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■ 令和２年度第１回八戸市健康福祉審議会 

社会福祉専門分科会 会議録 

 

日  時 令和 2 年 8 月 27 日（木） 13:30～14:52 

場  所 八戸市庁本館３階 第二委員会室 

出席委員 

坂本 美洋 専門分科会長 

東山 国男 副専門分科会長 

浮木 隆 委員 

関川 幸子 委員 

近藤 弘樹 委員 

伊藤 恵美子 委員 

荒川 繁信 委員 

古戸 良一 委員 

慶長 洋子 委員   以上９名 

欠席委員 福士 良樹 委員                  以上１名 

事 務 局 

福祉部   ：池田部長兼福祉事務所長、藤田次長兼福祉政策課長、 

中里次長兼高齢福祉課長 

福祉政策課 ：西村副参事（福祉政策グループリーダー）、出川主事、竹高主事 

高齢福祉課 ：中居参事兼地域包括支援センター所長、鈴木副参事（高齢福祉グ 

ループリーダー）、平田主事 

障がい福祉課：鈴木課長 

総合政策部  

市民連携推進課：早狩課長 

議  事 

１ 第３期八戸市地域福祉計画 令和元年度実績報告について 

２ 第３期八戸市地域福祉計画の計画期間の延長及び第４期八戸市地域福祉計画 

  の策定作業の延期について 

結果概要 

資料のとおり事務局から説明。 

議事１ 第３期八戸市地域福祉計画 令和元年度実績報告については、おおむね

順調に施策を推進していることが確認され、実績報告について承認された。 

議事２ 第３期八戸市地域福祉計画の計画期間の延長及び第４期八戸市地域福

祉計画の策定作業の延期については、事務局案のとおり承認された。 

（以下、議事詳細） 

▼ 会議内容 

 次第 

１ 開会 

２ 専門分科会長あいさつ 

３ 議題  

（１）第３期八戸市地域福祉計画 令和元年度実績報告について 

（２）第３期八戸市地域福祉計画の計画期間の延長及び第４期八戸市地域福祉

計画の策定作業の延期について 

４ 閉会 
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 専門分科会長あいさつ 

委員の皆様におかれましては大変お忙しい中、お集まりいただき誠にありがと

うございます。コロナ禍で計画どおりに進んでいないことがたくさんある状況で

すが、今日の会議につきましては、市民の健康福祉に影響がありますので、予定

どおり開催させていただきたいと考えております。 

この会議でございますけれども、社会福祉法により、市町村の責務によって地

域福祉計画を立てるということになっておりまして、八戸市地域福祉計画につき

ましては、地域住民や事業者の皆様と行政が連携をして計画を立て、それらが有

効に実行されているかどうかを見極めて、５年計画の中で推進していく趣旨であ

ると私は理解しております。  

現在は第３期計画期間中でございまして、本来、今年度は第４期計画を策定す

る時期でございましたが、コロナの影響等もありますので、今日の議事は大きく

２つに分かれておりますけれども、委員の皆様の専門的な見地からご指導いただ

ければと思っております。それでは、議事に従いまして進めてまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 議事の概要 

まず、議事１として、資料１及び資料１－１に基づき、第３期八戸市地域福祉

計画の令和元年度実績報告について事務局から説明を行った。 

また、議事２として、資料２及び資料２－１～２－２に基づき、第３期八戸市

地域福祉計画の計画期間の延長及び第４期八戸市地域福祉計画の策定作業の延期

について事務局から説明を行った。 
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 主な質問・意見 

 

１． 議事１に関する事前質問等について 

（１）ボランティアポイント事業について 

基本目標１－施策（２）－１【資料 1，P.5】 

（事前質問） 

男性の登録者が少ないことが課題とあるが、解消するために取り組んでいることが 

  あれば教えていただきたい。 

 

 

⇒（回答・高齢福祉課） 

市の介護予防事業における男性の参加率については、当該事業のみならず介護予防

教室や高齢者サロン等においても低い状況にあります。そのため、事業の周知チラシ

に、実際に男性参加者が行っている活動の事例を掲載し、「老人いこいの家」等の公共

施設や「高齢者支援センター」に設置し、男性の参加の意識付けを行っております。   

また、当事業における申請受付や講習会等の機会を通じて男性ボランティアの必要

性を説明し、男性の参加意欲を高めるように働きかけております。この事業につきま

しては、例えば各種イベントの会場準備等、力仕事の部分もございますので、そのよ

うな部分で男性の力が必要であるということをお話しながら、男性の参加意欲を高め

ていければと思います。そして、今後も、友人や知人といった身近な登録者による声

掛けや、夫婦での参加を促す等の工夫をしながら、男性の登録者の増加に向けて取り

組んでいきたいと考えております。 

 

 

（２）広報・ホームページ等による情報発信事業について 

基本目標１－施策（４）－４ 【資料１，P.12】 

（事前意見） 

少子高齢化に伴い労働人口が減少する中で、高齢者施設等の働き手の確保が難しく

なりつつあるため、企業だけでなく福祉関連施設におけるワーク・ライフ・バランス

の推進、ポジティブアクション促進のための取組み等についても、情報発信や支援を

していただきたい。 

 

⇒（回答・市民連携推進課） 

当市では、一般市民や福祉関連施設を含む事業所を対象としまして、広報はちのへ

やラジオ番組、商工ニュース、情報誌「WITH YOU」等を通じた制度周知や啓発により、

ワーク・ライフ・バランスの推進やポジティブアクションの促進に向けた情報発信を
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しております。その一例として、福祉関連施設におけるワーク・ライフ・バランスの

取組事例や、施設で働いている方をロールモデルとして取り上げ、情報発信をする形

で支援に努めているところです。 

そのうち、情報誌「WITH YOU」につきましては、内容によって配布先や部数を調整

し、保育園や教育機関、公民館等の市関連施設、関係自治体、報道機関や議員等のほ

か、イベント等でも広く配布してきたところでございますが、委員からの事前質問に

ございました高齢者施設等の福祉関連施設につきましても施設所管課と連携を図りな

がら配布する等、引き続き有用な情報発信に努めてまいりたいと考えております。 

 

 

（３）「地域の底力」実践プロジェクト促進事業について 

基本目標３施策（２）－４【資料１，P.34】 

（事前意見） 

少子高齢化により地域の人間関係が弱まる中で、地域を見直すとても良い機会にな

ると思う。現在５地区で実施しているとのことだが、これからも多くの地域で取り組

んでほしいと思う。 

 

⇒（回答・市民連携推進課） 

こちらの事業は、地域における課題の解決や地域活性化につながるようなプロジェ

クトに取り組む意欲のある地域を支援するものであり、地域力の向上及び地域振興を

図ることが目的となっております。 

現在、取組み中の地域を含めて 14地域で実施しており、具体的な内容としては、健

康づくり活動として、料理教室やウォーキングを実施したり、防災活動として、地域

の関係団体の意見を取り入れた防災マニュアルを作成したり、文化や伝統を残す活動

として、地域の歴史マップの作成や地域独自の祭りの再興を行うなど、地域ごとに様々

な取組が行われ、地域振興が図られてまいりました。 

本事業により、地域の力と元気が生まれ、この事業を多くの地域で実施することで、

八戸市全体の地域力の向上が見込まれることから、これからも多くの地域で取組が実

施されるよう地域の実情に沿った支援を実施してまいりたいと考えております。 
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（４）報告書全体について 

（事前質問） 

実績報告に関し、それぞれの事業について、八戸市独自の取組であるのか、国・県

の施策によるものなのかを教えていただきたい。 

 

⇒（回答・福祉政策課） 

各事業に関する国・県・市別の施策分類につきましては、庁内関係課へ照会し、

本日お配りした資料「各事業に係る国・県・市別の施策分類」として取りまとめて

おりますので、後ほどご覧いただければと存じます。 

 

 

（５）報告書全体について 

（事前質問） 

新型コロナウイルスの影響により、今後大幅な見直しが必要な取組はどれか教えて

いただきたい。また、新たに必要となる取組はどのようなものが想定されるか教えて

いただきたい。 

 

※該当する４事業について市民連携推進課及び福祉政策課から回答。 

詳細は以下のとおり。 

 

⇒（回答・市民連携推進課） 

当課において、新型コロナウイルスの影響を受け、大きく変更が生じた事業として

２つの事業について回答します。まず１つ目の事業として、意識啓発講演会開催事業

についてご説明します。 

当事業は、例年、八戸市教育委員会社会教育課が開催している「八戸市民大学講座」

から１講座分の日程を提供いただき実施してまいりましたが、今年度は新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、八戸市民大学講座の全日程が中止となったことから、

当課といたしましても、これまでと同じ形での事業実施が難しいと考えておりまして、

現在、多くの市民の意識啓発が図られるよう他の実施方法について検討しているとこ

ろでございます。 

   次に、２つ目の事業として、「元気な八戸づくり」市民奨励金制度についてご説明し

ます。今年度の当該事業につきましては、４月に一般公開による採択のための審査会

を実施する予定でありましたが、４月当時、審査を行う協働のまちづくり推進委員に

より、「現状として、市内で感染者が発生している状況下において申請のあった団体の

事業が本当にできるのかどうか審査を行うことが大変難しいので中止することが妥当」

との御意見をいただいたこともあり、市として中止することとしたものであります。 
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また、事業期間を確保できる場合は再募集を行うことも検討しましたが、現段階で

まだ先が見通せない状況であることから、今年度は同奨励金事業を行わないこととし

たものであります。 

来年度の提案事業については、企画提案書に「新型コロナウイルス感染症対策に関

する取組内容」を追加することとしているほか、公開審査等の不特定多数の来場を可

能としたイベントについても、マスクの着用や入場者の検温、消毒の徹底等、実施内

容の見直しを検討する必要があると考えております。以上でございます。 

 

 

⇒（回答・福祉政策課） 

続きまして、庁内関係２課から提出された２事業につきまして、福祉政策課からご

説明します。まず、報告書８ページの基本目標１の施策（２）各種公民館活動につい

てでございます。担当課は教育委員会の社会教育課になります。 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、公民館活動教室や市民学校等の

従来実施してきた来館型講座を全て中止しております。 

代替手段として、各公民館で発行している「公民館だより」という広報紙を活用し、

冊子の一部に、その地域の歴史に関する教養知識を掲載したり、マスクの作り方につ

いて型紙つきで掲載する等、様々な情報を盛り込み、地域住民に対して紙面を活用し

た形での講座を実施しているところでございます。 

次に、報告書 54ページの基本目標４の施策（２）健康まつりについてでございます。 

担当課は国保年金課になります。 

今年度の健康まつりにつきましては、例年どおりの内容での開催は中止し、規模を

大幅に縮小して、従来参加している各団体の健康に関するポスターなどを展示する「健

康パネル展」として、本年 10月 17日（土）～18（日）にかけて、「はっち」の１階で

開催予定とのことです。 

以上のとおり、主に講座やイベントなどの事業について、中止や大幅な規模縮小等

の見直しを行っている結果となったところでございます。それ以外につきましては、

事業自体の大幅な見直し等はございませんでした。以上でございます。 
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（６）報告書全体について 

（事前質問） 

地域福祉推進に当たり、一般企業、経済団体、学校等の教育機関の位置づけ、役割

はどのようになっているのでしょうか。 

 

⇒（回答・福祉政策課） 

地域福祉推進における、一般企業、経済団体、学校等の教育機関の位置づけ及び役 

割について御質問をいただきましたが、参考として、お手元の当日配付資料のうち、

「八戸市健康と福祉のまちづくり条例」の一部を抜粋した資料を御覧ください。 

当市では、社会福祉法等の趣旨を踏まえ、平成 19年３月に「八戸市健康と福祉のま

ちづくり条例」を制定しまして、地域福祉を推進する上での、市民、事業者、市のそ

れぞれの役割について定めております。 

同条例の第２条では、事業者について、「市内に事務所又は事業所を有する法人や個

人」と定義しております。また、その役割については、同第５条において、「地域社会

を構成する一員であることを自覚し、高齢者や障害者等が安心して生活を営むことが

できるよう支援に努め、従業員と、その家族の健康増進及び地域活動のための職場環

境の整備に努めるもの」と規定しておりますことから、一般企業や経済団体等には、

こうした役割が期待されるものでございます。 

また、学校等の教育機関につきましては、位置づけや役割に関し、規定しているも

のはございませんが、教育活動の中で、思いやりや支え合いの心を育み、次代を担う

子どもたちの福祉意識の醸成を図ることなどが期待されているところでございます。 

市としましては、企業や経済団体、学校も含めまして、多様な主体と協働し、地域

福祉計画の基本理念に掲げております「市民一人ひとりが健康で、ともに支え合う安

心・安全な地域社会の実現」に向けて取り組んでまいりたいと考えております。以上

でございます。 

 

 

２．議事１に関連した追加質問について 

（１）追加質問 

新型コロナによる事業への影響につきまして、例えば、報告書５ページの「高齢者

ほっとサロン事業」ですが、高齢者の方が会場に集まって会食するとか、こういう事

業にも影響はあるのではないかと推測しますがいかがでしょうか。 

 

⇒（回答・高齢福祉課） 

高齢者の新型コロナウイルス感染防止ということもあり、６月末までは各地域での 

  活動を自粛していただいておりました。７月からは、希望する地域については活動を
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再開していただいており、本来であれば毎月開催されているものですが、そこは各地

域の判断にお任せして事業を実施しているところでございます。 

 

（２）追加質問 

「高齢者ほっとサロン事業」について、報告書の「事業の成果」の部分で、「各地区

創意工夫を凝らしたサロンが実施され、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た。」と記載されており、非常に効果の大きい事業

だと思いますが、実施回数が減ることにより、このような成果が得られなかったり、

逆に悪化するということも想定されるかと思いますが、今後の対応について何か検討

されているのでしょうか。 

 

⇒（回答・高齢福祉課） 

高齢者の方が自粛することで、これまでサロン活動や介護予防教室等に参加するこ

とによって維持されていた心身機能が急激に落ちて要介護状態になってしまう等とい

ったことが一番懸案されるところでございます。 

   これまで市が実施してきた高齢者施策につきましては、主に、普段から活動に取り

組んでいらっしゃる方、例えば各種サロンや老人クラブ等の活動に参加されている方

を中心にやってまいりました。 

しかし、新型コロナによる状況を踏まえ、普段自宅に閉じこもっている高齢者や中々

出てこられない高齢者の方々にも目を向けていかなければいけないと考えております。   

従来、高齢者の方々が、行政や地域の支援者から機会を提供され、活動をするとい

う形でやってきたものを、今後は、本年８月 17日にオープンした介護予防センターを

拠点とし、「健康なうちから、自ら介護予防に取り組む」というコンセプトのもと、高

齢者が自分の身体を自分でしっかりと管理していくような呼び掛けを行っていくとい

うことを考えておりました。 

具体的には、自分でできる運動ということで、散歩やラジオ体操のほか、自宅でで

きるストレッチや筋力トレーニングに取り組んでいただくことを目的に、冊子を作成

し、全戸配布することを考えておりました。それを見ていただくことで、高齢者の方々

が自ら散歩等の運動に取組む動機付けにつなげたいと考えております。 

また、筋トレやストレッチ等、本や写真だけは分かりづらい内容のものについては、 

DVD を作成して、地域や希望者の方々に配布するというような形で取り組んでいきた

いと考えております。以上でございます。 
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（３）追加質問 

企業や学校等の多様な主体と一緒に地域福祉向上に努めていきたいということです

けれども、地域福祉計画の様々な事業の中で、企業とか教育機関が関係しているもの

がもしあれば教えていただきたいです。 

 

⇒（回答・高齢福祉課） 

今後、高齢者施策については、高齢者の介護予防や高齢者の地域での生活を、民生

委員や町内会、地区社協等だけではなくて、一般市民や企業のほか、学校等も含めて、

地域全体で協力してネットワークを作り、「地域の高齢者は地域で守る」という考え方

のもとで支援していきたいと考えております。先程ご説明したパンフレットの作成の

事業につきましても、高齢者だけではなく市民に向けて全戸配布する予定としており

ますが、これはやはり、高齢者支援について地域の皆さんで一緒に考えて支援してい

ただきたいという目的で検討しておりました。以上でございます。 

 

 

⇒（補足発言・古戸委員） 

今の質疑に関連して、よろしいでしょうか。八戸市老人クラブ連合会会長の古戸と 

申します。 

私ども市老連では、八戸市からの委託や補助金により高齢者福祉に関する取組みを 

いくつか実施しておりまして、今年度の前半は、コロナの影響でほとんど活動を実施 

できなかったのですけれども、今日も委託事業の一つを約半年ぶりに再開しました。 

今後の予定としては、例年、公会堂で実施していた演芸会を、９月 24日に文化ホー 

ルで約 26組で開催する予定です。また、例年 10月に行っていたスポーツ大会に代わ 

り、４競技ほどのニュースポーツに関する研修会を行い、受講者にリーダーとなって 

もらい、各地域の生活館等で少人数が活動を実施できるような取組みをしてまいりた

いと考えております。以上でございます。 
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３．その他、当日質問等 

計画の期間が１年間延長した場合に、各事業の予算や補助金等への影響はどうなる

のでしょうか。 

 

⇒（回答・福祉政策課） 

予算につきましては、特にこの計画そのものに５年分の予算を掲載しているもので

はなく、役所は単年度予算ですので、翌年度に実施予定の事業について予算を計上し

てまいりますので、そういう意味では、計画期間が１年間延長することに伴う影響は

発生しないと考えております。１年間延長することで来年度も同じ事業を行うという

ことになりますので、随時、それらに関する予算要求をして、実施していくというこ

とになろうかと思います。 

国や県からの補助金等についても、特に影響はないということを関係課等へ事前に

確認しております。 

 

 

 


