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八戸市健康福祉審議会・各部会  

中核市移行に伴う条例の制定等についての開催報告及び概要 

   ①介護・高齢福祉部会・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

   ②障がい福祉部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

   ③社会福祉部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

 

 

４ 閉会 

 

 



中核市移行に伴い制定・改正となる条例等一覧 

【介護・高齢福祉部会】― 資料１ 

○制定 

 条例等名称 担当課 ページ 

（１） 八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例(仮称) 

介護保険課 ２～ 

４ 

（２） 八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例(仮称) 

介護保険課 ２～ 

４ 

（３） 八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例(仮称) 

介護保険課 ２～ 

４ 

（４） 八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例(仮称) 

介護保険課 ２～ 

４ 

（５） 八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例(仮称) 

介護保険課 ２～ 

４ 

（６） 八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例(仮称) 

介護保険課 ２～ 

４ 

（７） 八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

（仮称） 

高齢福祉課 ６ 

（８） 八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

（仮称） 

高齢福祉課 ７ 

（９） 八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例（仮称） 

高齢福祉課 ８ 

 

○改正 

 条例等名称 担当課 ページ 

（１） 八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例（仮称） 

介護保険課 ５ 

（２） 八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例（仮称） 

介護保険課 ５ 

（３） 八戸市手数料条例の一部を改正する条例（仮称） 

（介護保険課所管分） 

介護保険課 ５ 

 

  



【障がい福祉部会】― 資料２ 

○制定 

 条例等名称 担当課 ページ 

（１） 八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（仮称） 

障がい福祉課 ３ 

（２） 八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（仮称） 

障がい福祉課 ４ 

（３） 八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（仮称） 

障がい福祉課 ４ 

（４） 八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（仮称） 

障がい福祉課 ４ 

（５） 八戸市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める

条例（仮称） 

障がい福祉課 ５ 

（６） 八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 

 

障がい福祉課 ５ 

 

 

【社会福祉部会】― 資料３ 

○制定 

 条例等名称 担当課 ページ 

（１） 八戸市民生委員定数条例（仮称） 福祉政策課 ２ 

（２） 八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 生活福祉課 ３ 

 

○改正 

 条例等名称 担当課 ページ 

（１） 八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（仮称） 福祉政策課 ５～ 

６ 

（２） 八戸市健康福祉審議会規則の一部を改正する規則（仮称） 福祉政策課 ５～ 

６ 
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資料１ 

■ 介護・高齢福祉部会 開催報告   

（中核市移行に伴う条例制定等について）  

 

 

○ 部会において、中核市移行に伴う条例制定等について審議した。開催の内容は以下の

とおり。 

 

 

 平成２７年度 第３回  介護・高齢福祉部会 

日時：平成 28年２月 15日（月） 13:00-14:00 

場所：八戸市庁 別館２階 会議室Ｃ 

結果：中核市移行に伴う「指定居宅サービス」・「指定介護予防サービス」・「指定居宅

介護支援」・「指定介護老人福祉施設」・「介護老人保健施設」・「指定介護療養型

医療施設」・「養護老人ホーム」・「特別養護老人ホーム」・「軽費老人ホーム」に

係るサービス基準条例の制定等について、一括して審議し、了承を得た。          

意見等：なし 
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介護保険法に基づく条例の制定・一部改正(案)の概要について 
 

１．条例制定  

 

⑴ 条例の趣旨  

 

  平成 29年１月からの中核市への移行に伴い、県から指定・指導監督権限が移譲される介

護保険施設・サービスについて、各施設・事業者の指定等に関する基準を定めるもの。 

  制定にあたっては、厚生労働省令で定められている基準を参照する。 

 

 制定する条例 サービス種類 省令 

① 八戸市指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例(仮称) 

居宅サービス  

※ｱ 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準(平成 11年３月 31日

厚生省令第 37号) 

② 八戸市指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準等を定め

る条例(仮称) 

居宅介護支援 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準(平成 11年３月 31日厚生

省令第 38号) 

③ 八戸市指定介護老人福祉施設の人員、

設備及び運営に関する基準等を定め

る条例(仮称) 

介護老人福祉

施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運

営に関する基準(平成 11年３月 31日厚生

省令第 39号) 

④ 八戸市介護老人保健施設の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例(仮称) 

介護老人保健

施設 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準(平成 11 年３月 31

日厚生省令第 40号) 

⑤ 八戸市指定介護療養型医療施設の人

員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例(仮称) 

介護療養型医

療施設 

(旧)指定介護療養型医療施設の人員、設備

及び運営に関する基準(平成 11 年３月 31

日厚生省令第 41号) 

⑥ 八戸市指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例(仮称) 

介護予防サー

ビス 

※ｲ 

指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準(平成 18年３月 14日

厚生労働省令第 35号) 

 ※ｱ 居宅サービス：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅

療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期

入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売 

※ｲ 介護予防サービス：介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビ

リテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、

介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入

居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売 
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⑵ 基準の類型 

条例で定める基準は、項目ごとに、 

  ・「国の基準に従い定めるもの（従うべき基準）」 

  ・「国の基準を標準として定めるもの（標準）」 

・「国の基準を参酌して定めるもの（参酌すべき基準）」 

   に分類されている。 

条例の制定に当たっては、これを踏まえ、市の実情に応じて内容を定める。 

  

⑶ 条例で規定する主な内容  

  条例で規定する主な内容と基準の類型 

項  目 基準の類型 対象サービス 

申請者の法人格の有無に関する基準 従うべき基準 
居宅サービス・居宅介護支援・介護

予防サービス 

入所定員に関する基準 従うべき基準 介護老人福祉施設 

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

人員 従業者とその員数 従うべき基準 全サービス 

設備 

居室等の床面積 従うべき基準 

居宅サービス(短期入所生活介護・短

期入所療養介護・通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）・

介護予防サービス（介護予防短期入

所生活介護・介護予防短期入所療養

介護・介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）・

介護老人福祉施設・介護老人保健施

設・介護療養型医療施設 

利用定員 標準 

居宅サービス(短期入所生活介護）・ 

介護予防サービス（介護予防短期入

所生活介護） 

運営 
サービスの適切な利用、

安全確保等に関するもの 
従うべき基準 全サービス 

上記以外 参酌すべき基準 全サービス 

 

⑷ 条例案の考え方   

・現在県が定めている条例や、既に八戸市が制定しているサービス基準条例との整合性

を図る。 

・「従うべき基準」「標準」の項目については、国の基準のとおり定める。 

・「参酌すべき基準」のうち、一部の項目について、国の基準と異なる基準を盛り込み、

それ以外は国の基準のとおりとする。 
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⑸ 国の基準と異なる基準  

   

次の項目について、国の基準と異なる基準を定める。 

① 居室の定員  

対象サービス 国の基準 条例案 

指定介護老人福祉施設 
居室の定員→１人（サービスの提供上

必要と認められる場合→２人） 
居室の定員→４人以下 

【考え方】低所得の利用者への配慮及び県条例・地域密着型介護老人福祉施設との整合性を

図るため。 
 

② サービス提供に関する記録の保存期間  

対象サービス 国の基準 条例案 

全サービス 

サービスの提供に関する

記録を整備し、完結の日

から２年間保存する。 

サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日か

ら２年間（具体的なサービス内容等の記録について

は５年間）保存する。 

【考え方】介護報酬の返還請求の時効は、地方自治法により５年であるのに対し、サービス

提供に関する記録の保存期間は２年となっており、返還請求をする際、必要な記録が残

っていない場合が想定されるため。 
 

③ 非常災害対策  

対象サービス 国の基準 条例案 

・指定居宅サービス（通所介

護・短期入所生活介護） 

・指定介護予防サービス（介

護予防短期入所生活介護） 

非常災害に関する具体的計画を立

て、関係機関への通報及び連携体

制の整備のほか、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行う。 

「避難等の訓練の実施に

当たって、地域住民の参加

が得られるよう連携に努

める」規定を追加する。 

【考え方】国の基準では一部のサービスに、「避難等の訓練の実施に当たって、地域住民の参

加が得られるよう連携に努める」規定を設けているが、八戸市では、利用者の安全・安

心の確保のため、この規定の対象を、訪問系サービスを除く全てのサービスに広げてい

る。これまで制定したサービス基準条例との整合性を図る観点から、居宅サービスと介

護予防サービスのうち、通所介護・短期入所生活介護について、同様の規定を追加する。 
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２．一部改正  

 

⑴ 八戸市手数料条例の一部を改正する条例（仮称）  

 

  中核市移行に伴い、市が新たに徴収することとなる各種手数料を市の手数料条例に追加

し、併せて条例別表を整理する。 

介護保険法関係事務では、「青森県介護保険法関係手数料の徴収等に関する条例」に定める

額と同額の手数料を徴するものとして改正する。 

 

手数料を徴収する事務 名称 金額 

介護保険法第 94条第１項の規定による介護老

人保健施設の開設の許可申請に対する審査 

介護老人保健施設開設許可

申請手数料 

63,000円 

介護保険法第 94条第２項の規定による介護老

人保健施設の変更の許可（構造設備の変更を

伴うものに限る。）の申請に対する審査 

介護老人保健施設変更許可

申請手数料 

33,000円 

 

 

⑵ 八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例（仮

称） 

 

引用している厚生労働省令の条項について、八戸市条例の条項に改める等、所要の改正

をする。 

 

⑶ 八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例（仮称） 

 

引用している厚生労働省令の条項について、八戸市条例の条項に改める等、所要の改正

をする。 

 

 

 

３．施行期日  

 

  平成 29 年１月１日 
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八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 

の制定について 

 

１ 条例の目的 

平成２９年１月からの中核市移行に伴い、青森県が許認可権限を有している老人福祉施設等が、八

戸市の所管となるため、施設設備及び運営等に関する基準について、本市の条例を制定するもの。 

 

２ 条例の構成 

項 目 内 容 

（1）総 則 趣旨 

（2）基本方針 基本方針 

（3）設備及び運営

に関する基準 

構造設備等の一般原則、設備の専用、職員の資格要件、職員の専従、運営規程、

非常災害対策、記録の整備、設備の基準、職員配置の基準、入所申込者等に対

する説明等、対象者、入退所、サービスの提供の記録、利用料の受領、サービ

ス提供の方針、食事、生活相談等、居宅サービス等の利用、健康の保持、施設

長の責務、生活相談員の責務、勤務体制の確保等、定員の遵守、衛生管理等、

協力医療機関等、掲示、秘密保持等、広告、苦情への対応、地域との連携等、

事故発生の防止及び発生時の対応 

 

３ 条例の概要 

項 目 内 容 

（1）総 則 条例の趣旨 

（2）基本方針 軽費老人ホームの運営及びサービス提供に関する基本方針 

（3）設備及び運営

に関する基準 

軽費老人ホームにおける設備・職員配置・運営に関する基準 

 

４ 条例案の考え方 

 

○ 現行の基準は県条例（※1）によって規定されており、県条例は国基準（※2）に準じた内容になっ

ています。 

○ 現状において、各施設の設備及び運営状況に支障がないと認められることから現行の基準を維持

した内容となっており、市独自の基準はありません。 

 

※1 県条例：青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 25 年３月

27日 青森県条例第 12号） 

※2 国基準：軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成 20年厚生労働省令第 107号） 
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八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 

の制定について 

 

１ 条例の目的 

平成２９年１月からの中核市移行に伴い、青森県が許認可権限を有している老人福祉施設等が、八

戸市の所管となるため、施設設備及び運営等に関する基準について、本市の条例を制定するもの。 

 

２ 条例の構成 

項 目 内 容 

（1）総 則 趣旨 

（2）基本方針等 基本方針、構造設備の一般原則、設備の専用、職員の資格要件、職員の専従、

運営規程、非常災害対策、記録の整備 

（3）設備に関する基準 規模、設備の基準 

（4）人員に関する基準 職員の配置の基準 

（5）運営に関する基準 居室の定員、入退所、処遇計画、処遇の方針、食事、生活相談等、居宅サービ

ス等の利用、健康管理、施設長の責務、生活相談員の責務、勤務体制の確保等、

衛生管理等、協力病院等、秘密保持等、苦情への対応、地域との連携等、事故

発生の防止及び発生時の対応 

 

３ 条例の概要 

項 目 内 容 

（1）総 則 条例の趣旨 

（2）基本方針等 養護老人ホームにおける処遇計画、設備、人員、運営等に係る基本方針 

（3）設備に関する基準 養護老人ホームにおける建物や設備（居室、静養室、食堂、集会室等）に関す

る基準 

（4）人員に関する基準 養護老人ホームにおける職員配置（職種、資格、員数等）に関する基準 

（5）運営に関する基準 処遇等に関する詳細な運営に関する基準 

 

４ 条例案の考え方 

 

○ 現行の基準は県条例（※1）によって規定されており、県条例は国基準（※2）に準じた内容になっ

ています。 

○ 現状において、各施設の設備及び運営状況に支障がないと認められることから現行の基準を維持

した内容となっており、市独自の基準はありません。 

 

※1 県条例：青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 25 年３月

27日 青森県条例第 12号） 

※2 国基準：養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和 41年厚生省令第 19号） 
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八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 

の制定について 

 

１ 条例の目的 

平成２９年１月からの中核市移行に伴い、青森県が許認可権限を有している老人福祉施設等が、八戸市

の所管となるため、施設設備及び運営等に関する基準について、本市の条例を制定するもの。 

 

２ 条例の構成と概要 

構 成 概 要 

（1） 総 則 条例の趣旨 

（2） 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準  特別養護老人ホームにおける設備・人員・運営に関する全般的な基準  

（3） ユニット型特別養護老人ホームの基本 方針並びに設備及び運営に関する基準  ユニット型特別養護老人ホームにおける設備・人員・運営に関する基準  

（4） 地域密着型特別養護老人ホームの基本 方針並びに設備及び運営に関する基準  地域密着型特別養護老人ホームにおける設備・人員・運営に関する基準  

（5） ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム の基本方針並びに設備及び運営に関する基準  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける設備・人員・運営に関する基準 

 

３ 条例案の考え方と市独自の基準 

○ 条例案の考え方 

   現行の基準は県条例（※1）によって規定されており、県条例は概ね国基準（※2）に準じた内容にな

っていますが、居室の定員については、独自基準を定めており、市においても県条例と同じ基準を追加

します。 

 

○ 入所者の処遇の状況に関する記録の保存期間については、一部について市独自の基準を追加します。 

※1 県条例：青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 25年３月 27

日青森県条例第 12号） 

※2 国基準：特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 46号） 

 

○ 市独自の基準 

次の項目について、国の基準と異なる基準とします。 

（１）居室の定員 

国の基準 条例案 

居室の定員→１人（サービス提供上必要と認められる場合→２人）  居室の定員→４人以下 

【考え方】低所得の利用者への配慮及び県条例との整合性を図るため。 

 

（２）入所者の処遇の状況に関する記録の保存期間 

国の基準 条例案 

入所者の処遇の状況に関する記録を整備し、

完結の日から２年間保存する。 

入所者の処遇の状況に関する記録を整備し、完結の日から２年間  

（行った具体的な処遇の内容等の記録については５年間）保存する。  

【考え方】介護報酬の返還請求の時効は、地方自治法により５年であるのに対し、入所者の処遇

の状況に関する記録の保存期間は２年となっており、返還請求をする際、必要な記録が残って

いない場合が想定されるため。 
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資料２ 

■ 障がい福祉部会 開催報告   

（中核市移行に伴う条例制定等について）  

 

 

○ 部会において、中核市移行に伴う条例制定について説明・審議した。開催の内容は以

下のとおり。 

 

 

 平成２７年度 第２回 障がい福祉部会 

日時：平成 28年 2月 12日（金） 15:00-16:00 

場所：八戸市庁 本館３階 議会第一委員会室 

結果：障害福祉サービス事業者の指定に関する条例の制定について説明をした。  

意見等：なし 

 

平成２８年度 第１回 障がい福祉部会 

日時：平成 28年 8月 17日（水） 13:00- 

場所：八戸市庁 本館３階 議会第一委員会室 

結果：「八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（仮称）」、「八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（仮称）」、「八戸市障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例（仮称）」、「八戸市障害者支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例（仮称）」、「八戸市地域活動支援センターの設

備及び運営に関する基準を定める条例（仮称）」及び「八戸市福祉ホームの設

備及び運営に関する基準を定める条例（仮称）」の制定について審議予定。  

意見等： 
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中核市移行に伴う条例の制定について（障がい福祉部会） 

 

１ 条例制定の趣旨 

障害福祉サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準等は、「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）の規定により、都道

府県又は指定都市・中核市が条例で定めることとされている。 

このため、当市の中核市移行に伴い、新たに条例を制定するものである。 

 

 ⑴ 条例で定める基準等 

・ 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（法第 30条及 

び第 43条） 

・ 指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る者（法第 36条） 

・ 指定障害者支援施設の指定等に係る者（法第 38条） 

・ 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（法第 44条） 

・ 障害福祉サービス事業等の設備及び運営に関する基準（法第 80条） 

・ 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（法第 84条） 

 

 ⑵ 基準等の内容 

障害福祉サービス事業者等が、法に規定するサービスを適切に実施するため必要な 

最低限度の基準等 

人員に関する

基準 

従業者の技能、人員配置等に関する基準 

（管理者、サービス管理責任者、生活支援員等の員数等） 

設備に関する

基準 

事業所に必要な設備等に関する基準 

（居室、食堂、浴室、便所等の設備等） 

運営に関する

基準 

サービス提供に当たって、事業所が行わなければならない事項や留

意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準 

（内容及び手続の説明及び同意、サービスの提供の記録、勤務体制

の確保、衛生管理、秘密保持、苦情解決、事故発生時の対応等） 

指定等に係る

者 
事業者等の指定等に係る者（法人格の有無） 

 

２ 新たに制定する条例 

現在、市内の障害福祉サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準等は、青森

県の条例で定められており、国が定める基準を県の基準としている。 

当市が条例を制定するに当たっては、適切な施設の運営維持の観点から、国が定める

基準を市の基準として定める。 

 ・ 条 例 数 ６件 

 ・ 施行期日 平成 29 年１月１日 
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 ⑴ 八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（仮称） 

 

趣  旨 
指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等（法に基

づく給付を支払う対象として満たさなければならない基準等）を定める。 

対象事業 

居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、

入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援など

を総合的に行う。 

同行援護 

視覚障害により移動に著しい困難がある人に、外出に同行

し移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を

行う。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険

を回避するために必要な支援、外出支援を行う。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、

療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の

介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を

提供する。 

短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含

め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

重度障害者 

等包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービ

スを包括的に行う。 

自立訓練 

(機能訓練･ 

 生活訓練) 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、

身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

就労継続支援 

(Ａ型･Ｂ型) 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとと

もに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

（Ａ型=雇用型、Ｂ型=非雇用型） 

共同生活援助 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ

又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う。 

多機能型 生活介護や自立訓練等の事業を一体的に行う。 

市の基準 

と す る 

国の基準 

人員、設備 

及び運営に 

関する基準 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 171号） 

申請者に  

関する基準 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行規則（平成 18年厚生労働省令第 19号）第 34条の

21 
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 ⑵ 八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条 

例（仮称） 

 

趣  旨 
指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等（法に基づく

給付を支払う対象として満たさなければならない基準等）を定める。 

対象事業 
障 害 者 

支援施設 

施設入所支援を行うとともに、施設障害福祉サービス（生

活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援又

は就労継続支援Ｂ型）を行う施設 

市の基準 

と す る 

国の基準 

人員、設備 

及び運営に 

関する基準 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営

に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 172号） 

申請者に  

関する基準 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行規則（平成 18年厚生労働省令第 19号）第 34条の

24の２ 

 

 ⑶ 八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 

 

趣  旨 
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（社会福祉施設とし

て満たさなければならない基準）を定める。 

対象事業 
療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、多機能型 

市の基準 

と す る 

国の基準 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働

省令第 174号） 

 

 ⑷ 八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 

 

趣  旨 
障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（社会福祉施設として満た

さなければならない基準）を定める。 

対象事業 
障 害 者 

支援施設 

施設入所支援を行うとともに、施設障害福祉サービス（生

活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援又

は就労継続支援Ｂ型）を行う施設 

市の基準 

と す る 

国の基準 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第

177号） 
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 ⑸ 八戸市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 

 

趣  旨 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める。 

対象事業 
地域活動支援センター（創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会と

の交流等を行う施設） 

市の基準 

と す る 

国の基準 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働

省令第 175号） 

 

 ⑹ 八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 

 

趣  旨 福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める。 

対象事業 
福祉ホーム（住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供

するとともに、日常生活に必要な支援を行う施設） 

市の基準 

と す る 

国の基準 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 176

号） 
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資料３ 

■ 社会福祉部会 開催報告   

（中核市移行に伴う条例制定等について）  

 

 

○ 中核市移行に伴う条例制定等について審議するために部会を開催した。開催の内容は

以下のとおり。 

 

 

 平成２８年度 第１回 社会福祉部会 

日時：平成 28年 7月 25日（月） 13:30-14:00 

場所：八戸市庁 本館３階 議会第三委員会室 

結果：「八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（仮称）」及び「八

戸市健康福祉審議会規則の一部を改正する規則（仮称）」、「八戸市民生委員定

数条例（仮称）」並びに「八戸市保護施設の設備及び運営の基準に関する条例

（仮称）」について審議し、了承を得た。  

意見等：なし 
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八戸市民生委員定数条例（仮称）の制定について 

 

１．制定の背景 

中核市への移行に伴い、民生委員法（昭和 23年法律第 198号）第４条第１

項の規定に基づき、市が民生委員の定数を定めるものである。 

民生委員法（抜粋） 

第４条 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の

区域ごとに、都道府県の条例で定める。 

※前条の区域＝市町村の区域 

※同法第 29条により、都道府県が処理することとされている事務で政令で定

めるもの（民生委員に関する事務を含む）は、中核市が処理するものとさ

れている。 

 

２．制定の骨子案 

民生委員法（昭和 23年法律第 198号）第 4条第 1項の規定による民生委員

の定数は、509人とする。 

  条例の施行日は、平成 29年 1月 1日を予定。 
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八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称） 

の制定について  

 

 

１．条例の趣旨（目的） 

平成２９年１月１日に八戸市が中核市に移行することに伴い、これまで青森県が基準を定め
ていた生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営に関する権限が八戸市に移譲される。 

現在、市内には保護施設はないが、新規に設置する際の基準等を設ける必要があるため条例
を定めるもの。 

 

 

２．保護施設の概要と種類 

保護施設は、生活保護法に基づく保護（生活保護）を実施するために設置される福祉施設
である。 
生活保護は居宅保護を原則としているが、居宅保護では保護の効果を期待できない場合、

本人の同意を得て収容保護（保護施設での保護）を行うことができるとされている。 
保護施設には、「救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設」の 5種類

の施設がある。（生活保護法第 38条） 

 

保護施設 概       要 

救護施設 
身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困

難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設。 

更生施設 
身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保

護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設。 

医療保護施設 
医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的と

する施設。  

授産施設 

身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限ら

れている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会

及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設。 

宿所提供施設 
住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とす

る施設。  

 

 

３．条例の考え方 

保護施設は全国どの地域にある施設であっても、同程度の設備及びサービスで運営されるこ
とが求められることから、厚生労働省令が示している基準のとおり条例を定める。（青森県も厚
生労働省令のとおり条例を制定している） 

ただし、医療保護施設については、省令に規定がないため、基準に関する運用通知（厚生労
働省社会・援護局長通知 平成２３年１２月２８日 社援発１２２８第１号）に基づき、条例を
定めることとする。 
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４．条例の構成 

 

（１）総則 

   条例の趣旨、救護施設等の基本方針、構造設備の原則、職員の資格要件、職員の専従、
苦情への対応、非常災害対策、帳簿の整備について規定。 

 

（２）救護施設 

   救護施設の規模、設備の基準、職員の配置の基準、衛生管理及び生活指導等について
規定。 

・定  員 ３０人以上  
・居  室 １人当たりの床面積３．３平方メートル以上  
・職員配置 施設長、医師、生活指導員、介護職員、看護師又は准看護師、栄養士、
 調理員 

 

（３）更生施設 

   更生施設の規模、設備の基準、職員の配置の基準、生活指導及び作業指導等について
規定。 

・定  員 ３０人以上 
・居  室 １人当たりの床面積３．３平方メートル以上 
・職員配置 施設長、医師、生活指導員、作業指導員、看護師又は准看護師、栄養士、
 調理員 

 

（４）医療保護施設 

医療保護施設は、医療法等に規定する基準に従って適切な運営を行うことを規定。 

 

（５）授産施設 

授産施設の規模、設備の基準、職員の配置の基準及び自立指導等について規定。 

・定  員 ２０人以上 

・職員配置 施設長、作業指導員 

・設  備 作業室、作業設備等 

（６）宿所提供施設 

宿所提供施設の規模、設備の基準および職員の配置等の基準について規定。 

・定  員 ３０人以上 

・居  室 １人当たりの床面積３．３平方メートル以上 

・職員配置 施設長 

 

 

 

５．施行期日 

   平成２９年１月１日 
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八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（仮称）及び 

八戸市健康福祉審議会規則の一部を改正する規則（仮称）について 

 

１．改正の背景 

中核市への移行に伴い、社会福祉法第７条第１項に定める「地方社会福祉審

議会」を設置しなければならないため、八戸市健康と福祉のまちづくり条例を

改正し、既存の八戸市健康福祉審議会（以下「審議会」という。）を地方社会

福祉審議会として位置づける。 

 

２．改正の概要 

（１）八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（仮称） 

① 審議会に、地方社会福祉審議会としての役割及び職務を追加する。 

② 審議会を組織する委員の選任要件に「市議会の議員」を追加する。 

③ 委員の定数を 30人から 35人に変更する。 

（２）八戸市健康福祉審議会規則の一部を改正する規則（仮称） 

① 審議会に、専門分科会を置き、新たに民生委員審査専門分科会を置く。 

② 専門分科会に必要に応じて部会を置き、障がい者福祉専門分科会に障がい

者福祉専門審査部会を置く。 

③ 委員等は、その職を退いた後も含め、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

 

３．改正後の体制 

  別紙のとおり 

 



別　紙　　　　

 【 現行 】  【中核市移行後 】

～民生委員の適否の審査～

※部会は、規則第5条第2項に基づき設置

障がい福祉部会 障がい者福祉専門分科会

身体障害者福祉専門分科会　

　　　　　　　【既存の部会に位置付け】

～身障者の福祉に関する調査審議～

審査部会　【新設】

～障害の程度の調査審議～

健康・保健部会 健康・保健専門分科会

介護・高齢福祉部会 介護・高齢福祉専門分科会

社会福祉部会 社会福祉専門分科会

　　　　情報共有 　　　　情報共有

○民生委員審査専門分科会は、社会福祉法第11条第１項に基づき設置され、

解職等に係る民生委員の適否（適格性）の審査に関する調査審議を行う。

○審査部会は、社会福祉法施行令第３条第１項に基づき設置され、

身体障がい者の障がい程度の審査に関する調査審議及び

身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定に関する調査審議を行う。

中核市移行後の健康福祉審議会（八戸市地方社会福祉審議会の設置）

地域包括支援センター運営協議会

地域密着型サービス運営委員会

地域包括支援センター運営協議会

地域密着型サービス運営委員会

・部会長は、専門分科会委員から委嘱

・審査する医師は専門委員として委嘱

八戸市健康福祉審議会
※健康と福祉のまちづくり条例第32条

八戸市健康福祉審議会
（　＝　八戸市地方社会福祉審議会）

【新設】　※社会福祉法第11条第1項に基づき設置　（必置）

民生委員審査専門分科会　【新設】

※社会福祉法第11条第1項に基づき設置（必置）

※施行令第3条第1項に基づき設置（必置）

※分科会は、規則第7条第2項に基づき設置

八戸市子ども・子育て会議
※子ども・子育て会議条例第1条

八戸市子ども・子育て会議
※子ども・子育て会議条例第1条

 6


