉課

：松橋課長

こども未来課

：工藤課長

子育て支援課

：工藤課長

高齢福祉課

：小橋課長

障がい福祉課

：山道課長、榊原副参事（自立支援グループリーダー）

健康部

：工藤部長、西村次長兼保健総務課長

介護保険課

：前田次長兼課長、岩崎副参事（管理グループリーダー）

健康づくり推進課：石藤課長、中居副参事（成人保健グループリーダー）
以上１８名

【委嘱状交付式】
○事務局
皆様おそろいになりましたので、ただ今から「八戸市健康福祉審議会委嘱状交付式及び組織
会、審議会」を開催いたします。
本日は、27名の出席をいただいており、田中芳子様、工藤清太郎様、前田淳裕様が所用のた
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め欠席されております。
それでは始めに、委員の委嘱状交付式を行います。恐れ入りますが、私がお名前を申し上げ
ますので、その場で御起立願います。市長がお席まで参りまして、委嘱状をお渡しいたします。
なお、委嘱状につきましては、最初の方だけ全文を読み上げますが、次の方からは、お名前だ
けとさせていただきますので、御了承願います。
坂本 美洋
関川 幸子
小柳 達也
壬生 寿子
中村 健
佐々木 典子
深川 公夫
舘花 光秀
深澤 隆
松川 充
山田 文義
佐々木 優子
伊藤 恵美子
浮木
隆
蒔田 増美
中谷 美由紀
李澤 隆聖
小泉 紀之
青栁 元記
東山 国男
川村 暁子
高渕 壽男
新坂 恒雄
赤石 和枝
慶長 洋子
中村 かつゑ
宮川 隆美

（さかもと よしひろ）
（せきかわ さちこ）
（おやなぎ たつや）
（みぶ ひさこ）
（なかむら けん）
（ささき のりこ）
（ふかがわ きみお）
（たてはな みつひで）
（ふかさわ たかし）
（まつかわ みちる）
（やまだ ふみよし）
（ささき ゆうこ）
（いとう えみこ）
（うきき たかし）
（まきた ますみ）
（なかや みゆき）
（すももさわ たかきよ）
（こいずみ のりゆき）
（あおやぎ もとき）
（ひがしやま くにお）
（かわむら あきこ）
（たかぶち としお）
（しんさか つねお）
（あかいし かずえ）
（けいちょう ようこ）
（なかむら かつえ）
（みやかわ たかよし）
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様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

○事務局
以上で委嘱状の交付式を終わります。続きまして、市長から御挨拶申し上げます。
○市長

（あいさつ）

○事務局
委員の皆様の御紹介につきましては、お手元の資料１ ３ページの委員一覧を御覧いただく
ことといたしまして、改めての御紹介は割愛させていただきますので、御了承願います。

【組 織 会】
○事務局
それでは、ただ今から組織会を始めます。本日は、委員の半数以上の御出席をいただいてお
りますので、当審議会規則第４条第２項の規定により会議が成立しておりますことを報告申し
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上げます。また、同規則第４条第１項では会長が議長を務めることになっておりますが、同項
のただし書きで、「新たに委員の委嘱が行われた後、最初に招集すべき審議会の会長の職務は
市長が行う」とされております。よって、会長選出までの間、市長が議長を務めますことを御
了承願います。それでは、市長お願いいたします。

○市長
ただ今、事務局から説明がありましたように、暫時、議長を務めさせていただきます。
それでは、会長並びに副会長の選出を行います。選出は審議会規則第３条第２項の規定によ
り、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。

「異議なし」の声あり
○市長
それでは、どなたか御推薦をお願いいたします。
○委員
会長には長年の経験と知識の豊富な坂本委員、副会長には同じく工藤委員を推薦いたします。
○市長
ただ今、会長に坂本委員、副会長に工藤委員の推薦がありましたが、皆様いかがでしょうか。

「異議なし」の声あり
○市長
それでは、会長は坂本委員、副会長は工藤委員にお願いすることに決定いたしました。なお、
工藤委員から、会議で決定した事項についてはお受けするとのお話を予めいただいていること
を申し添えます。
以上で、私の職務を終了いたします。御協力ありがとうございました。

○事務局
それでは、坂本会長は会長席にお着きくださいますようお願いいたします。

会長着席
○事務局
それでは、坂本会長から御挨拶をお願いいたします。
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○会長

（あいさつ）

○事務局
ありがとうございました。本来であれば、続いて工藤副会長から御挨拶をいただくところで
ございますが、本日は所用のため欠席となっております。
それでは、ここで、市長は次の公務がございますので退席させていただきます。

市長退席

［審議会 議事］
○事務局
会議に入ります前に、本日の資料を確認させていただきます。まず、席図をお手元にお配り
しているほか、事前に、次第、資料１
議会の運営方法について、資料３

健康福祉審議会の体制について、資料２

健康福祉審

健康福祉分野に関する市の事務事業並びに中核市移行に伴

う移譲事務の概要及び条例改正について、をお送りしております。本日の資料が、お手元にな
い方がいらっしゃいましたら、お席までお持ちしますので、手を挙げてお知らせください。
それでは、ただ今より会議に入ります。会議の議長は、当審議会規則第４条第１項により、
会長が務めることになっております。坂本会長、よろしくお願いいたします。
○会長
それでは、議事に入ります。皆様の御協力を頂きまして、円滑に議事を進めてまいりたいと
存じますので、よろしくお願いいたします。
初めに、議事の（１）「健康福祉審議会の体制」について事務局より説明願います。
○福祉部長、健康部長
説明に入ります前に、事務局職員の紹介をさせていただきます。
（事務局紹介）
以上で事務局職員の紹介を終わります。議事については、担当課長より説明いたします。
○事務局
（資料１により説明）
以上で説明を終わりますが、先ほど説明いたしました、部会・分科会の決議については審議
会の決議とすることにつきまして、委員の皆様の御了承をいただきたいと存じますのでよろし
くお願いいたします。また、各部会の委員につきましては、会長が指名することになっており
ますので、会長よろしくお願いいたします。
○会長
説明ありがとうございました。ただ今の説明に対し、御質問、御意見等ございませんか。
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それでは、部会、分科会での決議について、審議会の決議とすることでよろしいでしょうか。

「異議なし」の声あり
○会長
それでは、部会、分科会での決議については、審議会の決議といたします。
次に、審議会規則第５条第４項により、私から部会の委員を指名します。各部会の委員は、
資料１の３ページにある、「審議会

委員一覧」のとおりとします。

続きまして、議事の（２）「健康福祉審議会の運営方法」について事務局より説明願います。
○事務局

（資料２により説明）

○会長
説明ありがとうございました。ただ今の説明に対し、御質問、御意見等ございませんか。

ないようですので、次に、議事の（３）「健康福祉分野に関する市の事務事業並びに中核市
移行に伴う移譲事務の概要及び条例改正」について事務局より説明願います。
御質問、御意見等につきましては、説明が終わった後お受けいたします。

○各担当課長

（資料３により説明）

○会長
説明ありがとうございました。ただ今の説明に対し、御質問、御意見等ございませんか。
○委員
高齢福祉課の事務で確認です。認知症サポーター要請の促進のところの、講師となるキャラ
バンメイトについては市内に何名くらいいるのか、また、今後キャラバンメイトを育成してい
く予定があるのかを教えてください。
○事務局
人数については今資料がなくお答えできませんが、キャラバンメイトは今後養成していく方
向で考えております。人数については後ほどお知らせいたします。
○会長
他にございますか。
○委員
はい。中核市移行に伴い、八戸市に移譲となる県の業務につきまして、詳しく御説明いただ
きありがとうございます。
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しかしながら、県にも八戸市の業務がたくさん残ります。このことを八戸市民に周知してい
かなければ混乱いたします。県でも市に移譲する事務について周知するつもりでございますが、
同時に市でも県と市の業務について細かく周知していく必要がありますので、今後一緒にやっ
て行きたいと考えております。
青森市が中核市になったときに、ずいぶん混乱いたしました。間違って県と市を行き来しな
ければならなくて困っているお年寄りがずいぶんたくさんおりました。そのようなことがない
ように来年1月までに県からも市からも市民に対する周知を進めてまいりたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。以上でございます。
○会長
委員からお話のあったことは、市民の気持ちになればそのとおりだと思いますので、連携し
てやらなければならないことだと思っております。大変ありがとうございました。
他にございませんか。
○委員
はい。民生委員の定数について、現在県の所管で509人となっておりますが、中核市に移行
後に変更があるかどうか、教えていただきたい。
○事務局
はい。ただいま御質問のありました民生委員の定数ですが、移譲後もこの定数とすることを
県からも了解を得ておりますので、移譲後も509の定数で参ります。
○会長
他にございませんか。

ないようですので、それぞれの課長さん方からお話のありましたことを了解いただいたもの
とします。
最後に「その他」として何かございませんでしょうか。

ないようですので、これをもちまして議事を終了させていただきます。
御協力ありがとうございました。
○事務局
それでは、これをもちまして八戸市健康福祉審議会を閉会いたします。
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