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■平成 30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 30年 5月 21日（月） 13：30～14：00 

場  所 八戸市庁別館 7階 会議室 A 

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 以上 4名 

欠席委員 
中村 卓司 委員 

高渕 壽男 委員 以上 2名 

事 務 局 

福祉部   ：豊川部長兼福祉事務所長、松橋次長兼生活福祉課長 

福祉政策課 ：藤田課長、角岸副参事(福祉政策グループリーダー)、 

磯嶋主幹、八木橋主査、佐藤主事 

議  事 一斉改選に向けた定数・区域割の見直しについて 

結果概要 

平成 31年度の民生委員一斉改選に向けて、民生委員の地区あたりの定数や担当区域

の割り当てについて検討するにあたり、見直しの方法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 定刻となりましたので、ただ今から「平成 30 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。 

 

まず、本日 平成 30年 5月 21日付けで委嘱される方のご紹介をいたします。 

八戸市小学校長会 監事 中村 卓司 様 でいらっしゃいます。 

本日はご欠席との連絡をいただいておりますので、紹介のみとさせていただきま

す。 

 

司 会 次に、福祉部及び事務局の新任職員を紹介させていただきたいと存じます。 

福祉部長 兼 福祉事務所長 豊川 寛一 

福祉部次長 兼 生活福祉課長 松橋 光宜 

福祉政策課 福祉政策グループリーダー 角岸 功幸 

福祉政策課 主査 八木橋 昌平 

福祉政策課 主事 佐藤 なつみ 

 

司 会 それでは、会議に移りたいと存じます。 

本日は、4名の御出席をいただいており、高渕委員、中村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。 
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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。 

 

専門分科会長 皆さん改めましてこんにちは。 

大変お忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

本年度に入り、第一回目となります専門分科会ですが、平成 31年度の一斉改選に

向けた方針等々を本日は皆様にご意見をいただきたい、ということになっておりま

す。 

目下、社会状況が厳しい中、全国的に見ても民生委員の人手不足、担い手不足と

いうものがひとつ壁となっております。 

先日、福岡県大牟田市を視察しまして、そこではユネスコスクールという事業が

ありました。ユネスコの冠のついた地域密着型教育で、小学生、中学生がさまざま

な地域の方々と連携して、地域教育というものを学んでいく、というものです。そ

の中のひとつとして、「子ども民生委員」という取り組みがございました。これは簡

単に言いますと地域の民生委員さんに子どもさんが一緒について、地域を回って歩

くというものです。小学生からしてみれば、地域を知る、そして民生委員さんの仕

事を知るということ、また、民生委員さんからしてみれば、ひとつの啓発活動であ

り、加えて、お子さんと一緒に回るということで何か新鮮な気持ちになれるという、

双方にとって非常に利のある取り組みでした。 

このように、全国的にさまざまな取り組み、工夫のもと、民生委員さんが活躍さ

れているということを改めて実感しましたので、ご紹介させていただきました。 

いずれといたしましても、この平成 31年の改選期に向けて皆さんと共に環境づく

りというものを今日できればな、と思っております。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

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。 

一斉改選に向けた定数・区域割の見直し について、事務局から説明願います。 

 

事務局 

 

具体的な資料の説明に入る前に、私から大まかな全体の話をさせていただきたい

と思います。 

昨年度 11月と 2月に当専門分科会を開催させていただきまして、民生委員の 

12 地区 14 人の増員ということでご承認をいただいたところでございます。これは

昨年１月に当市が中核市になりまして、民生委員の定数など自ら決定できるように
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なったということで世帯数の急増など事情を抱える地区について特例的に定数を増

員したというところでございました。 

これに対しまして、本日の議案であります、平成 31年度に予定している 3年に 

一回の一斉改選に向けた作業というのをこれから進めていきたいというのが、本日

お諮りするお話でございます。世帯数など客観的なデータをもちまして、各地区の

民生委員、児童委員協議会と協議をして決めていきますが、それと同時に、地区が

持つ特殊事情も加味しながら定数・地区割について協議、検討していきたいと考え

てございます。中核市になる前はこういった作業は、全て県の権限のもとで行って

いたところでございますけども、現在は八戸市として実施するという初めてのこと

ですので、しっかりと進めていきたいと考えております。 

後ほどスケジュール等お示ししますが、委員の皆様のご協力をお願いしたいと 

思っております。 

よろしくお願いします。 

 

事務局 それでは、資料１をご覧ください。 

一斉改選に向けた定数・区域割の見直しについて、御説明申し上げます。 

 

まず概要でございますが、委員の皆様もご承知のとおり、昨今の福祉を取り巻く

環境は、少子高齢化の進行、家族形態の変化及び地域住民のつながりの希薄化など、

依然として厳しい状況が続いておりますが、それらを背景に子育て世代の孤立化や

独居老人の見守りなどが社会的な課題となっている中、地域福祉の相談役である 

民生委員のなり手不足が深刻化しております。このため、当市の中核市移行を契機

といたしまして、平成 31年度に行われる一斉改選に向け、民生委員のなり手不足の

解消や民生委員活動の負担軽減を目的として、適正な定数・区域割の見直しを図り

たいと考えております。 

 

次に、見直しの方法についてでございますが、定数及び区域割について、市内 

25地区の民生委員児童委員協議会と協議を行いながら進めてまいりたいと考えて 

おります。協議に当たっては、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に基づき、各地区について、それぞれ次の①～③に掲げる事

項に関する一覧表を作成のうえ、各地区へ提示し、議論を深めてまいりたいと思っ

ております。 

 

まずは、指針についてですが、資料２をご覧ください。 

皆様もご存知のとおり、民生委員・児童委員の配置基準については、１（１）一

般基準のアにおいて、170 から 360 までの世帯ごとに１人としております。また、

特別な事情がある場合は（２）にありますような特別基準を勘案し、地区民児協の

意見を聴くことができる、とされております。 

 

資料１にお戻りいただき、２の①～③に掲げる事項についてご説明申し上げます。 

なお、実際に抽出したデータをご覧いただいた方がイメージしていただきやすい

と考え、三八城地区のみですが、サンプルを作成しておりますので、資料３と照ら
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し合わせながら、ご覧願います。 

まず、①配置基準適合性といたしまして、今年の３月 31日現在の各町内毎の世帯

数と、現在、その町内を担当する民生委員数及び一人当たりの担当世帯数を掲載し

ており、担当世帯が 170世帯に満たない町内と 360世帯を超えている町内には、 

おのおのマルを表示しております。 

次に、②３年世帯増加率についてですが、現在の世帯数と前回の一斉改選前の 

平成 27 年 3 月 31 日現在の世帯数との比較を載せております。この際、担当町内が

複数ある場合、当該担当町内全体の世帯増加率を表示しております。 

次に、③の高齢化率については、現在の各町内毎の人口に対しての 65歳以上の割

合となっており、一番右にある高齢化率は、さきほどの増加率と同様に、複数町内

を担当している場合の、当該担当町内全体の高齢化率を表示しております。 

これら①から③のデータを基に行った各地区協議会との協議結果を踏まえた上

で、見直し案を固めてまいりたいと考えております。 

 

続きまして、資料４今後のスケジュールについて、をご覧願います。 

本日の議案であります見直し方針については、まだご承認前ですが、ご承認いた

だいたと仮定しまして、来月６月の１か月間で、２５地区の民児協の会長から、 

現在の地区の定数について、増減及び区域割の希望有無等についてヒアリングを行

います。 

その後、ヒアリングの内容を踏まえ、定数・区域割について、１次案として、7月

下旬頃に、当分科会に提示し、お諮りしたいと思っております。 

この１次案が承認いただければ、８月から１１月中旬にかけて、この案をもって、

地区民児協内でご協議をいただきたいと考えております。 

その協議の結果をもって、１２月には最終案として定数及び区域割について、 

ご審議いただきたいと存じます。 

その後、３月に八戸市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例を制定

いたしまして、31年度の４月から５月には、各町内会に対して、一斉改選に係る 

民生委員の推薦依頼をする流れで進めてまいりたいと考えております。 

 

以上で、一斉改選へ向けた定数・区域割の見直しについて、の説明を終わります。 

 

専門分科会長 先ほどの説明に対して、御意見・御質問はございませんか。 

 

 

委 員 前回、民生委員を助ける方として福祉協力員を置くという話がありましたが、 

これは民生委員の定数に比例して数字が決まるのか、それとも関係なく決まるので

しょうか。 

 

事務局 福祉協力員の要件として、複数町内を 1 人で担当しているか、1 人で 360 世帯を

超える世帯を担当しているか、の二つがございます。 

360世帯を超える、というところが解消されれば福祉協力員の数はその地区につい

ては減るということになりますので、定数が決まれば福祉協力員の数も少し増減い
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たします。 

 

委 員 

 

この定数や地域割りの見直しが実現でき、人が確保できればきっと民生委員の 

負担の軽減となると思うのですが、そもそも民生委員のなり手が不足していると 

いう中で、定数を増やしたところでなり手がいないのではないか、というような 

議論も前回までの中であったと思います。 

何か人材の確保に関するところで具体的な案などは現在あるでしょうか。 

 

事務局 

 

おっしゃるとおり、民生委員のなり手不足で困っているところで、今現在も定数

に対して、前々から 14人ほどの欠員があり、昨年度増員をした部分の定員も埋まっ

ていないという感じですので、欠員についてだけ見ると定員を増やした分、欠員も

増えてしまったところもあります。 

ですがやはり、見つからないは見つからないとしても、一人分の負担ということ

を考えると定数自体は、負担を減らすためにも増やしておきたいという考えがあり

まして、そういう風に進めていきたいと思っております。 

民生委員になる人を見つけるのに何か方策は、というお話ですが、具体的には 

現時点でこれといった特効薬的なものはなく、引き続き町内会に探してくださいと

いうことで、機会あるごとにお願いをしておりますけれども、なかなか見つからな

いというところです。 

いい方策については見つけられずにいるというところでございます。 

 

委 員 

 

実態として、町内会の世帯が 700 とか 800 とか、そういうところはあるのでしょ

うか。 

 

事務局 あります。 

 

委 員 配置基準からすると、360世帯でひとりの民生委員が担当することになりますか。 

 

事務局 そうです。 

委 員 800 とか 900 とか超えてくるところは、当然、そういう基準に入れて、民生委員

が二人とか三人とかという話になってくるのでしょうか。 

 

事務局 そうです。 

委 員 もうひとつ、前回、地域からの意見を聞いて、定数を増にして、それに基づいて 

推薦依頼を出して、増やした分の何パーセントくらいが埋まっているのでしょうか。 

 

事務局 今月末頃に推薦会をやるので、今、推薦依頼を出しているところです。 

 

委 員 現時点で市に推薦されている分だとどれくらいですか。 
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事務局 3,4件がすでに提出されています。また、現在、準備中という電話も何件か受けて

おります。 

ですので、見込みとして半分は埋まるだろう、というところです。 

 

委 員 地域でも、増やして欲しいという意見はあっても、実態としては推薦が難しい 

地区もあるし、待ってましたとばかりにすぐ推薦を準備できる地区と差があるとい

うことですか。 

 

事務局 はい。 

 

事務局 さきほどの一人当たりの世帯数ですが、昨年度にお諮りしたときに使用しました 

一覧表によりますと、一番多いところで 900 世帯というところです。その地域につ

いては、増員ということでお認めいただきましたので、なり手が見つかれば二人に

なりますので、一人当たり 450世帯となります。それでもまだ多いです。 

 

委 員 私自身が八戸市在住ではないので八戸市の民生委員の活動がよく分かっていない

のですが、私たちの地域では民生委員活動はそこまで大変ではないという印象です。

民生委員をサポートする団体も複数ございます。 

私は町畑地区の敬老会に法人としてお手伝いをすることもあるのですが、民生委

員などの少数で敬老会の準備をしなくてはならないというような話を聞きます。 

日常的な相談というよりもそういう風な行事の準備等に大変な労力と時間とを割い

ていると。 

八戸市において、具体的な「民生委員活動の負担」というのはどういうものを 

指しているのでしょうか。 

 

事務局 おっしゃるように地域ごとで様々な団体があります。地区の社会福祉協議会や、

町内会、民生委員、そのほかに地域のまちづくり団体があるところもあります。 

その地域の住民の方々の賛同を得られれば、といいますか、地区の雰囲気にも 

よるのでしょうが、多くの人がいろんな会議に参加してやっている地区は多くの人

手が集まると思います。 

一方、地区によっては同じ人が様々な会議を兼ねているというのもだいぶあるよ

うで、そういうところは結局、実際の活動人数は少なくなってしまい、イベントを

やるときにかなり大変になってくるのかなと思われます。 

こういったところは、地区によって温度があると聞いております。 

 

専門分科会長 上長地区だと町内会があって、体育協議会、社会福祉協議会、健康づくり協議会、

自主防災組織というもの、ほとんど同じようなメンバーでやりくりしています。 

そうした中で、敬老会といったような行事の負担は大きいのかなと認識しています。 

 

委 員 地域のそういうところは地域で解決してもらうとしても、人的な部分は社会福祉

法人がどんどん協力できればいいと思っております。敬老会の準備等ご高齢の方が

テーブル出したり、いす出したりするというのが大変なのであれば、私たちが前日
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に行って出して、終われば撤収するというような、そういうことであれば手伝うこ

とができます。そういったことが負担の軽減に繋がるというのであれば、色々と、

社会福祉法人もそういったことが出来ますよ、ということを発信していただいてい

いと思っております。また、実態調査等についても全部の圏域にあるわけではあり

ませんが高齢者支援センターとうまく連携していければとも思っております。 

より一層、社会福祉法人がこういった民生委員や、地域の町内会の活動を支えら

れるような感じでありたいと思いますので、民生委員を推薦するときの「いいはな

しのひとつ」として伝えていただければと思う。 

 

事務局 今現在、負担の軽減ということで昨年度末から、各地区計 26名の方、それぞれ 

3 年未満の新任の方、3～15 年の中堅の方、15 年以上のベテランの方、と対象を区

切って、ヒアリングを行っておりました。それを取りまとめて、項目を絞った上で、

全民生委員さんにアンケートを行いたいと考えております。 

その結果を更にまた取りまとめて、できることから、例えば市役所内で解決でき

るようなものであれば随時解決して、いくらでも負担の軽減につなげていければな、

というような取り組みをしようと今、考えてございます。 

 

また、民生委員がどういう活動しているのか、というところについて、民生委員

さんからそもそも民生委員とはなにかを知らない人が多いというお話がありました

ので、そちらの周知の方法も併せて検討していければと思っております。 

 

委 員 民生委員の推薦を依頼するにあたって、地域で人を見つけるための分かりやすい 

パンフレットみたいな、「民生委員ってこういうことしています」みたいな町内会長

が民生委員をお願いしたい人に説明しに行くためのものが欲しいのではないでしょ

うか。公的な推薦依頼の文書だとか、民生委員法について書かれたものではなく、

チラシのようなものを持って、推薦したい人に説明しにいくというものが必要では

ないかと思います。 

町内会長さん方が民生委員に是非と思っても、その人にうまく民生委員の活動を

説明できるかというと、できないという場合もあるのではないでしょうか。民生委

員になってから「あれ、きいてないよ」というのがあったりするとお互いによくな

いので、そういったものを用意するのはどうだろうか、と思います。 

 

推薦依頼を出すときにそうしたものも何か送っていましたか。 

 

事務局 そういった「民生委員とは」というようなものの同封は行っていません。 

 

委 員 そういうものがあると推薦する人も説明しやすいと思います。 

町内会長さんや地区の会長さんが一緒に行って「一緒に活動しませんか」と言う

にしても、チラシとか分かりやすいものがあったほうがいいのかな、という感じも

あります。 
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委 員 民生委員の方からよく聞くのですが、地域のことがなんでも民生委員に降りてき

て、忙しすぎる、と。本来民生委員は民生委員法できちんと仕事内容が提示されて

いるものだけすればいいのですが、さっきのような地域活動まで民生委員に負担が

かかってきて、わけが分からなくなるそうです。 

町内会の仕事と民生委員の仕事はまったく別だという考え方もあって、その辺が

整理されていないと、やっぱり、民生委員になってから色々と頼まれて、心が疲れ

てしまう人もいるのではないでしょうか。 

県が作成している民生委員のためのパンフレットでもかなり効果があると思うの

で、それがあるだけでもかなり効果があると思います。改めて作るのは大変ではな

いでしょうか。 

 

問題は、町内会活動と民生委員活動について、町内会ごとでちょっと違ってくる

ので、そのあたり、町内の推薦する側がどういう期待を持って、民生委員の人に 

お願いしているのかっていうのも地域ごとに違うとなると、同じ民生委員であって

も、どこかで会って話をしてみたら、「ずいぶん違うな」ということもありえると 

思います。 

そこらへんはどうしたらいいのでしょうか。 

推薦のときは建前、決まったら地域ごとで、となるのでしょうか。 

 

委 員 上長の場合、敬老会について、民生委員はお手伝いするけれども主体的には地区

社会福祉協議会が行っています。 

地域によってばらつきがあるし、そちらのように社会福祉法人がバックアップし

ているところもあります。 

ただ、おっしゃるとおり、社会福祉法人の社会貢献というのも前面に出てきてい

るので、民生委員からそういった施設に声がけをしてもいいんですよ、というのも

民生委員協議会にお知らせすることも必要なのかなと思います。 

一法人一施設の小さな法人であれば人が出せないと思いますが、それなりの大き

な法人であれば、その時間だけなら人出せます、というようなそういう情報提供が

必要なのかなと思います。 

 

委 員 そこをうまく活用すると活発化できるかな、と思います。 

 

委 員 相談事例も複雑多岐になっているのでしょうか。 

月別の民生委員の報告書も提出されていると思いますが。 

 

事務局 報告書自体だとちょっとそのあたりは見えませんが、ただ、世の中の流れである

とか、傾向上、おそらく複雑な問題が増えていると思われます。 

 

委 員 以前は県の担当だった事柄だけども、市に事務が降りてきたことで一時的に民生

委員が受けなければいけないとなった事柄について、そういうことに対する知識・

ノウハウがないというのが不安に思っている、そういうのが負担になっているとい

う人もいます。 
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覚えなきゃいけない制度等が大量にあるので、全部覚えるのは無理なのだけれど

も、どういう風に交通整理できて、どういう風に本人たちの思いを受け止めてもっ

ていけるか、そういうのも民生委員の仕事だと思うので、つなぎ方というか、心配

しないで、つなげますよ、とやると気持ちが楽になるのかなと、思います。 

いきなりわけの分からない相談が個人の家にくると、民生委員本人もパニックに

なってしまうというのもあると思います。 

 

専門分科会長 ご意見等々伺いまして、本日の資料、一斉改選に向けた定数・区域割の見直し に

係る部分については、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し、議事 一斉改選に向けた定数・

区域割の見直し については終了といたします。 

 

専門分科会長 以上で本日予定しております案件の審議は全て終了いたしました。 

この際、案件の他に何かございませんか。 

 

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 工藤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 30 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、次回の開催は７月下旬の予定となります。詳細な日時につきましては、近

くなりましたら改めてご連絡いたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 


