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■平成29年度第2回八戸市健康福祉審議会民生委員審査専門分科会 会議録 

 

日  時 平成 30年 2月 14日（木） 10：00～10：40 

場  所 八戸市庁別館 7階 会議室 B 

出席委員 

工藤 悠平 専門分科会長 

浮木 隆 副専門分科会長 

中谷 美由紀 委員 

 

関川 幸子 委員 

高渕 壽男 委員   以上 5名 

欠席委員 佐々木 智子 委員   以上 1名 

事 務 局 
福祉部   ：加賀部長兼福祉事務所長、豊川次長 

福祉政策課 ：藤田課長、磯嶋主幹、斎藤主事 

議  事 
民生委員・児童委員の定数変更に係る各地区民生委員児童委員協議会の回答につ

いて 

結果概要 

民生委員・児童委員の定数変更に係る各地区民生委員児童委員協議会の回答につ

いて事務局より説明し、定数増予定数よりも1名多い15名増の要望であったので、

増員数について再度審議を行い、今回は公平性を重視し、第 1 回で決定したとお

り、民生委員・児童委員の定数を 14名増とすることとした。 

（以下、議事詳細） 

 

 

 

司 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、お忙しい中を御出席いただきましてありがとうございます。 

会議に入る前に、本日配付いたしました資料の確認をさせていただきます。

次第、委員一覧及び席図、資料が 4 枚、以上全てございますでしょうか。資

料に抜けなどがある場合は、交換いたしますのでお知らせ願います。 

それでは、定刻となりましたので、ただ今から「平成 29年度第 2回八戸市

健康福祉審議会民生委員審査専門分科会」を開催いたします。 

本日は、5名の御出席をいただいており、佐々木委員が所用のため欠席され

ております。 

委員の半数以上の御出席をいただいていることから、当審議会規則第 4 条

第 2項及び第 5条第 11項の規定により会議が成立しておりますことを御報告

申し上げます。 

それでは、始めに、専門分科会長より御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。 
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専門分科会長 

 

皆様、おはようございます。お寒い中お集まりいただき、誠にありがとう

ございます。前回の第 1回民生委員審査専門分科会は 11月に行われ、その際

に中核市に移行し、民生委員・児童委員の定数変更に係る考えと、その定数

予定数を皆様にお示しいたしました。その後、各地区の民生委員児童委員協

議会に提示し、各地区のお考えをお示しいただいたということで、今回、議

事にて皆様に御提示させていただいて、協議いただきたいと思います。説明

があると思いますので、皆様、御協力いただきたいと思います。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。 

それでは、議事に入ります。 

当審議会規則第 4 条第 1 項及び第 5 条第 11 項の規定により、「専門分科会

の会議は、専門分科会長がその議長となる」こととされていることから、専

門分科会長に議長を務めていただきます。 

専門分科会長、よろしくお願いいたします。 

 

専門分科会長 それでは、次第に従い、議事を進めます。 

民生委員・児童委員の定数変更に係る各地区民生委員児童委員協議会の回

答について、事務局から説明願います。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1をご覧ください。1の表は、前回こちらの民生委員審査専門分科会に

おいて、定数を増やすことが妥当であると決定しました地区町内に対し、希

望調査を行った結果をまとめたものでございます。右から 2 列目の「定数増

予定数」が市から提案した増員数で、それに対し、一番右の列が各地区町内

からの回答でございます。すべての地区で増員を希望で、大館地区を除く 7

地区においては、市の提案と同数という回答でございました。大館地区－表

中の網掛けの行については 1人増の提案に対し、2人増を要望するとの回答で

ございましたので、合計をご覧いただきますと、定数増が 14人の予定に対し

15人の要望となりました。 

次に 2 の定数増を要望する理由ですが、世帯数の増加による負担軽減のた

めや、独居高齢者等の見守り対象の増加により、負担が大きくなっているた

めという理由が挙がっております。 

本日は、この後御説明申し上げます内容を参考にしていただき、定数増の

予定数を 14人とするか、あるいは大館地区の要望を認め、15人とするかを御

審議いただき、民生委員審査専門分科会の御意見として決定していただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

では、引き続き資料の説明をしてまいります。大館地区の定数増を要望す

る理由について、別紙をご覧ください。こちらは大館地区からの希望調査に

対する回答でございます。要望理由の内容について要約して申し上げます。 

新井田西町内の世帯数は現在 918 世帯でそれに対し民生委員を 1 人配置し

ているが、適正な状態とはいえない。新井田西町内は区画整理による比較的

新しい町内で、以前は妥当であったと思われる第二寺分・新井田西町内のく
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くりが、世帯数の増加により、現状には合っていない。また新井田西町内で

は、地域の様々な団体と連携を図りながら、民生委員活動を広く活発に行っ

ているため、1丁目から 3丁目に各 1人ずつ民生委員が必要と思われるため、

2人の増員を希望するものである、という内容でございます。 

次に、資料 2 をご覧ください。こちらは、前回の会議で使用した資料です

が、報告も兼ねて再度御説明いたします。2の表は、民生委員の配置基準と比

較し、現在の民生委員の定数が不足している町内及び不足数を表しておりま

す。この不足分については、本来ですと 3年に一度の一斉改選時にあわせて、

地区や市内全域の状況を勘案し、各地区民生委員児童委員協議会等と協議を

した上で、地区割りや町内のくくりの見直しなどの調整をし、市内全体の増

減を決めることとなりますが、一斉改選が終わったばかりで、次回まで 2 年

ほど期間があるということから、現状に速やかに対応して負担軽減を図るた

め、民生委員活動を補佐する福祉協力員の設置条件を拡大し、新たに 27人の

福祉協力員を設置できるように検討いたしました。この結果、要綱を改正し、

すでに対象町内には新たに福祉協力員を設置できる旨の案内をしております

ことを御報告いたします。 

次に、資料 3 をご覧ください。この資料も、前回使用したものですが、本

日の議事の参考資料として、再度御説明いたします。民生委員の定数変更に

ついては、先ほども申し上げたとおり、本来は 3 年に一度の一斉改選時に協

議することですが、中核市移行の特例として、現在の状況を少しでも是正す

るため、資料 2 で不足が明らかになった地区町内について、一定の基準を設

けて、それを満たす町内については民生委員定数を増やすことを検討いたし

ました。この表は、その基準を数値化し、今回増員対象とする町内を決定す

るための資料となっております。現在の世帯数のほか、直近 5 年間の世帯増

加率や面積、高齢化率などを点数化し、合計の加点が 2点の場合は 1人増、3

点以上は 2 人増としたものです。この基準における、大館地区の第二寺分・

新井田西町内の状況を御確認いただきたいと思います。 

左端に③と記載し網掛けをしている行です。世帯数から算出される不足数

は 2人ですが、1人あたりの世帯数は平均の 237％で、加点は 2点、そのほか

の項目においては加点がないため、全体で 2点の加点となり、1人の定数増と

いう結果となっております。 

これと同じ状況である町内が、①の吹上地区の田向町内となります。この

行をご覧ください。この町内も 2人不足とされるものの、1人あたりの世帯数

が平均の 273％で 2 点の加点、それ以外の項目は加点がないため、定数は 1

人増となっております。 

また、第二寺分・新井田西町内における課題としては、それぞれの町内で

すでにかなりの世帯数となっている、ということでございます。両町内合わ

せて 3 人の民生委員を配置しておりますが、地区内や町内間の調整により、

世帯数は約 600 世帯である第二寺分町内に民生委員を 2 人配置し、世帯数が

約 900 世帯である新井田西町内には、民生委員を 1 人配置しているため、新

井田西町内の負担が大きくなっているとのことです。 

確かに、新井田西町内だけでこの基準にあてはめると、1人あたりの世帯数
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事務局 

 

は平均の 4 倍以上となり、定数は 2 人増となるのですが、配置は 2 町内で 3

人としているので、この表のとおり、1人増ということになります。 

これに類似しているのが②の白銀南地区の巻目・第一大久保町内でござい

ます。こちらも 2 町内で計算しますと、加点は 0 ですので、今回の定数増の

対象とはなりませんが、それぞれの町内をみますと、巻目町内は約 730世帯、

第一大久保町内は約 120 世帯であり、両町内併せて約 850 世帯となっており

ます。民生委員は両町内合わせて 2 人の配置ではございますが、地区内や町

内間の調整によりそれぞれの町内に 1人配置しております。 

したがって、巻目町内も現在 1 人で 730 世帯ですので、1 人あたりの世帯

数は平均の 300％を超えます。この町内だけでみますと 2人の定数増となると

ころですが、2町内のくくりで見ますので、結果として増員にはならないこと

になります。 

このように、新井田西町内の事情については、他町内でも同じような状況

が見受けられます。 

なお、繰り返しとなりますが、町内のくくり及び定数の増減の調整につい

ては、次の 31年 12月の一斉改選に向けて、30年度に入りましたらすみやか

に協議を開始して、30 年度内に各地区・町内の定数を決定する予定となって

おります。 

不足分が今回の増員に反映されなかった町内につきましては、この 30年度

の協議において検討されますことを補足として申し添えます。 

 

専門分科会長  ただいま御説明がありましたとおり、大館地区の御回答の方で、こちらの

定数予定数よりも 1名多い 2名という要望で御回答いただいておりますので、

我々で検証し、人数を審議いたしたいと思います。 

それでは、ご意見やご質問等をお願いいたします。 

いかがでしょうか。 

 

委 員  いただいた資料では妥当と思いますが、大館地区の将来的な世帯数の増が

9%ということで、この要望を認めると、他に波及してくるということも考慮

しなければならないと思います。今、事務局から説明がありましたが、改選

時期を見て、その前にもう一度見直しをして増とすることになろうかと思い

ますが、今回は任期の中間ですので、やむを得ないですが我慢の方をしてほ

しいと思います。できれば増としてほしいところではありますが、ここで増

とすることで、他に波及することが出てくるということからすると、示して

いただいたとおりの 14名増とならざるを得ないと思います。 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 同じ意見になりますが、平成 28年の一斉改選時の町内の区画を崩さずに民

生委員の配置数について考えるということで話を進めてきておりますので、

大館地区からの要望は理解できましたが、事務局から説明があったとおり、

平成 31 年 12 月の次の一斉改選の時に、区画についても地域と協議して見直

す場面が各地区で出てくると考えられます。A地区と B地区で 1人ではなく、

世帯数が増加しているので、A 地区に 1 人、B 地区に 1 人といった町内の区
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委 員 画とするということも出てくると思いますので、その時点で再度見直しを行

えばよいかと思います。今現在は任期中でありますし、平成 29年 1月に中核

市に移行し、八戸市で定数を調整できるようになり、今回は不足が著しい地

区の調整ということで理解をしておりますので、大変大館地区には申し訳な

いですが、原案の 14名増で良いかと思います。 

 

専門分科会長  他の方はいかがでしょうか。 

 

委 員  前回の会議の時には、元々民生委員になる人がいないために、福祉協力員

を設置するということで、民生委員の定数だけを増やしても、なり手がいな

いという議論になれば、他の方がおっしゃったとおり、今定数を増やすとい

うよりは、区画の変更などの整備をしながら、次の改選の時に定数を増やす

ということでも良いかと思います。 

 

委 員  そのとおりだと思います。 

民生委員のなり手不足もさることながら、民生委員の活動環境の整備を進

めていかないとなり手が増えず、なり手がいないために民生委員が高齢化し

ていきます。確かに健康で時間的余裕もあり、財政的にもある程度余裕があ

るというのであれば、何歳でも良いとは思いますが、やはりある一定の基準

を設けておりますので、その辺りも加味しなければならないと思います。 

今回の議事からは離れることかもしれませんが、ひとつ今後の進め方とい

う点で、改選期の準備をできるだけ早めでお願いしたいと思います。それも

なり手不足の解消につながるかと思います。従来のパターンだと、町内会長

に推薦依頼をしているわけですので、町内会の動きを早くしてほしいために

は、早め早めの推薦依頼を発信していただきたいです。 

 

専門分科会長  他の方はいかがでしょうか。 

 

委 員 前回欠席でしたので、前回の議事を踏み台にとはいきませんが、世帯数が

1,513 世帯ということで、純増加しているというときに、今後 1、2 年間対応

できるか、ということが 1 つ疑問です。また、この地域に福祉協力員が配置

になるということなので、もし、定数増が叶わない場合は福祉協力員という

形で設置していくという方向はいかがでしょうか。 

 

事務局  福祉協力員については、資料 2 の方で不足している人数分を設置できるよ

うに要綱を改正しておりまして、大館地区の第二寺分・新井田西町内におい

ても 2 人の不足分は、福祉協力員はすでに設置できるようになっており、周

知も町内及び民生委員に行っております。現在は人選をされているところか、

もしくは本議論の結果を待っているのかどちらかかと思います。 

 

委 員 

 

 本議論で民生委員の定数が 2 名増となれば、福祉協力員は推薦しないこと

として、2名増とならなければ、福祉協力員の推薦をするという可能性がある
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委 員 のかもしれません。 

 

事務局  詳しい事情は分かりませんが、そのようなお考えかもしれません。 

 

委 員  良い見方をすれば、福祉協力員は近々の民生委員になっていただけるとい

う要素がありますが、福祉協力員とは民生委員法で定められたものではない

ということで、守秘義務など様々な問題点があります。守秘義務が課せられ

ている民生委員同士であれば良いのですが、個人情報が出てくる定例会など

の会議に福祉協力員を出席させるか否か、その辺りも問題点としてあります。

福祉協力員を定例会に出席させるかどうかで悩んでいる地区があることは事

実です。福祉協力員にも教育はすることと思いますが、民生委員が上である、

福祉協力員が下であるということではなく、福祉協力員に個人情報が関係す

る業務まで行わせるかというと、やはり、敬老会の御案内のような単純なも

のになってしまうかと思います。また、町内の見守りをしていただき、異変

が感じられる場合は担当の民生委員に報告するなどの連携が明確ではないと

思いますので、今後はこの辺りについても検討していく必要があるかと思い

ます。 

 

専門分科会長  御質問に対し、お話がありましたが、いかがでしょうか。 

 

委 員  それについては分かりました。 

先ほど民生委員候補者が見つからないという問題があるということでした

ので、定員を確保してもなり手がいないという問題をどうするかということ

になると思います。定数増加について、地域のためには大変良いことだと思

いますが、定数だけ増加して実質が伴わないということをどうするかが問題

だと思います。 

 

委 員  今のお話は、来年度から議論を行うべき内容、一斉改選に向けての内容で

あると思います。今は、負担の軽減などがなく、なり手が少ない、現数で 495

名いますが、14 名欠員しています。今の議論は、線引きやその負担軽減など

も含め、一斉改選時でないと難しいかと思います。今回は、現在の区画で考

えるべきかと思います。 

 

委 員  欠員に関連してですが、推薦母体を町内会のみとしている現状について疑

問があります。例えば、多くある地域の社会福祉関係団体の方々で協議する、

もしくは町内会長も加えた地区民生委員推薦会を設置し、人材を確保して推

薦を行うという流れができれば理想だと思いますが、これについては今後ど

のようにしていくかを協議していきたいと思っておりますので、このような

課題があるということを委員の皆様に認識していただければと思います。 

 

専門分科会長 

 

皆様御意見等ありがとうございました。 

一通り御意見が出まして、任期中の改正ということで、区画の変更をせず、
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専門分科会長 また、大館地区の要望を認めることで他の地区へも波及する可能性があるこ

となので、今回は皆様の意見を踏まえ、当初の予定どおり 14人増員という回

答としてよろしいでしょうか。 

 

委 員 ≪異議なし≫ 

 

専門分科会長 

 

 

では、民生委員・児童委員の定数変更については、14 人増員とし、議事の

民生委員・児童委員の定数変更に係る各地区民生委員児童委員協議会の回答

については終了といたします。 

今回の議論結果については、再度大館地区の町内会へ説明をお願いします。 

 

事務局 はい、承知いたしました。 

 

専門分科会長 

 

以上で、本日予定しておりました案件の審議は全て終了いたしましたが、

この際、案件の他に何かございませんか。 

 

委 員  民生委員が町内に多いところで 4人、少ないところで 1人いるわけですが、

町内ごとの区画を伝統的に受け継いできた経緯があります。その町内での区

画については、各町内に任せられてきたきらいがあります。その区画の線引

きについて、地域性などもあるとは思いますが、適切かどうかも考えていく

必要があるかと思います。役所から区画について指定などはされたこともな

く、それについて疑問などもなかったですが、将来的にはその区画について

も考えていく必要があるかと考えます。 

 

専門分科会長 御意見ありがとうございます。他にございませんか。 

 

委 員   私どもの方で 4 月から大館東地区の包括支援センターを担当することに

なっておりますので、民生委員活動と福祉活動の推進というところで分けた

時に福祉活動の部分については、今不足しているところをお伺いしながら、

協力していけることもあると思いますので、包括支援センターの方にもお声

をかけていただき、連携を強化してまいりたいと思います。 

 

委 員  ありがとうございます。 

 市と民生委員児童委員協議会と地域の社会福祉事業所との連携において、

障害が起きているのが個人情報やプライバシーについての問題で繋がらない

ようになってしまっています。皆様それぞれ社会福祉を満たしています。我々

としては、情報を共有していきたいと思っています。 

これからもよろしくお願いします。 

 

専門分科会長 他にはございませんでしょうか。 

 

委 員 ≪意見等なし≫ 



8 

専門分科会長 なしということですので、これをもちまして全ての議事を終了させていた

だきます。 

 

司 会 専門分科会長ありがとうございました。これをもちまして 平成 29年度第

2回八戸市健康福祉審議会民生委員審査専門分科会を閉会いたします。 

なお、本日の民生委員審査専門分科会の内容につきましては、年度末に予

定しております八戸市健康福祉審議会にて、報告させていただく予定となっ

ております。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 


