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 我が国では、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により、福祉を取り巻く環境が大きく変化していま

す。 

 そこで当市では、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

指し、その基本的な指針となる「八戸市地域福祉計画」を平成 18年３月に策定しました。 

 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います。 

 また、平成 19 年４月施行の「八戸市健康と福祉のまちづくり条例」においては、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、また、市として計画の適切な進行管理を行うことと規定しております。 

 これらのことから、地域福祉計画の進行管理については、市担当部局とともに、八戸市健康福祉審議会社会福祉専門分科会が行うこととな

っております。 

 第２期計画（平成 23～27年度）の評価は、ほぼ順調に施策を推進しているという結果でしたが、市民アンケートの調査結果では住民と市

との協働による地域づくりへの関心が高まっていること、将来への不安を感じる人が増えていることから、これらを踏まえて計画を見直し、

引き続き既存の施策や事業の充実を図るとともに、新たな事業を盛り込んだ第３期計画を策定いたしました。 

市民の皆様には、この報告書をご覧いただき、今後とも計画への積極的な参加、協力をお願いします。 

 

 

目 次 
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基本目標２「個人が尊重され誰もが公平に福祉サービスを受けられる体制の充実」の実施状況 ・・・ 11ページ 

基本目標３「共に支え合い、安心して暮らせる地域づくり」の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・ 19ページ 

基本目標４「福祉の心づくりと人材育成」の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36ページ 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

市民一人ひとりが健康で、共に支え合う安心・安全な地域社会の実現 

１：健康で生きがいのある生活を送

ることができる地域社会の実現 

１）適切なケアマネジメントの推進 

２）高齢者や障がい者等の社会活動支援 

３）地域医療の連携推進 

４）ワーク･ライフ･バランスの実現 

２：個人が尊重され誰もが公平に福

祉サービスを受けられる体制の

充実 

１）自立支援と権利擁護の推進 

２）相談支援・情報提供体制の充実 

３）きめ細かなサービスの提供と質の向上 

３：共に支え合い、安心して暮らせ

る地域づくり 

１）地域の防災・防犯対策の充実 

２）住民同士が支え合う活動の促進 

３）ボランティア・ＮＰＯ活動の支援と協働の推進 

４）暮らしやすい環境の整備 

４：福祉の心づくりと人材育成 

１）地域福祉を担う人材や団体等の育成、支援 

２）福祉教育の推進と福祉意識の醸成 

３）世代間交流の促進 
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■基本目標１「健康で生きがいのある生活を送ることができる地域社会の実現」の実施状況 

 

 

 

 

  施策（１）適切なケアマネジメントについて 

ほぼ全ての事業を実施しており、「介護・認知症予防センター事業」は平成 32年度の開設に向けた検討を重ねている。 

  

 施策（２）高齢者や障がい者等の社会活動支援について 

「高齢者バス特別乗車証支給事業」や「障がい者バス特別乗車証支給事業」など、全ての事業が実施されている。 

 

  施策（３）地域医療の連携推進について 

急性期における患者の医療の確保に努め、新聞やホームページ等を通じ、市民への周知を図った。継続訪問（訪問指導）については、

医療機関や他自治体等との連携を図り、継続性のある支援に努めた。 

 

  施策（４）ワーク・ライフ・バランスについて 

    広報誌への記事の掲載やポスターの掲示等により、様々な分野で活躍するロールモデルやワーク・ライフ・バランス推進事業所の

取組事例紹介等の発信に努めた。 

【総括】 

18推進事業のほぼ全てを実施しており、順調に施策を推進している。 
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施策(1)  適切なケアマネジメント 

 

 ＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

地域包括支援センター

運営事業 

 市が設置・運営し、高齢者など

に対する総合相談や、介護予防マ

ネジメントを行う。 

継続 実施     高齢福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・高齢者の虐待を含む総合相談への対応、地域高齢者見守りのネットワーク推進、介護支援専門員の支援、認知症の対応のほか、介護予防活動や介護予防ケア

マネジメント等高齢者に関わる幅広い活動を実施。 

 ・高齢福祉課内に直営でセンターを設置しているが、平成 27年度から在宅介護支援センターに併設する形でサブセンターを設置しており、平成 30年度からは

外部委託により運営を行う予定。 

 

2 

介護・認知症予防セン

ター事業 

 総合保健センターに、介護・認

知症予防センターを設置し、いつ

でも誰でも介護予防（認知症含

む）に関する相談や支援ができる

体制を構築する。 

新規 検討中     高齢福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 25 年度から検討開始。 

・25年に東京都府中市、26 年に千葉県柏市へ視察実施。 

・総合保健センターの設計にあわせ、事業内容や配置人員、機材についての検討開始。直営で行う介護予防の拠点として検討を重ね、32 年度の開設に向ける。 

 

3 

介護予防ケアマネジメ

ント事業 

 高齢者のうち要介護状態となる

おそれの高い人に対して、心身の

状況等を把握して要因を分析し、

予防するための計画を作成する。 

新規 実施     高齢福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 28 年 10月から介護予防・日常生活支援総合事業が開始となり、対象者が拡大している。 

・今後も介護予防ケアマネジメントの新たな類型の設定について検討していく。 
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施策(2)  高齢者や障がい者等の社会活動支援 

 

 ＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

ボランティアポイント

事業 

社会参加を通じた介護予防の促

進のため。高齢者が介護保険施設

等で行うボランティア活動に対し

てポイントを付与する事業を行

う。 

継続 実施     

高齢福祉課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 23 年度から八戸市社会福祉協議会が市の委託を受け、実施。 

・介護施設でのボランティア活動を通じて、自らの介護予防が図られるほか、高齢者の社会参加、地域貢献が期待される。今後も高齢者の介護予防促進の 

ため、市民への事業周知に努め、特に男性の参加促進を図る。 

 ・平成 28 年度実績 ：登録会員数 469人、活動実人数 121人(男性 17人・女性 104 人)、受入施設 70 施設 

  

2 

高齢者ほっとサロン事

業 

 高齢者の閉じこもりや孤独感を

解消し、会食やレクリエーション

を通して仲間づくりの輪を広げ、

心身機能の維持向上を図ることを

目的に小地域ごとに開催する。 

継続 実施     

高齢福祉課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

・平成 16年度から八戸市社会福祉協議会が市の委託を受け、実施。 

・実施地区においては、一人暮らし高齢者等の孤独感の解消や仲間づくり、心身機能の向上の一助となっており、各地区創意工夫を凝らしながら実施してい 

る。 

・今後も地区社協への支援を継続的に行い、事業の推進を図るとともに、八戸市内全地区での活動実施を目指し、課題である未実施地区の解消やサロン運営を 

主体的に担うボランティアの確保・育成に取り組む。 

・平成 28年度実績 ：実施地区 23 地区（サロン数 60）、実施回数 594回、参加延べ人数 16,507 人 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

3 

高齢者バス特別乗車証

支給事業 

高齢者の生きがいづくりや社会

参加促進のため、70 歳以上の高齢

者（身体障害者手帳１～４級、愛

護手帳及び精神障害者保健福祉手

帳の所持者を除く）に対し、１年

間利用できるバス特別乗車証を交

付する。 

新規 実施     高齢福祉課 

【事業の実施状況等】 

・昭和 49年度に事業開始。 

・今後も高齢者の生きがいづくりや社会参加促進のため、事業を継続していく。 

・平成 28年度実績 ：交付者数 14,910人 

 

4 

障がい者バス特別乗車

証支給事業 

６歳以上の障がい者に、市営バ

ス及び南部バスの市内全路線で使

用できるバス特別乗車証を交付す

る。 

新規 実施     障がい福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 28 年度実績 ：交付者数 4,301件 

 

5 

自動車運転免許取得・

改造事業 

自動車運転免許取得及び自動車

改造に要した経費を助成する 
新規 実施     障がい福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 28 年度実績 ：自動車運転免許取得費   ９件 900,000 円 

自動車改造費           ０件    ０円 

  



7 

 

 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

6 

意思疎通支援事業 

聴覚障がい者等が、手話通訳又

は要約筆記を必要とする場合に手

話通訳者等を派遣する。また、手

話奉仕員養成事業に要する経費の

補助を行う。 

新規 実施     障がい福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 28 年度実績 ：手話通訳者派遣 254 件 

要約筆記者派遣 ４件 

手話奉仕員養成事業 受講者 37 人 

手話通訳者養成研修事業 受講者 19人 

  

7 

障がい者就労支援団体

ネットワーク事業 

障がい者の就労に関する情報の

提供・共有や、意見交換等を行う

会議及び市民を含めた研修会を開

催する。 

新規 実施     

障がい福祉課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

 ・障がい者就労支援事業所等とのネットワーク会議を開催し、取り組み事例などの情報交換を行った。 

 ・障がい者と雇用者及び従業員との間をつなぐ人材を育成することを目的に、就労サポーター養成講座を開催した。 

 ・平成 28 年度実績 ：ネットワーク会議  ５回、延べ 200 人参加 

研修会  １回、96 人参加 

就労サポーター養成講座 ７講座、延べ 156人参加 

 

8 

各種公民館活動 

各地域の特性を生かした学習活

動を推進し、魅力ある地域づくり

ができるような講座を実施する。 

継続 実施     社会教育課 

【事業の実施状況等】 

 ・地区公民館において、地域住民への学習機会の提供を目的に、各種講座（公民館活動教室、青年学級、女性学級、高齢者教室、市民学校、家庭教育学級、移

動公民館、市民 IT 講習会）を実施している。 

・今後も地域の特性を生かした講座の開催に努める。 

・平成 28年度実績 ：講座の開催 2,232回、延べ時間 5,209.5 時間、参加延べ人数 42,639 人 
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施策(3)  地域医療の連携推進 

 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

 

1 

救急医療体制の確保 

第一次、第二次、第三次の救急

医療体制により、救急患者の医療

を確保する。 

継続 実施     

総合保健セ

ンター推進

室 

【事業の実施状況等】 

 ・休日夜間急病診療所、在宅当番医制、病院群輪番制及び市民病院救命救急センターにより、急性期における患者の医療の確保が図られた。 

  

2 

地域医療連携の推進 

急性期の医療機関やかかりつけ

医など、疾病や病態に応じた診療

を推進する。 

継続 実施     

総合保健セ

ンター推進

室 

【事業の実施状況等】 

・新聞やホームページ等により、休日夜間急病診療所や在宅当番医に関する情報の市民への周知が図られた。 

 

3 

継続看護(訪問指導)の

実施 

施設看護から地域看護へと一貫

性のある支援をするため、保健、

医療、福祉関係機関と連携を図り

ながら実施する。 

継続 実施     
健康づくり

推進課 

【事業の実施状況等】 

・医療機関、他自治体、地域包括支援センター、在宅介護支援センター等より依頼を受けて実施している。連携を図ることにより、継続性のある支援ができ 

る。 

・平成 28年度実績 ：母子 364 件 

成人  14件 
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施策(4) ワーク・ライフ・バランスの実現 

 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

男女共同参画社会を考

え る 情 報 誌 「 WITH 

YOU」発行事業 

市民に男女共同参画に関する家

庭・地域・職場などでの身近な話

題や情報を提供するため、分かり

やすく効果的な情報誌を発行す

る。 

継続 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

 ・男女共同参画社会を考える情報誌「WITH YOU」を年２回発行した。 

・今後も年２回、各号 8,000 部発行、市内各所で配布し、男女共同参画の意識醸成を図る。 

・平成 28年度実績 ：発行時期   平成 28 年 10月、平成 29年３月 

発行部数   各号 8,000部 

配布箇所数  各号 600ヶ所程度 

 

2 

意識啓発講演会開催事

業 

市民を対象に男女共同参画の必

要性について普及啓発を図るた

め、八戸市男女共同参画推進月間

である 10 月に意識啓発講演会を

開催する。 

継続 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

・男女共同参画意識啓発講演会(市民大学内の一講座)を開催した。 

開催日   平成 28年 10月 12 日(水) 

場所    八戸市公会堂文化ホール 

演題    「一人ひとりが輝くために～いま私にできること～」 

講師    住田 裕子 氏（弁護士、NPO長寿安心会代表） 

参加者数  494人 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

3 

ロールモデル PR事業 

ワーク・ライフ・バランスの実

現に向け、起業や就業、社会活動

等の様々な分野で活躍する方の情

報を発信する。 

新規 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

・平成 28年度より実施。 

・様々な分野で活躍するロールモデルを紹介した。 

・平成 28年度実績 ：情報誌 WITH YOU     ２回 (10月秋号、３月春号) 

八戸市 HP         ２回 

ラジオ放送（BeFM）   45回(12 人) 

広報はちのへ      ５回 

 

4 

広報・ホームページ等

による情報発信事業 

男女共同参画やポジティブ･ア

クション促進等に関する情報を広

報はちのへやホームページ等に掲

載する。また、「商工ニュース」

にワーク・ライフ・バランスや各

種休暇制度等に関する記事を掲載

する。 

新規 実施     

市民連携推 

進課 

産業労政課 

八戸商工会

議所 

【事業の実施状況等】 

 【市民連携推進課】 

・事業所に向け、ワーク・ライフ・バランス推進事業所の取組事例紹介や啓発記事を掲載した。 

・平成 28年度実績 ：情報誌 WITH YOU                        １回（10月秋号） 

八戸商工会議所発行「商工ニュース」     １回（平成 28 年 10月５日号） 

 【産業労政課】 

 ・ワーク・ライフ・バランスに関連するポスターの掲示やチラシの設置により周知した。 
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■基本目標２「個人が尊重され誰もが公平に福祉サービスを受けられる体制の充実」の実施状況 

 

 

 

 

 

  施策（１）自立支援と権利擁護の推進について 

    自立支援や権利擁護について、全事業が着実に実施されている。「日常生活自立支援事業」については、生活支援員を増加するなど

の対策をとり、待機者を解消することが課題である。 

 

  施策（２）相談支援・情報提供体制の充実について 

全事業が実施されており、相談支援・情報提供体制の充実が図られていると考えられる。 

 

  施策（３）きめ細かなサービスの提供と質の向上について 

    「休日保育の実施」や「第三者による福祉サービス事業の評価制度」等の全事業が実施されている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

【総括】 

推進事業 16事業を全てを実施しており、順調に施策を推進している。 
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施策(1) 自立支援と権利擁護の推進 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

生活困窮者自立支援制

度 

生活困窮者の早期支援と自立促

進を図るために、自立相談支援事

業の実施、住居確保給付金の支給

その他の支援を行う。 

新規 実施     生活福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 27 年度から八戸市社会福祉協議会に委託。 

・平成 28年度実績 ：自立相談     新規件数 376件 

住居確保給付金  決定件数 11件 

家計相談     相談者数 ８人 

 

2 

日常生活自立支援事業 

 高齢者や障がい者が地域で安心

して生活が送れるように、福祉サ

ービスの利用手続きや日常生活に

必要な金銭管理の援助等を行う。 

継続 実施     

福祉政策課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

・平成 11年 10 月から、八戸市社会福祉協議会が青森県社会福祉協議会の委託を受け、８市町村を対象に事業を実施している。 

・平成 27年度から事業を担当する専門員（職員）を２人配置し、相談体制の充実を図っている。 

・利用希望者に対して、支援する生活支援員が不足しており待機者がいる状況である。 

・平成 28年度実績 ：実利用者数 78人（市内 47人・市外 31人） 

生活支援員 42 人（市内 22 人・市外 20人） 

 

3 

成年後見制度利用支援

事業 

高齢者や障がい者などの成年後

見制度利用にあたり、必要経費負

担能力のない人に対して経費の一

部又は全部を助成する。 

継続 実施     
高齢福祉課 

障がい福祉課 

【事業の実施状況等】 

【高齢福祉課】 

・平成 28年度実績〈高齢者〉  ：市長申立て件数 ３件、報酬助成 ２件 

【障がい福祉課】 

・平成 28年度実績（障がい者） ：市長申立て件数 １件、報酬助成 ０件 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

 

4 

権利擁護支援事業 

市長による成年後見の申立てへ

の支援や申立て費用及び後見人へ

の報酬費用の助成、障がい者虐待

に関する普及啓発活動の推進、虐

待対応ケース会議の運営を行う。 

新規 実施     障がい福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・成年後見関係（再掲） 

平成 28年度実績 ：市長申立て １件，報酬助成 ０件 

・虐待対応ケース会議に係る運営を行なった。 

 

5 

成年後見センター設

置・運営事業 

年齢や障がいの有無の区別なく

相談対応ができる権利擁護センタ

ーを設置し、成年後見制度を推進

する。 

新規 実施     高齢福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 28 年５月から八戸市社会福祉協議会へ委託し実施。 

・平成 28年度実績 ：相談件数 307件 

  

6 

虐待等対策事業 

高齢者・障がい者・子どもへの

虐待、ＤＶ、いじめ等について、

保健・医療・福祉・介護・教育等

の関係機関の分野横断的な連携に

より、総合的な対策を講じる。 

継続 実施     福祉政策課 

【事業の実施状況等】 

 ・「八戸市虐待等の防止に関する条例」の理念に基づき、虐待等の防止に関する施策の充実を図るため、「八戸市虐待等防止対策会議」を設置。 

・平成 28年度は「いじめ防止対策推進法」及び「八戸市いじめ防止基本方針」に基づく重大事態発生時の再調査機関として、当会議を位置づけするための 

条例の一部改正、必要に応じ再調査機関である「いじめ調査専門部会」の設置が出来るようにするための、規則の一部改正を行った。 

・平成 28年度実績 ：八戸市虐待等防止対策会議 ２回開催（各課所管の会議について並びにいじめ調査専門部会の設置についてなど） 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

7 

高齢者・障がい者虐待

対策ケース会議 

高齢者及び障がい者虐待に対す

る支援策や関係機関の連携体制構

築などについての意見を聴取す

る。 

新規 実施     
高齢福祉課 

障がい福祉課 

【事業の実施状況等】 

 【高齢福祉課】 

・平成 28年度実績 ：実施無し 

【障がい福祉課】 

・平成 28年度実績 ：１回実施 
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施策(2) 相談支援・情報提供体制の充実 

 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

福祉サービスの苦情相

談・解決事業 

福祉サービスに関する利用者等

からの苦情を適切に解決するた

め、助言、相談、調査、あっせん

等を行う。 

継続 実施     

関係各課 

県社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

 ・福祉サービス相談センター（青森県運営適正化委員会）で、様々な福祉サービスについての苦情・相談を受け付けている。 

  

2 

障がい者相談支援事業 

専門の相談員による情報提供や

助言、福祉サービスの利用支援、

権利擁護のための必要な援助の提

供を行う。 

継続 実施     障がい福祉課 

【事業の実施状況等】 

・３事業所へ委託している。 

 

3 

様々な媒体による情報

提供 

子育ての情報や、高齢者の情報

など、対象者に応じた福祉関連の

情報を、様々な媒体を通じて提供

する。 

継続 実施     関係各課 

【事業の実施状況等】 

《健康づくり推進課》 

・「広報はちのへ」「市ホームページ」「わが家の健康カレンダー(全戸配布)」に掲載。また課窓口や各種保健事業および保育園等の関係機関を通じて情報 

 提供した。 

《子育て支援課》 

・広報はちのへ、市ホームページでの情報提供のほか、子育て情報 webサイト「はちすく」及び子育て情報メール「はちすく通信」を配信している。 

・平成 28年度実績 ：「はちすく」アクセス数   37,971件 

「はちすく通信」登録数       524件 
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施策(3) きめ細かなサービスの提供と質の向上 

 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

休日保育の実施 

認定こども園・保育所（園）に

おいて、日曜日・国民の休日等に

保育を実施する。 

新規 実施     こども未来課 

【事業の実施状況等】 

 ・市窓口や市ＨＰにおいて、実施施設について周知を行っている。 

・利用者数が増加傾向であることから、今後も実施体制の拡大に努める。 

・平成 28年度実績 ：実施施設 11 施設、利用者 3,238人 

 

2 

一時預かり事業 

家庭での保育が一時的に困難と

なった場合に認定こども園・保育

所（園）において一時的な受入を

実施するほか、幼稚園・認定こど

も園において、通常就園時間を超

える在園児の受入を実施する。 

新規 実施     こども未来課 

【事業の実施状況等】 

・市窓口や市ＨＰにおいて、実施施設について周知を行っている。 

・平成 27年度より新たな事業類型として実施 

 ①一般型：対象児童は主に非在園児 

 ②幼稚園型：従来の幼稚園における預かり保育 

 ③余裕活用型：従来の一時預かりを定員の範囲内での受入実施 

・利用者数が年々増加していることから、今後も一時的な保育等を必要とする世帯に対応できるよう事業を実施していく。 

・平成 28年度実績 ：一般型    28施設、11,732 人 

幼稚園型   23施設、67,785人 

余裕活用型  ０施設 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

3 

病児・病後児保育事業 

病気の回復期に至っていないが

症状が安定している子ども（病

児）、及び病気の回復期にあるが

集団保育が困難な子ども（病後

児）を、病院又は認定こども園・

保育所（園）で一時的に保育す

る。 

新規 実施     こども未来課 

【事業の実施状況等】 

・市窓口や市ＨＰにおいて、実施施設について情報提供を行っている。 

・今後も現状の設置箇所数を維持し、事業を継続していく。 

・平成 28年度実績 ：病児保育    ２施設、利用者 1,661人 

病後児保育   ３施設、利用者 489 人 

 

4 

軽・中程度障がい児保

育事業 

保育を要する軽・中程度の障が

い児を認定こども園・保育所

（園）に入所させ、健常児ととも

に集団保育を実施する。 

新規 実施     こども未来課 

【事業の実施状況等】 

 ・今後も事業を継続するとともに、事業内容の向上や対象となる条件の緩和など利用者増加に努める。 

・平成 28年度実績 ：中程度障がい児保育      実施施設 11 施設、利用者 29 人 

ふれあい(軽度障がい児)保育  実施施設 ９施設、利用者 17人 

 

5 

障がい福祉サービスの

給付事業 

障がい者の地域における在宅生

活を支援する「訪問系サービ

ス」、通所によるサービスの提供

により日常生活を支援する「日中

活動系サービス」、住まい・夜間

の生活を支援する「居住系サービ

ス」の利用に係る費用を給付す

る。 

新規 実施     障がい福祉課 

【事業の実施状況等】 

 平成 28年度実績 ：訪問系サービス     350人 

日中活動系サービス  2,038人 

居住系サービス     639人 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

6 

第三者による福祉サー

ビス事業の評価制度 

福祉サービスの質と信頼感を高

めるため、事業者の取組につい

て、第三者による評価を行う。 

継続 実施     

関係各課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 18 年４月から、八戸市社会福祉協議会が第三者評価機関として青森県福祉サービス第三者評価推進委員会の認証を受けて実施。16人の評価調査委員が

所属している。 

・平成 28年度実績 ：認定子ども園    ２ヵ所 

障害者支援施設  ２ヵ所 
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■基本目標３：「共に支え合い、安心して暮らせる地域づくり」の実施状況 

 

 

 

 

 

  施策（１）地域の防災・防犯対策の充実について 

    全ての事業を実施している。「防災講演会等への支援」や「自主防災組織育成事業」により、自主防災組織の育成強化が図られてい

るほか、多様な主体による安全・安心ネットワークが構築されており、今後とも継続していく必要がある。 

 

  施策（２）住民同士が支え合う活動の促進について 

    「連合町内会連絡協議会連携事業」や「「地域の底力」実践プロジェクト促進事業」など全ての事業が実施されており、地域活性化

に向けた取組が実施された。 

 

  施策（３）ボランティア・ＮＰＯ活動の支援と協働の推進について 

    全ての事業が実施されており、「元気な八戸づくり」市民奨励金制度や市民提案制度により、市民・事業者・行政の協働の取組が推

進された。 

 

  施策（４）暮らしやすい環境の整備について 

    全ての事業を実施している。「低床バスの導入」については、平成 28年度に 17台を購入し、着実に全台数に占める割合が高まって 

いる。 

 

 

【総括】 

推進事業 40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る。 
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施策(1) 地域の防災・防犯対策の充実 

 

 ＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

災害時要援護者支援事

業 

重度の障がい者や要介護度の高

い人等が、災害時における支援を

地域の中で受けられる体制を整備

する。 

継続 実施     福祉政策課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 18 年度より、事業を実施。 

・平成 26年度に、災害対策基本法の改正を受け、八戸市災害時要援護者避難支援プランを改定した。 

・町内会・自主防災会等の地域の避難支援団体と、随時協定を締結し拡充している。 

・年に一度、広報はちのへで事業の周知を図っている。 

・災害時要援護者と避難支援関係者との更なる連携を促進し、災害時の避難行動の実効性を高めていく。 

・平成 28年度実績 ：登録数 4,433人（平成 29 年３月末現在） 

 

2 

防災講演会等への支援 

自主防災組織、各種団体、学校

等が開催する防災講演会等へ講師

を派遣する。 

新規 実施     
防災危機管

理課 

【事業の実施状況等】 

・研修会での講演や図上訓練を実施。引き続き依頼があった際には講師を派遣する。 

・平成 28年度実績 ：自主防災組織  15 件 

          学校      ５件 

 

3 

自主防災組織育成事業 

自主防災組織の育成強化を図る

ため、防災資機材整備に対する費

用を補助する。 

新規 実施     
防災危機管

理課 

【事業の実施状況等】 

・未整備の団体への呼びかけを行い、引き続き防災資機材の整備を進める。 

・平成 28年度実績 ：５団体 6,347千円 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

4 

安全・安心情報発信事

業 

気象、火災、防犯、消費生活、

交通安全、危険動物等の情報を市

民の携帯電話等にメール・アプリ

配信することで、災害や事件・事

故発生時における被害の拡大防止

を図る。 

新規 実施     
防災危機管

理課 

【事業の実施状況等】 

 ・メール配信、加入促進活動並びにシステム機器更新・改修を実施。引き続き利用者の拡大を図る。 

 ・平成 28 年度実績 ：登録件数 37,961 件（平成 29 年３月末時点） 

 

5 

地域の安心・安全見守

り活動推進事業 

宅配業者、タクシー会社、新聞

販売店等と「地域の安心・安全見

守り協定」を締結し、事業者が業

務上把握した地域住民の状況や、

道路・公園等の破損箇所に関する

情報を市へ通報してもらい、必要

な対応につなげる。 

新規 実施     福祉政策課 

【事業の実施状況等】 

・見守りのネットワークを拡げ、より実効性を高めるため、事業者へ参加の呼びかけを行うほか、協定締結事業者と連携の強化を図る。 

・平成 28年度実績 ：協定締結事業者   27事業者 

通報件数      29 件 

 

6 

地域防犯管理者の養成

事業 

防犯対策にかかる一定の知識、

技能を修得するため講習会を開催

し、地域、事業所において、防犯

診断、防犯指導を行い、犯罪被害

の未然防止を図る。 

継続 実施     
くらし交通

安全課 

【事業の実施状況等】 

 ・八戸地区連合防犯協会の主催で、地域や事業所の自主的な防犯対策を推進するため、防犯対策について一定の知識や技能を修得した防犯管理者を養成するた

め講習会を開催。 

・平成 28年度実績 ：実施回数 18 回、延べ出席者数 690 人  
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

7 

新入学児童に対する防

犯笛の配布 

児童に対する犯罪を未然に防止

するため、全新入学児童に防犯笛

を配布する。 

継続 実施     
くらし交通

安全課 

【事業の実施状況等】 

 ・新入学児童及び小・中学校への市外からの転入生に対し防犯笛を配布した。 

・児童の安全及び防犯意識向上のために今後も防犯笛の配布を継続したい。 

・平成 28年度実績 ：配布数 1,974個 

 

8 

交通安全移動教室の実

施 

保育園、学校等の依頼に応じ

て、歩行教室、自転車教室、ダミ

ー衝撃テスト、映写会などの交通

安全移動教室を実施する。 

継続 実施     
くらし交通

安全課 

【事業の実施状況等】 

・保育園・学校だけではなく、高齢者の交通事故防止の一環として、教習所と連携した交通安全移動教室を実施した。 

・今後も各機関からの依頼に応じた、交通安全移動教室を実施し、交通事故防止の啓発に努めていきたい。 

・平成 28年度実績 ：実施回数 43 回、参加者数 4,337人 

 

9 

交通安全推進団体の育

成・支援 

地域や家庭での交通安全教育の

推進、関係機関の連携を図るた

め、交通安全協力員や交通安全母

の会連合会などの交通安全推進団

体の育成・支援を行う。 

継続 実施     
くらし交通

安全課 

【事業の実施状況等】 

・交通安全協力員に対し、地域における交通安全の啓発活動への支援を実施。 

・交通安全協力員連絡協議会理事会、交通安全母の会連合会役員会が開催され、交通事故防止の啓発及び各事業への積極的な参加が図られていた。 

・今後も各交通安全推進団体への支援を継続していき、さらなる交通事故防止への意識の向上に努めていきたい。 

・平成 28年度実績 ：補助金交付 312,000円（八戸市交通安全母の会連合会） 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

10 

地域安全・安心マップ

づくり推進事業 

子どもを犯罪被害から守るため

の地域安全マップを、各小学校に

おいて作製する。 

継続 実施     
くらし交通

安全課 

【事業の実施状況等】 

 ・毎年、半数以上の小学校でマップ作りが行われており、事業が定着してきている。 

 ・指導者養成講座の参加者が少数となってきているため、当面、隔年で開催し、今後については状況を見ながら検討していく。 

 ・平成 28 年度実績 ：地域安全マップ  全 43校中 34 校で作製 

地域安全マップ作製指導者養成講習会  平成 28年７月 29日実施、参加者 ７人 

 

11 

八戸市安全・安心まち

づくり推進協議会 

市民、連合町内会、地域ボラン

ティア団体、事業者、市、教育委

員会、警察、消防、その他関係機

関・団体により構成される協議会

で、安全・安心なまちづくりにつ

いて協議する。 

新規 実施     
くらし交通

安全課 

【事業の実施状況等】 

 ・防災・防犯・交通安全関係機関・団体等が一堂に会し、安全で安心な「まちづくり」についての意見交換や情報収集、地域の持つ課題などを協議するため

に、平成 18 年度から年１回開催。 

・平成 28年度実績 ：平成 29 年２月 15 日（場所：八戸市公会堂文化ホール）、出席者 92団体 210人 

 

12 

安全情報配信システム

の実施 

風水害による通学路の危険情報

や不審者情報などを、携帯電話や

パソコンの電子メールを利用して

保護者等に配信することにより、

学校、家庭、地域のネットワーク

を生かした子どもたちの安全確保

を図る。 

継続 実施     教育指導課 

【事業の実施状況等】 

 ・事業の周知が進み、登録件数は毎年増加を続けている。（前年比 324人増） 

・１人の児童生徒に対して３件までのメールアドレス登録が可能である。 

・迷惑メール対策で、メールが届かないケースがあり、問い合わせがあった  
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

13 

悪質商法の被害防止の

ための出前講座の実施 

悪質商法の被害防止のため、特

に高校生・高齢者向けに出前講座

を実施する。 

継続 実施     
くらし交通

安全課 

【事業の実施状況等】 

 ・消費者被害に特に遭いやすい高校生や高齢者に対し、啓発グッズを配布したうえで、講座を行い、消費者被害の未然防止を強調し、遭遇した場合の対応策を

教授した。 

 ・受講者数に関して、高校生等の若年者はやや増加、高齢者は大きく減少してしまった。より多く活用してもらうために、広報活動を拡充させたい。 

・平成 28年度実績 ：高校生対象   ６回、受講者数   918人 

高齢者対象   37 回、受講者数   延べ 1,822人 

 

14 

悪質商法相談事例紹介 
マスコミや市の広報を利用し、

悪質商法の相談事例を紹介する。 
継続 実施     

くらし交通

安全課 

【事業の実施状況等】 

・その時季に流行する消費者被害やトラブル、新しく開始される商品やサービスなど、市民に耳寄りな情報をマスメディアを通じて提供した。 

・若年者と高齢者に重点を置きつつ、テーマについては、どの世代間にも影響を与えるであろうトピックを可能な限り選定したい。 

・平成 28年度実績 ：デーリー東北            毎月第２水曜日掲載 

FM ラジオ「BeFM」           毎週木曜日 

広報はちのへ「消費生活注意報」   年３回 

 

15 

消費生活相談の実施 

悪質商法等の被害にあった場合

や、あう前の事前防止のため、専

門の相談員を配置し、消費生活相

談を行う。 

継続 実施     
くらし交通

安全課 

【事業の実施状況等】 

・消費生活相談員４人を配置し、消費者トラブルに関する相談の対応に当たった。 

・また、消費生活相談の内容は年々複雑で難解なものが増え、相談員も、日々の相談業務に加え、研修や勉強会に参加することで、知識やスキルを高め、柔軟 

 に相談対応をした。 

・相談内容によっては、体力的・精神的疲弊が増大するリスクがあり、課員同士の連携やフォローを強固にしたい。 

 ・平成 28 年度実績 ： 相談数 1,943件 
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施策(2) 住民同士が支え合う活動の促進 

 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

ファミリーサポートセ

ンター運営事業 

育児等の手助けを受けたい人と

手助けをしたい人が会員として登

録し、会員同士で相互援助活動を

行う。 

継続 実施     

子育て支援課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

・平成 18年度から委託を受けて社会福祉協議会が実施。保護者の用事等の際に、子どもの預かりや送迎を行う相互援助の事業であり、登録会員数は年々増加

している。 

・依頼会員に対して提供会員が少ないことが課題である。ニーズの多い地域や町村において提供会員の拡大を図る。 

・平成 28年度実績：会員数 732人（依頼会員 438 人、提供会員 280人、両方会員 14人） 

              活動実績数 1,321件 

 

2 

ほのぼのコミュニティ

２１推進事業 

ほのぼの交流協力員を配置し、

地域とのつながりが必要な世帯の

定期訪問や、交流活動を行う。 

継続 実施     

福祉政策課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

・平成 10年度から八戸市社会福祉協議会が市の委託を受け、実施。 

・実施地区においては、独居高齢者等の地域からの孤立化防止や課題の早期発見の一助となっている。 

・今後も、八戸市内全地区を対象とした活動にするため、地区社会福祉協議会と連携しながら推進していく。 

・平成 28年度実績 ：実施地区 23 地区、訪問対象世帯 1,563世帯、協力員 847 人（260グループ）。 

全協力員の年間活動日数  延べ 6,000日以上 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

3 

連合町内会連絡協議会

連携事業（町内会加入

促進など） 

八戸市連合町内会連絡協議会と

連携し、町内会への加入促進や、

町内会の組織強化を図る。 

新規 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

【加入促進事業】 

・９月の町内会加入促進月間（町内会どこでも PRプロジェクト／戸別訪問勧誘／決起会・街頭キャンペーン） 

・町内会加入受付臨時窓口の設置や加入取次の実施 

・地域イベントでの加入促進活動支援 

・町内会加入促進に向けた多様な主体との連携 

【組織強化事業】 

・町内会だよりコンクール 

・地域リーダー応援講座：日時 平成 29年１月 28日、参加者 100人 

・地域コミュニティ人材育成アカデミー：日程 平成 28年 10月～12 月（全５回）、受講者 57 人 

【普及・啓発事業】 

・ホームページ運営 

・地域コミュニティ情報コーナー運営 

・ニュースレター発行：年３回（７月、11 月、３月）、各号約 8,400 部 

             配布先 約 6,270 箇所（連合町内会、町内会、わいぐ登録団体、公民館・市民サービスセンター等） 

・町内会啓発ラジオＣＭ： １日３回放送 

・町内会啓発動画「町内会８８（パチパチ）ムービー」の制作 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

4 

「地域の底力」実践プ

ロジェクト促進事業 

地域の人材や文化、伝統、自然

などの地域資源を活用し、課題解

決や地域活性化に向けて取り組む

地域を支援する。 

新規 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 27 年度より実施 

 ・採択１年目には、プロジェクト策定のための「地域の底力」結集会議や「地域の底力」実践プロジェクト会議の開催を支援し、２年目には、「地域の底力」 

実践プロジェクト補助金により、事業の実施を支援した。 

[採択１年目] 

・館地域 :テーマ「『健康づくり』を考えよう（仮称）」 

「地域の底力」結集会議：開催日 ８/18、参加者 24人（うち子ども３人）  

・島守地域 ：テーマ「島守弁を子どもたちに伝えよう！（仮称）」 

「地域の底力」結集会議：開催日 ９/30、参加者 57人（うち子ども２人） 

・旭ヶ丘地域 ：テーマ「『旭ヶ丘まつり』の再興と高齢者の交流の場創出（仮称）」 

「地域の底力」結集会議：開催日 10/17、参加者 26人 

[採択２年目] 

・豊崎地域 ：テーマ「豊崎の歴史・文化再発見！」 

南祖坊伝説、七崎神社のほこ杉など、地域の興味深い歴史や伝説を子どもたちに伝承するとともに、豊崎を訪れる方々を増やすため、探訪 

マップや説明板を作成した。 

・町畑地域 ：テーマ「めざせ健康家族町畑」 

地域の高齢化が進む中、子どもから大人までを対象にした健康づくりに向け、病気予防、食事改善、運動促進などに地域全体で取り組んだ。 

・田面木地域 ：テーマ「災害弱者を地域で守る」 

地域の各種団体や民生委員の連携により、災害時の避難支援、避難所運営などの体制を整備し、避難訓練や避難所運営訓練の実施のほか、防

災マップ、防災マニュアルの作成に取り組んだ。 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

5 

地域担当職員制度 

協働のまちづくりを推進するた

め、地域と行政のつなぎ役となる

担当職員を公民館（24 館）の区域

ごとに設置する。 

新規 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 20 年度より、地域と行政のつなぎ役として、地域担当職員を 24地区公民館に概ね２人配置し、地域づくり支援や広聴窓口の業務を実施。 

・問合せ件数：154 件 

   意見、要望     71件 

   助言、情報提供依頼 39件 

   その他       44件 

・地域出張回数：99回 

   地域づくり会議   22回 

   地域の会合等    73回 

   現場確認      ４回 

  

6 

地域集会所整備費補助

金 

集会所の新築・改修・建替・ト

イレ水洗化への助成を行う。 
継続 実施     福祉政策課 

【事業の実施状況等】 

・今後も地域の要望に応じ集会所整備に対する補助を行っていく。 

・平成 28年度実績 ：１件 1,310千円（下条町内会集会所改修工事に対する補助） 

 

7 

子育てサロン支援事業 

地域の公民館や児童館において

開催される子育てサロン（地域の

親子が気兼ねなく集まり、子育て

の相談や交流ができる場）の運営

を支援する。 

継続 実施     

こども未来課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 19 年度から委託を受けて社会福祉協議会が実施。子育ての相談や交流ができる場を提供し、育児の不安やストレスを軽減するとともに地域ぐるみで子

育てを支援している。 

・子育てサロン運営を担うボランティアスタッフの確保、育成が課題である。 

・平成 28年度実績 ：実施地区 21 地区、実施回数 229回、イベント実施回数 ５回、参加延べ人数 11,313人 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

8 

つどいの広場事業 

親子が気軽に集い、様々な遊び

や体験を通じて相互に交流を図る

場を提供するとともに、子育てに

ついての相談、情報提供、助言な

どの援助を実施する。 

継続 実施     こども未来課 

【事業の実施状況等】 

・順調に進んでいることから事業を継続するとともに利用者数の増加に努める。 

・平成 28年度実績 ：利用者数 54,889人  

 

9 

地域子育て支援センタ

ー設置事業 

地域の認定こども園・保育所

（園）を活用し、子育ての不安・

悩みの相談や保護者同士の交流の

場を提供する。 

継続 実施     こども未来課 

【事業の実施状況等】 

・認定こども園・保育所において、園庭開放、育児相談、育児講習等を実施しており、孤立した子育て環境とならないよう、子育てを地域で支える取組として 

 大きな役割を果たしている。 

・今後も事業を継続するとともに、事業内容の向上や利用者増加に努める。 

・平成 28年度実績 ：設置個所数 15か所、利用者数 34,640 人 

 

10 

放課後児童健全育成事

業 

放課後に、保護者が就労等の事

情により家庭にいない小学生を対

象とし、適切な遊びの場及び生活

の場を与えることで、児童の健全

な育成を図る。 

継続 実施     子育て支援課 

【事業の実施状況等】 

 ・現時点で定員を超えて受け入れをしているクラブもあるため、学校、地域と連携しながら増設をしていく。 

・平成 28年度実績 ：実施クラブ 44クラブ、登録児童数 1,680 人（平成 29年３月１日現在） 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

11 

児童館運営事業 

児童に健全な遊びを与え、健康

増進や情操を豊かにすることを目

的とした、児童の健全育成に関す

る総合的な機能を有する施設を運

営する。 

継続 実施     子育て支援課 

【事業の実施状況等】 

 ・主に小学校１～３年生までの児童を対象としており、様々な遊びを通して、児童の健全育成に寄与する活動を実施。また小型児童館では概ね３歳以上から小

学校就学前までの幼児を対象に幼児保育を実施した。 

・小型児童館６か所、児童センター９か所を運営。 

・三条、是川、南浜、高岩児童館の４館については、平成 28年５月から館舎の耐震化対応のため、児童福祉法上の児童館としての運営を休止していることか 

ら、指定管理の対象から一時的に除外しているが、業務委託により、児童館の管理運営を継続している。 

  

12 

児童館母親クラブ活動

事業 

児童の健全な育成を図るため、

母親など地域住民による、親子及

び世代間交流・児童の事故防止活

動等、児童福祉向上に寄与する活

動を行う。 

継続 実施     子育て支援課 

【事業の実施状況等】 

 ・児童館を拠点とした組織で、親子及び世代間の交流、文化活動、児童養育に関する研究会活動、並びに児童の事故防止のための活動など、子どもの健全育成

に寄与する活動を実施した。 

・平成 28年度実績 ：14ヶ所で実施、会員数 1,365人（平成 28 年度末）  

 

13 

地区公民館を核とした

地域コミュニティ活動

の促進 

住民が自ら、地域福祉をはじめ

とした様々な地域課題を解決して

いくため、会合等の場として公民

館を積極的に提供する。また、地

域の情報を収集・提供するととも

に、地域づくりを行う人材の発掘

及び活用等、地域づくりのコーデ

ィネートに努める。 

新規 実施     社会教育課 

【事業の実施状況等】 

・今後も地域福祉団体への会合等の場として公民館を積極的に提供していく。 

・平成 28年度実績 ：福祉団体への減免での貸館件数（地区公民館 24館） 延べ 1,189 件、32,227人 
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施策(3) ボランティア・ＮＰＯ活動の支援と協働の推進 

 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

市民活動サポートセン

ター運営事業 

市民活動団体の拠点施設として

市民活動サポートセンター「わい

ぐ」を設置し、公益的な活動を行

う市民活動団体に対して、打合せ

スペースや作業スペース、市民活

動に関する情報などを提供する。 

継続 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 18 年度より指定管理者制度を導入し、八戸市社会福祉協議会に管理運営を委任。 

・平成 14年６月の開設以来、登録団体は着実に増加している。施設の利用方法や自主事業講座の開催内容の見直しなどにより、利用者数も増加している。 

・今後も利用者の意見を反映した施設運営を図るとともに、圏域内の市民活動の促進及び団体間のネットワークの構築を図る。 

・平成 28年度実績 ：登録団体 208団体、利用者数 6,127人 

 

2 

協働のまちづくり研修

会 

協働のまちづくりへの積極的な

参加・参画を促進するため、一般

市民を対象とした研修会を開催す

る。 

継続 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

・平成 15年度より、市民を対象とした研修会を開催し、協働のまちづくりの普及・啓発を図っている。 

・平成 28年度からは、実践的な技能の習得を目的とした内容に見直して開催。開催規模は縮小したものの、参加者からは高い評価が得られた。 

・平成 28年度実績 ：開催日 平成 28 年 11月 13日（日） 

テーマ：つながりが紡ぐ可能性～協働が生む地域力～ 

講 師：IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］代表 川北秀人氏 

参加者：32人 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

3 

ボランティア活動の促

進 

ボランティア活動情報の収集や

提供、ボランティア養成研修など

の開催、及びボランティア活動保

険料を助成するとともに、行政と

協働するボランティア活動を促進

する。 

継続 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

・ボランティア活動情報の収集・提供について、 八戸市ボランティアセンター（八戸市社会福祉協議会）において、市内のボランティア活動情報を「ボラ

ンティア活動メニュー」としてまとめ、ＨＰへ掲載するなど情報提供を実施。また、同センターにボランティア活動希望者から相談があった際には、随時

活動情報を紹介した。 

・様々な分野で活躍するボランティアの力を地域づくりや行政サービスの向上に活かすため、庁内各課において市民へボランティア活動の機会を提供し、行

政と協働するボランティア活動の促進を図った。 

・市民活動サポートセンター（指定管理者：八戸市社会福祉協議会）においてボランティア養成のため、ボランティアやＮＰＯに関する基本的な知識を深め

る講座を開催。 

・ボランティア活動保険の加入者（八戸市在住）に対し、保険料の一部を助成。ボランティア活動の活性化を図るため、引き続き助成を行う。 

・H28 年度実績  ：ボランティア養成研修  78 人参加 

ボランティア活動保険  加入者 4,346人、 助成額 651,900円 

 

4 

「元気な八戸づくり」

市民奨励金制度 

市民活動団体や地域コミュニテ

ィ活動団体が自主的に行う公益的

なまちづくり活動に対し奨励金

（初動期支援コース、まちづくり

支援コース）を交付する。 

新規 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 18 年度より、市民と行政の協働によるまちづくりの推進を目指し、市民による自主的な公益性のあるまちづくり活動に対して奨励金を交付。 

・平成 28年度実績 ：交付件数 まちづくり支援コース５件 

交 付 額  計 1,106,000 円  
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

5 

「元気な八戸づくり」

市民提案制度 

市民活動団体や事業者などか

ら、市民と行政が協働して取り組

むことにより相乗効果が期待でき

る事業提案を募集する。採択され

た事業を提案者と協力して実施す

る。 

新規 実施     
市民連携推

進課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 18 年度より、市民と行政が協働して取り組むことで相乗効果が期待できる事業提案を募集し、採択された事業を提案者と協力して実施。 

・平成 27年度の市設定テーマである観光ネットワーク構築事業を、観光課とはちのへ観光ネットワークが実施。 

・事業提案の募集 

 テ ー マ ：地域で空き家を活かす事業 

   担 当 課 ：建設部建築住宅課 

 応募件数 ：５件 

 選考結果 ：提案者 ㈱ハンドマム 

       事業名 空き家の有効利用プロジェクト 
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施策(4) 暮らしやすい環境の整備 

 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

バリアフリー化推進事

業 

高齢者や障がい者へ配慮する気

持ちを養うため、地域住民等に対

し、高齢者疑似体験や車椅子操作

体験の体験型講習会を実施する。 

継続 実施     福祉政策課 

【事業の実施状況等】 

 ・バリアフリーに対する考えを深めるため、体験型講習会を開催した。 

・市民の意識啓発を図るため、広報はちのへ２月号に心のバリアフリーに関する特集記事を掲載した。 

・平成 28年度実績 ：平成 28 年９月 25 日 ボランティアフェスティバル 2016で体験コーナーを設置（車椅子操作、高齢者疑似体験） 

  

2 

低床バスの導入 
乗り降りのしやすい、低床バス

を導入する。 
継続 実施     

交通部運輸

管理課 

【事業の実施状況等】 

・平成 28年度に 17台購入し、平成 29 年３月 31 日時点では、118 台中 65台が低床となっている。今後も継続的に低床バスの導入に努める。 

 

3 

福祉バス運行事業 

各種福祉団体が活動する際の移

動手段を確保し、社会福祉活動等

の促進を図る。 

継続 実施     福祉政策課 

【事業の実施状況等】 

・八戸市内の社会福祉団体等の社会参加活動の支援を行うとともに団体活動相互交流会等への支援を行い、各団体の活動の活性化を図っている。 

・今後も、運行要領の周知を図り、福祉バスの適正な利用を図る。 

・平成 28年度実績 ：利用回数 292回、利用者数 9,416人 

 

4 

南郷コミュニティバス

運行事業 

南郷地域における地域住民の移

動手段を確保するため、コミュニ

ティバスを運行する。 

継続 実施     南郷事務所 

【事業の実施状況等】 

 ・南郷地域内に６路線（３路線ずつ隔日運行）を設定し、定時・定路線方式でコミュニティバスを運行している。 

・平成 28年度実績 ：利用者数 7,666 人 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

5 

南郷コミュニティ交通

運行事業 

南郷地域における地域住民の移

動手段を確保するため、コミュニ

ティタクシーを運行する。 

継続 実施     南郷事務所 

【事業の実施状況等】 

 ・南郷地域内で、南郷コミュニティバスの運行時間外の朝と夕方に路線バスとの接続を可能にするため、予約制乗合方式によるコミュニティタクシーを運行し

ている。 

・平成 28年度実績 ：利用者数 76 人 

  

6 

福祉有償運送事業 

ＮＰＯ等によるボランティア輸

送としての有償運送により、移動

制約者の移動手段を確保する。 

継続 実施     都市政策課 

【事業の実施状況等】 

 ・八戸市福祉有償運送運営協議会を平成 28 年度は３回開催。 

・実施団体は、14法人 20事業所。（平成 29 年３月末現在） 

・今後も、ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての有償運送により、移動制約者の移動手段を確保する。 

  

7 

生活交通路線の確保 
市民の生活に不可欠なバス路線

を維持する。 
継続 実施     

交通部運輸 

管理課 

都市政策課 

【事業の実施状況等】 

 【都市政策課】 

・八戸市地域公共交通会議を平成 28年度は３回開催し、地域住民の交通利便の確保や、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に 

関する事項等を協議。 

・八戸駅⇔中心街 10分間隔運行チラシ・リーフレット、公共交通総合案内冊子、八戸中心街ターミナル周知用リーフレット、バスさんぽ、バスマップはち 

のへを制作・発行した。 

・路線バスを使ったバスパックを企画。 

・平成 25年 10 月から本格実施している上限運賃政策を継続。 

・今後も市民の生活に不可欠なバス路線の維持に努める。 

【交通部運輸管理課】 

・持続可能な経営体質の維持及び公共交通の確保に努めた。 
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■基本目標４：「福祉の心づくりと人材育成」の実施状況 

 

 

 

 

 

施策（１）地域福祉を担う人材や団体等の育成、支援について 

    全ての事業を実施している。今後も地域福祉の担い手の育成、支援に努める必要がある。 

 

  施策（２）福祉教育の推進と福祉意識の醸成について 

  全ての事業を実施しており、今後も各事業を継続し、福祉教育の推進と福祉意識の醸成に努める必要がある。 

 

  施策（３）世代間交流の促進について 

    全ての事業を実施しており、今後とも継続していく必要がある。 

 

 

 

 

 

【総括】 

推進事業 16事業を全て実施しており、順調に施策を推進している。 
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施策(1) 地域福祉を担う人材や団体等の育成、支援 

 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

八戸市社会福祉協議会

との連携及び支援 

地域福祉を推進していく上での

中核機関となる社会福祉協議会と

行政の密接な連携を図り、運営へ

の支援を行う。 

継続 実施     福祉政策課 

【事業の実施状況等】 

 ・地域福祉活動・八戸市社会福祉大会・青森県社会福祉大会・福祉活動専門員設置事業の助成として、八戸市社会福祉協議会事業補助金を交付した。 

  

2 

福祉サービス事業者の

育成及び連携 

福祉サービス事業者に対する研

修等を通じてサービスの質の向上

を図るとともに、行政と事業者と

の連携を深めることで、災害時等

の体制を整備する。 

継続 実施     関係各課 

【事業の実施状況等】 

【高齢福祉課】 

・介護支援専門員、在宅介護支援センター職員等が、地域包括ケアを推進するために必要な知識・技術を習得し、高齢者への支援に生かすことができるよ 

う、包括的支援事業研修会を開催した。 

・平成 28年度実績 ：３回開催 

【くらし交通安全課】 

・高齢者等の消費者被害について理解を深めることで、被害に遭っている又は今後の被害が疑われる場合に消費生活センターへつなぐ体制が整えられた。 

・福祉施設職員等を対象に、高齢者等を消費者被害から守る消費者アシスト隊員の養成・フォローアップ講座を開催した。 

・平成 28年度実績 ：平成 29 年１月 17 日開催 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

3 

民生委員児童委員への

研修 

民生委員児童委員及び主任児童

委員、福祉協力員を対象として研

修大会を開催する。 

継続 実施     

福祉政策課 

市民生委員

児童委員協

議会 

【事業の実施状況等】 

・民生委員児童委員及び主任児童委員福祉協力員を対象に研修会を開催し、民生委員の役割と心得等について理解を深めた。 

・平成 28年度実績 

平成 28年 11月８日 八戸市民生委員児童委員研修大会（207人参加） 

平成 29年１月 16日 新任民生委員児童委員研修会 

平成 29年２月３日  八戸市民生委員児童委員地区会長・副会長研修会（68 人参加） 

 

4 

保健推進員活動 

市民の保健衛生に対する意識の

高揚と健康の保持増進を図るた

め、保健活動の地域推進員を設置

する。 

継続 実施     
健康づくり

推進課 

【事業の実施状況等】 

 ・健康教室等の企画、各種健(検)診の周知、取りまとめや健康づくり推進課の各種事業に従事し、市民の健康づくりを推進した。特に、第 2 次健康はちのへ 

21 の普及のために、うみねこ体操を考案し、地域での実施に努めた。 

 ・平成 28 年度実績 ：443 町内 667 人配置 

  

5 

食生活改善推進事業 

健康づくりのための自主的な食

生活改善の普及啓発を行う食生活

改善推進員の育成と活動を支援す

る。 

継続 実施     
健康づくり

推進課 

【事業の実施状況等】 

 ・毎年食生活改善推進員養成研修会を開催しているが、退会者も多く、会員数は横ばいである。市の委託事業（保健事業への従事、地区での料理教室等）の 

他、県や日本食生活協会の委託事業、学校、歯科医師会、スーパーなどからも依頼があり幅広く食育活動を自主的にかつ活発に活動している。 

 ・平成 28 年度実績 ：会員数  202 人 

食生活改善推進員協議会への支援  21回 803 人 

食生活改善推進員養成研修会修了者数  14人 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

6 

認知症サポーター養成

事業 

キャラバン・メイトが講師とな

り認知症やその対応方法について

学習し、地域の中でさりげないサ

ポートをする認知症サポーターを

広く養成する。 

新規 実施     高齢福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・講座を開催し、サポーターを養成に努め、年間養成目標である 1,000人を達成することができた。 

・今後も認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進を継続していく。 

 ・平成 28 年度実績 ：講座 57回開催、養成サポーター数 1,953人 

 

7 

障がい者就労サポータ

ー養成事業 

障がい者雇用（予定）企業や就

労支援サービス事業所の関係者、

市民等を対象に、障がい者就労サ

ポーター養成講座を開催する。 

新規 実施     障がい福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成 28 年度実績 ：講義     ５回 

見学会    ２回 

受講者延べ  156 人 
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施策(2) 福祉教育の推進と福祉意識の醸成 
 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

青少年の地域活動 

ボランティアの活動を通して、

様々な地域活動に参加し、地域社

会の一員としての自覚と関心を深

める。 

継続 実施     教育指導課 

【事業の実施状況等】 

 ・実績数は 1 減となったが、新規でボランティアを活用する団体が増加した。 

・ボランティア登録をする学校が２校増え、登録者は 25％増加した。 

・ボランティア登録をしていない学校も数校あるため、各学校に当事業を広く周知し、ボランティア登録を呼びかけたい。 

・平成 28年度実績 ：64回（平成 27年度実績：65回）  

 

2 

福祉体験学習 

学校等からの要請に基づき、高

齢者の疑似体験や車椅子体験等を

実施する。 

継続 実施     
市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

・八戸市内の学校及び関係機関等から依頼を受け、高齢者疑似体験やアイマスクを使った視力障がい者介護体験、点字体験、車椅子介助体験等を通し、障がい 

 者等に対する接し方の体験学習を行った。 

・今後も、要請に応じて体験講座の出前を行う。 

・平成 28年度実績 ：実施回数 18 回、参加人数 837 人 

 

3 

ボランティア推進校事

業 

児童、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、地域での具体的な体験活動を

通して、思いやりの心を育て、お

互いに連帯し助け合う力を養い、

併せて家庭や社会への啓発を図

る。 

継続 実施     

福祉政策課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

・市内の小・中・高校からボランティア推進校を指定し、高齢者・障がい者施設との交流、防犯マップ作り、地域清掃活動等、学童及び生徒等による学校組織 

 ぐるみで活動を展開した。 

・今後も、ボランティア推進校の公募制を継続し、推進校への助成を行うことにより、福祉教育の推進を図る。 

・平成 28年度実績 ：指定校数 13 校 
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事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

4 

福祉意識の醸成のため

の出前講座の実施 

福祉意識を高めるため、学校や

地域に出向き、福祉の出前講座を

実施する。 

継続 実施     

福祉政策課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

 ・八戸市内の学校及び関係機関からを要請を受け、高齢者疑似体験や点字体験講習等を実施した。 

・今後も、要請に応じて出前講座を実施する。企業や地域からの依頼が少ないため、なお一層の周知に努める。 

  

5 

鷗盟大学運営事業 

高齢者の生きがい増進や生涯学

習の中での福祉の心づくりの推進

のため、鷗盟大学を運営する。 

継続 実施     高齢福祉課 

【事業の実施状況等】 

 ・各学年（１・２年）週１回の講義または実習を実施。 

・学生増加を図りつつ、今後も継続実施予定。 

・平成 28年度実績 ：入学者 55人、卒業者 59人 

 

6 

健康まつりの実施 

市民の健康づくりの意識高揚を

図るため、講演会、健康体操の紹

介、健康展等を実施する。 

継続 実施     国保年金課 

【事業の実施状況等】 

 ・平成４年度から毎年実施、平成 20 年度からは環境展と併催している。 

・平成 28年度実績 ：来場者数 約 3,800 人 

 

7 

健康教育・健康相談事

業の実施 

乳児から高齢者まで、各年代に

応じた健康づくりを展開できるよ

うに健康教育・健康相談事業を実

施する。 

継続 実施     
健康づくり

推進課 

【事業の実施状況等】 

 ・第２次健康はちのへ 21 計画に基づき、乳幼児から高齢者までの健康教育を実施している。幅広い年齢を対象に実施しており、対象者が自分または家族が抱 

える問題についての理解、認識および洞察を深め、自らの行動を変化あるいは変容させる問題対処能力を高めるための学習する場となっている。 

 ・平成 28 年度実績 ：健康教育  母子 249回、成人 195回、高齢者 91回 

健康相談  母子 424回、成人 220 回、高齢者 41 回  
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施策(3) 世代間交流の促進 

 

＜推進事業＞ 

 
事業名 事業内容 区分 

H28年度 

実績 

H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

H31年度 

実績 

H32年度 

実績 

担当課／ 

実施主体 

1 

三世代交流事業 

地域の高齢者と児童が昔遊びや

餅つき会等の交流会を通してふれ

あい、世代間の交流を図る。 

継続 実施     

高齢福祉課 

市社会福祉

協議会 

【事業の実施状況等】 

・平成 14年度から委託を受けて社会福祉協議会が実施。八戸市内の児童館及び南郷老人福祉センター合わせて 15会場で交流会を実施。(主な内容：三世代遠 

足クリスマス会、もちつき会、昔遊び等) 

・地域の高齢者、子ども、保護者の交流により、高齢者の社会参加の促進、閉じこもりながちなひとり暮らし高齢者等の社会的孤立感の解消の一助となってい 

る。 

・高齢者が培った豊かな経験と知識・技能を活かしながら社会参加できる世代交流の場として今後も事業の内容の充実を図り、三世代が集える「場」を提供す 

る。 

・平成 28年度実績 ： 実施回数 26回、参加人数 1,470 人 

 

2 

地域伝統芸能の後継者

養成への支援 

無形民俗文化財の後継者養成の

ための事業に対し助成を行う。 
継続 実施     社会教育課 

【事業の実施状況等】 

・八戸騎馬打毬会、鮫神楽保存会等８団体に、後継者養成及び保存・伝承に要する経費の一部として補助金を交付し、民俗芸能の知識や技術の伝承を支援し 

た。 

・「民俗芸能の夕べ」を開催し、上記団体や補助金未交付団体の出演によって、技術向上や伝承活動の活性化を図った。 

・継承の参考資料として、過去に撮影した映像や現在の奉納・上演状況を撮影したものをデジタル化した（ビデオライブラリー事業）。 

 

 



( 1/1 ) 

八戸市健康福祉審議会規則の一部を改正する規則新旧対照表  

改正後 改正前 

（専門分科会） （専門分科会） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２～10 （略） ２～10 （略） 

11 前条の規定は、専門分科会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議

会」とあるのは「専門分科会」と、「会長」とあるのは「専門分科会長」と、「委嘱」と

あるのは「指名」と、「市長」とあるのは「審議会の会長」と、「、委員」とあるのは

「、当該専門分科会に属する委員（第６条第１項に規定する臨時委員にあっては、当該会

議の議事に関係のある者に限る。次項において同じ。）」と、「出席委員」とあるのは

「出席した委員」と読み替えるものとする。 

11 前条の規定は、専門分科会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議

会」とあるのは「専門分科会」と、「会長」とあるのは「専門分科会長」と、「委嘱」と

あるのは「指名」と、「市長」とあるのは「審議会の会長」と、「、委員」とあるのは

「、委員（第６条第１項の規定により臨時委員が置かれた場合にあっては、民生委員審査

専門分科会を除き、当該臨時委員を含む。次項において同じ。）」と、「出席委員」とあ

るのは「出席した委員」と読み替えるものとする。 

（臨時委員） （臨時委員） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

３ 臨時委員は、当該専門の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

（部会） （部会） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２～10 （略） ２～10 （略） 

11 第４条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」と

あるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委嘱」とあるのは「指名」

と、「市長」とあるのは「専門分科会長」と、「、委員」とあるのは「、当該部会に属す

る委員（第６条第１項に規定する臨時委員にあっては、当該会議の議事に関係のある者に

限る。次項において同じ。）」と、「出席委員」とあるのは「出席した委員」と読み替え

るものとする。 

11 第４条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」と

あるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委嘱」とあるのは「指名」

と、「市長」とあるのは「専門分科会長」と、「、委員」とあるのは「、委員（第６条第

１項の規定により臨時委員が置かれた場合にあっては、当該臨時委員を含む。次項におい

て同じ。）」と、「出席委員」とあるのは「出席した委員」と読み替えるものとする。 

  

 



○八戸市健康福祉審議会規則 

平成19年３月28日規則第７号 

改正 

平成22年３月31日規則第29号 

平成25年６月20日規則第61号 

平成28年12月６日規則第105号 

平成29年８月３日規則第36号 

八戸市健康福祉審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市健康と福祉のまちづくり条例（平成19年八戸市条例第11号）第32

条第７項の規定に基づき、八戸市健康福祉審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運

営について必要な事項を定めるものとする。 

（委員の任期） 

第２条 委員の任期は、３年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第４条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、この規則の施行後最初に

招集すべき審議会又は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。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（専門分科会） 

第５条 審議会に、健康福祉施策に関する専門の事項の調査審議及び社会福祉法（昭和26年法

律第45号）第11条の規定に基づく調査審議をするため、専門分科会を置く。 

２ 専門分科会の名称は、次のとおりとする。 

(１) 民生委員審査専門分科会 

(２) 障がい者福祉専門分科会 

(３) 健康・保健専門分科会 



(４) 介護・高齢福祉専門分科会 

(５) 社会福祉専門分科会 

３ 審議会は、前項に掲げるもののほか、必要に応じて専門分科会を置くことができる。 

４ 専門分科会は、審議会の会長が指名した委員（次条第１項の規定により臨時委員が置かれ

た場合にあっては、民生委員審査専門分科会を除き、当該臨時委員を含む。）をもって組織

する。 

５ 専門分科会に、専門分科会長及び副専門分科会長各１人を置く。 

６ 専門分科会長及び副専門分科会長は、当該専門分科会に属する委員の互選によって定める。 

７ 専門分科会長は、専門分科会の会務を掌理する。 

８ 副専門分科会長は、専門分科会長を補佐し、専門分科会長に事故があるとき、又は専門分

科会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

９ 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）の決議は、これをもって審議会の決議と

することができる。この場合において、専門分科会長は、この決議事項を審議会の会議にお

いて報告しなければならない。 

10 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とする。この場合において、

民生委員審査専門分科会の専門分科会長は、この決議事項を審議会の会議において報告しな

ければならない。 

11 前条の規定は、専門分科会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」

とあるのは「専門分科会」と、「会長」とあるのは「専門分科会長」と、「委嘱」とあるの

は「指名」と、「市長」とあるのは「審議会の会長」と、「、委員」とあるのは「、当該専

門分科会に属する委員（第６条第１項に規定する臨時委員にあっては、当該会議の議事に関

係のある者に限る。次項において同じ。）」と、「出席委員」とあるのは「出席した委員」

と読み替えるものとする。 

（臨時委員） 

第６条 審議会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くこと

ができる。 

２ 臨時委員は、八戸市健康と福祉のまちづくり条例第32条第４項各号に掲げる者のうちから、

市長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものと

する。 

（部会） 

第７条 専門分科会に、特定の事項を調査審議するため、必要に応じて部会を置くことができ

る。 

２ 障がい者福祉専門分科会に社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第３条第１項に規

定する審査部会（以下「障がい者福祉専門審査部会」という。）を置く。 

３ 介護・高齢福祉専門分科会に置く部会の名称は、次のとおりとする。 



(１) 地域密着型サービス運営委員会 

(２) 地域包括支援センター運営協議会 

４ 部会は、当該専門分科会に属する委員（前条第１項の規定により臨時委員が置かれた場合

にあっては、当該臨時委員を含む。）のうちから、障がい者福祉専門審査部会にあっては審

議会の会長が指名した者を、それ以外の部会にあっては当該専門分科会長が指名した者をも

って組織する。 

５ 部会に部会長及び副部会長各１人を置く。 

６ 部会長及び副部会長は、当該部会に属する委員の互選によって定める。 

７ 部会長は、部会の会務を掌理する。 

８ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

９ 部会（障がい者福祉専門審査部会を除く。）の決議は、これをもって専門分科会の決議と

することができる。この場合において、部会長は、この決議事項を専門分科会の会議におい

て報告しなければならない。 

10 障がい者福祉専門審査部会の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。こ

の場合において、障がい者福祉専門審査部会の部会長は、この決議事項を審議会及び障がい

者福祉専門分科会の会議において報告しなければならない。 

11 第４条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」と

あるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委嘱」とあるのは「指名」と、

「市長」とあるのは「専門分科会長」と、「、委員」とあるのは「、当該部会に属する委員

（第６条第１項に規定する臨時委員にあっては、当該会議の議事に関係のある者に限る。次

項において同じ。）」と、「出席委員」とあるのは「出席した委員」と読み替えるものとす

る。 

（資料の提出の要求等） 

第８条 審議会、専門分科会又は部会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意

見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

（秘密の保持） 

第９条 委員及び臨時委員並びに会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も、また同様とする。 

（庶務） 

第10条 審議会の庶務は、福祉政策課において処理する。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会、専門分科会及び部会の運営について必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 



附 則（平成22年３月31日規則第29号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年６月20日規則第61号） 

この規則は、平成25年７月１日から施行する。ただし、第５条第２項第４号の改正規定（同

号を第３号とする部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年12月６日規則第105号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成29年１月１日から施行する。 

 （任期に関する経過措置） 

２ 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（平成28年八戸市条例第 号）

附則第１項の規定により同項に規定する新審議会の委員に委嘱されたものとみなされる者

の任期は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）における同項に規定する旧審

議会（以下「旧審議会」という。）の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

 （会長及び副会長に関する経過措置） 

３ この規則の施行の際現に旧審議会の会長及び副会長である者は、それぞれ、施行日に、

この規則による改正後の八戸市健康福祉審議会規則（以下「改正後の規則」という。）第

３条第２項の規定により会長及び副会長として定められたものとみなす。 

 （旧部会に関する経過措置） 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八戸市健康福祉審議会規則（以下「改

正前の規則」という。）の規定による健康・保健部会、介護・高齢福祉部会、障がい福祉

部会又は社会福祉部会（以下「旧部会」という。）の委員である者は、それぞれ、施行日

に、改正後の規則第５条第４項の規定により健康・保健専門分科会、介護・高齢福祉専門

分科会、障がい福祉専門分科会又は社会福祉専門分科会（以下「新専門分科会」という。）

の委員に指名されたものとみなす。 

５ この規則の施行の際現に旧部会の部会長及び副部会長である者は、それぞれ、施行日に、

改正後の規則第５条第６項の規定により、新専門分科会の専門分科会長及び副専門分科会

長として定められたものとみなす。 

６ この規則の施行前に旧部会において決議した事項で、改正前の規則第５条第９項ただし

書の規定による報告をしていないものは、改正後の規則第５条第９項後段の規定により、

専門分科会長が報告するものとする。 

７ この規則の施行前に旧部会において調査審議をした事項で、この規則の施行の際当該調

査審議が終了していないものは新専門分科会において調査審議をするものとし、旧部会が

した当該調査審議の手続は新専門分科会がした調査審議の手続とみなす。 

 （旧専門委員に関する経過措置） 

８ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による専門委員である者は、施行日に、改

正後の規則第６条第２項の規定により臨時委員に委嘱されたものとみなす。 



 （旧分科会に関する経過措置） 

９ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による地域密着型サービス運営委員会又は

地域包括支援センター運営協議会（以下「旧分科会」という。）の委員である者は、それ

ぞれ、施行日に、改正後の規則第７条第４項の規定により地域密着型サービス運営委員会

又は地域包括支援センター運営協議会（以下「新部会」という。）の委員に指名されたも

のとみなす。 

10 この規則の施行の際現に旧分科会の分科会長及び副分科会長である者は、それぞれ、施

行日に、改正後の規則第７条第６項に規定により、新部会の部会長及び副部会長として定

められたものとみなす。 

11 この規則の施行前に旧分科会において決議した事項で、改正前の規則第７条第８項ただ

し書の規定による報告をしていないものは、改正後の規則第７条第９項後段の規定により、

部会長が報告するものとする。 

12 この規則の施行前に旧分科会において調査審議をした事項で、この規則の施行の際当該

調査審議が終了していないものは新部会において調査審議をするものとし、旧分科会がし

た当該調査審議の手続は新部会がした調査審議の手続とみなす。 

附 則（平成29年８月３日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


