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■平成 29年度第 1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 29年 11月 17日（金） 13：30～14：00 

場  所 八戸市庁本館３階 議会第３委員会室 

出席委員 

浮木 隆 副専門分科会長 

工藤 悠平 委員 

佐々木 智子 委員 

 

中谷 美由紀 委員 

高渕 壽男 委員   以上５名 

欠席委員 関川 幸子 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、市川主幹(福祉政策グループリーダー)、 

磯嶋主幹、斎藤主事 

議  事 

１．専門分科会長の選出について 

２．民生委員・児童委員の配置基準及び現状について 

３．福祉協力員制度の拡充について 

４．民生委員・児童委員の定数変更について 

５．今後のスケジュールについて 

結果概要 

空席となっていた専門分科会長の選出後、民生委員・児童委員の配置基準及び現

状について事務局より説明。その後、福祉協力員制度の拡充及び民生委員・児童

委員の定数変更について、事務局より説明し、了承を得る。 

（以下、議事詳細） 

 

 

 

司 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、お忙しい中をご出席いただきましてありがとうございます。 

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１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名のご出席をいただいており、関川委員が所用のため欠席され

ております。 

委員の半数以上のご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ご報告

申し上げます。 

また、夏坂専門分科会長が退任され、平成 29 年７月 21 日付けで工藤委員

が新たに委嘱されましたことを報告いたします。夏坂専門分科会長の退任に

伴い、現在専門分科会長が空席となっております。 

それでは、始めに、副専門分科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。 
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副専門分科会長 

 

 専門分科会長が空席ですので、代わりにご挨拶申し上げます。 

 八戸市健康福祉審議会は、八戸市が中核市に移行したことから社会福祉法

における地方社会福祉審議会の役割を担うことになっております。 

 本民生委員審査専門分科会の職務としては、民生委員・児童委員の適正に

関する事項の調査及び審議、また、民生委員・児童委員に係る重要な事項に

関する調査及び審議を行う、という２つがございます。 

 本日は、５つの案件がございますので、皆様と慎重な審議を行い、本会議

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。 

 

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」とされており、また同条第８項

の規定により、「副専門分科会長は、専門分科会を補佐し、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」と

されていることから、副専門分科会長に議長を務めていただきます。 

副専門分科会長、よろしくお願いいたします。 

 

副専門分科会長 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、専門分科会長の選出を行います。選出については、当審議会規

則第５条第６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。 

 

委 員 ≪異議なし≫ 

 

副専門分科会長 それでは、推薦で進めさせていただきます。 

どなたかご推薦をお願いいたします。 

 

委 員 専門分科会長には工藤委員を推薦します。 

 

副専門分科会長 ただ今、専門分科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。 

 

委 員 ≪異議なし≫ 

 

副専門分科会長 それでは、専門分科会長は工藤委員にお願いすることに決定いたしました。 

以上で、私の職務を終了いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

司 会 

 

 

副専門分科会長、ありがとうございました。 

それでは、工藤専門分科会長は、専門分科会長席へお着きくださるようお

願いいたします。 
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司 会 

 

（工藤委員 専門分科会長席へ移動） 

それでは工藤専門分科会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

専門分科会長  ただいまご推薦いただきました、工藤でございます。 

 民生委員の皆様方におかれましては、地域社会をより直接的に担っていた

だく、支えていただく大切な立場でございますが、社会状況の変化等により

活動状況が大変厳しいという現状であります。 

 そういった中でなり手不足ということも顕在化しておりますが、中核市移

行に伴い、これまでの定数のゆがみを補正するという会議と伺っております。 

 円滑な議事運営に努めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。 

 

司 会 ありがとうございました。 

これ以降の会議の議長につきましては、審議会規則第４条第１項及び第５

条第 11項により、専門分科会長が務めることになっております。 

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。 

（２）民生委員・児童委員の配置基準及び現状について、事務局から説明

願います。 

 

福祉政策課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案件の審議に入ります前に、私から、民生委員児童委員の定数・配置にか

かる考え方についてご説明を申し上げます。これは、本日の案件のうち（２）

（３）（４）の各案件の議論の前提となるものでございます。 

 まず、資料１をご覧ください。 

 当市では中核市への移行に当たり、厚生労働大臣が定める基準を参酌した

上で「八戸市民生委員・児童委員の定数及び民生委員協議会の区域に関する

指針」を定めております。 

この指針において、１（１）のア．の民生委員・児童委員配置基準は、国

及び県と同様に 170 から 360 までの世帯ごとに１人としており、また次のペ

ージに参りまして、３の定数及び地区の改定についてでは、改定は、３年ご

とに実施される一斉改選の際に行うこととしております。 

 よって、本来であれば、定数改定の議論は、平成 31 年 12 月の一斉改選に

向けて平成 30年度中に行われるべきものであり、実際に来年度にも定数及び

地区の改定について御審議いただきたいと考えております。 

この定数改定の議論を今年度の専門分科会で行う理由でございますが、中

核市になる前は、当市には民生委員の定数を決める権限がなかったため、一

斉改選期の前年度に、県に対して、主に新興住宅地等の世帯数の増を理由と

して増員を要求してきたところですが、過去数回にわたり認められてこなか

ったため、一部の地域の民生委員に大きな負担がかかっております。 

そこで、まずは今年度、当市独自の制度として民生委員の活動に協力して

いただくために設置している福祉協力員の制度を拡充することにより、この
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福祉政策課長 

 

問題に対応したいと考えております。 

しかしながら、民生委員にしかできない業務もあるため、適正配置数との

乖離が特に大きくなっている地域については、任期途中ではありますが、来

年度における民生委員の増員も検討したいと考えております。 

このような状況から、今回の定数改正の議論は、中核市移行に伴う特例と

して一斉改選期によらず行うため、委員の皆様に御審議をお願いするもので

あります。 

なお、民生委員・児童委員の現状等、以降の説明については、担当からご

説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局  それでは、資料２をご覧ください。民生委員・児童委員の現状について、

御説明申し上げます。 

 まず、11 月 17 日現在で、民生委員・児童委員の定数は 509 人、このうち

委嘱数は 495人、欠員数は 14人でございます。 

 ２．の民生委員が不足している地区に参りまして、この 509 人が担当する

町内、複数町内を１つとしているところもございますが、これらの世帯数を

民生委員配置基準の上限である 360 で除して切り上げた数を、配置基準に基

づく本来の民生委員の定数と考え、例えば表の一番上、吹上地区の田向町内

には本来４人の民生委員が配置されていなければなりませんが、現状は２人

の配置となっております。 

 この差を積み上げていきますと、28の町内で 32人の民生委員が不足してい

ることになります。 

 一方で、民生委員の活動を支援する福祉協力員を設置できる町内もあり、

この配置も考慮いたしますと、４つの町内で設置、１つの町内で設置可能と

なっていることから、28の町内で 27人の民生委員又は福祉協力員が不足して

いる、とも言えます。 

 以上で、（２）民生委員・児童委員の配置基準及び現状についての説明を終

わります。 

 

専門分科会長 ただ今の事務局からの説明について、委員の皆様からご意見・ご質問等は

ございませんか。 

 

委 員 ≪意見等なし≫ 

 

専門分科会長 それでは、（２）民生委員・児童委員の配置基準及び現状については終了と

いたします。 

次に（３）福祉協力員制度の拡充について、事務局から説明願います。 

 

事務局 

 

 

 

それでは、資料３福祉協力員制度の拡充について、をご覧願います。 

福祉協力員は、民生委員及び地域が行う地域福祉活動に協力等をする方で、

市民の中から選出されます。選出方法について、町内会長の同意を得た上で、

町内を担当する民生委員に推薦され、市長によって委嘱されます。任期は３
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事務局 年で、守秘義務を課せられております。 

職務は、民生委員及び町内会等の地域福祉活動への協力などの４つで、具

体的な民生委員との違いは、生活保護法に関する調査、指導等、地域住民か

らの相談業務、支援等、証明事務ができないことです。 

制度を拡充する理由についてですが、先ほど福祉政策課長が申し上げたと

おり、数年にわたり民生委員の定数増が認められなかったことにより生じた

一部の民生委員の負担軽減のためでございます。 

拡充の概要についてですが、これまでは１人の民生委員が１つを超える町

内会を担当しているとき、民生委員がいない町内会１つにつき１人の福祉協

力員を置くことができる、としておりましたが、これに加えて、民生委員１

人あたりの世帯数が民生委員の配置基準を超える地区を対象として、福祉協

力員の設置を可能とする、ものです。 

この拡充により、福祉協力員の設置上限は 86人から 113人となります。制

度の改正時期について、今年 12月までに行いたいと考えております。 

なお、前回の一斉改選期では３人の福祉協力員が民生委員になったように、

福祉協力員を多く確保することは、将来の民生委員の候補につながるものと

考えております。 

以上で、（３）福祉協力員制度の拡充についての説明を終わります。 

 

専門分科会長 ただ今の事務局からの説明について、ご意見・ご質問等ございませんでし

ょうか。 

 

委 員  参考までにですが、現在八戸市で町内会を結成していない地区がどれくら

いあるか把握していますか。 

 

事務局 現在行政で把握している町内会は 526 あり、そのうち休会状態で活動して

いない町内会もいくつかありますが、町内会を結成していない地区数は実態

として把握しておりません。 

 

委 員 今後審議していく上で必要になると思いますので、把握しておいていただ

けるとありがたいです。 

 

専門分科会長 他にご質問等はございませんか。 

 

委 員 福祉協力員関係については、要綱で定められているのですか。 

 

事務局 そのとおりです。 

 

専門分科会長 他にご質問等はございませんか。 

 

委 員 ≪意見等なし≫ 
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専門分科会長 ないようですので、（３）福祉協力員制度の拡充については、事務局案のと

おり承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

委 員 ≪異議なし≫ 

 

専門分科会長 それでは、事務局案のとおり承認することといたします。 

次に（４）民生委員・児童委員の定数変更について、事務局から説明願い

ます。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、資料４民生委員・児童委員の定数変更について、をご覧願いま

す。 

これは、さきほど資料２でご覧いただいた 28町内の世帯数、民生委員の配

置基準、配置数及び不足数に加えて、配置されている民生委員１人あたりの

世帯数及び八戸市の民生委員１人あたりの平均である 213 世帯との比較、町

内の平成 24 年度から 28 年度までの５年間の世帯増加率、町内の面積とこれ

を民生委員の配置数で除したもの及び民生委員１人あたりの平均担当面積

600,275㎡との比較並びに高齢化率を指標としたものです。 

この指標について、負担が特に重いと思われるものには加点することとし

ており、その基準は、資料の下部をご覧願います。 

まず、Aとして、民生委員１人あたりの世帯数が平均値の 200％以上の町内

には２点、300％以上の場合は３点を加点することとしました。 

次に、B として、５年間の世帯増加率が 20％以上の町内には１点、C とし

て民生委員１人あたりの面積が平均値の 150％以上の町内には１点、D とし

て、高齢化率が 40.0％以上の町内には１点を加点することとしました。 

最後に、合計を E として、２点の場合は１人、３点以上の場合は２人の定

数増としました。 

なお、この採点・加点基準は、中核市移行前に生じたひずみを補正するた

めのものであり、来年度に御審議いただく予定の市内全域を対象とした定数

及び地区割りの変更にも適用するものではないことを申し添えます。 

この基準で表の加点及び合計の列をご覧いただきたいのですが、例えば一

番上の行の田向について、１人あたり世帯数は平均の 273％ですので２点を加

点し、その他の指標からは特段民生委員の負担が重いとはいえないことから

０点、合計２点で１人増やすこととし、上から３行目の梨ノ木平について、

１人あたり世帯数は平均の 423％ですので３点を加点、５年世帯増加率が

43％ですので１点を加点し、合計４点で２人増やすこととしております。 

ただし、この定数増は、民生委員の不足数の範囲内としたいと考えており、

具体的には、表の中段、北白山台・白山台県営は、１人あたり世帯数が多く

面積が広いことから合計３点、表の下から４行目の湊高台二丁目・四丁目は、

１人あたり世帯数が多いことから合計３点となっておりますが、民生委員の

不足数が１人であることから、１人の増としております。 

この基準で集計した結果、民生委員の不足数 32人に対し、14人の定数増が

適当となり、今後、当該地区民生委員児童委員協議会を通じて意見照会し、



7 

事務局 地域で議論いただきたいと考えております。 

繰り返しの説明となり恐縮ですが、本来であれば、定数の変更は３年に一

度の改選期に、配置基準の下限である 170 世帯を大幅に下回る町内の取扱も

含めて、総合的に増減を議論しなければなりませんが、既に委嘱されている

民生委員を任期途中で解職させるわけにはいかないため、今回の増は純増と

なる予定です。 

全ての地区において、定数を増やしたい、との回答があった場合、当市の

民生委員の定数は 523人となる見込みです。 

以上で、（４）民生委員・児童委員の定数変更について、の説明を終わりま

す。 

 

専門分科会長 ただ今の事務局からの説明について、ご意見・ご質問等ございませんでし

ょうか。 

 

委 員 民生委員の定数増員については、平成 29年度中に行うのですか。 

 

事務局 民生委員の定数は条例で定めることとなっており、最速で３月議会で決め

ていただくこととなりますので、来年度に増員に向け、動くことになります。 

 

専門分科会長 他にご質問等はございませんか。 

 

委 員 ≪意見等なし≫ 

 

専門分科会長 ないようですので、（４）民生委員・児童委員の定数変更について、事務局

案のとおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

委 員 ≪異議なし≫ 

 

専門分科会長 それでは、事務局案のとおり承認することといたします。 

次に（５）今後のスケジュールについて、事務局から説明願います。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、資料５今後のスケジュールについて、をご覧願います。 

本日の専門分科会で各議題を了承いただいた後、福祉協力員の制度変更は

市役所内の決裁をもってこれを実施し、担当民生委員及び地区民生委員児童

委員協議会に連絡します。 

資料は、民生委員の定数変更についてまとめたもので、この後、八戸市民

生委員児童委員協議会及び地区民生委員児童委員協議会に意見照会し、定数

の変更についての意見を回答いただきます。 

この結果を第２回の当専門分科会にご報告し、方針の決定について御審議

いただきたいと考えております。 

当専門分科会での２度の審議結果は、来年３月 16日の八戸市健康福祉審議

会で報告する予定です。 
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事務局 

 

方針の決定をふまえ、３月議会に民生委員の定数を定める条例の改正を提

案し、制定いただいた後、該当町内会長に民生委員の推薦を依頼したいと考

えております。 

以上で、（５）今後のスケジュールについて、の説明を終わります。 

 

専門分科会長 ただ今の事務局からの説明について、ご意見・ご質問等ございませんでし

ょうか。 

 

委 員 ≪意見等なし≫ 

 

専門分科会長 

 

ないようですので、（５）今後のスケジュールについては終了といたします。 

 

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 ≪意見等なし≫ 

 

専門分科会長 なしということですので、これをもちまして議事を終了させて頂きます。 

 

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１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、次回開催予

定の会議と併せて、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。 

 

 


