
 

令和元年度 第２回 八戸市健康福祉審議会 

 

 

 

日 時： 令和２年３月 18日（水） 

13時 30分 

場 所： 八戸市庁別館２階会議室 C 

 

 

 

 

次  第 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議事 

 

（１）八戸市健康福祉審議会・各専門分科会 令和元年度開催報告について 

民生委員審査専門分科会・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

社会福祉専門分科会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

     障がい者福祉専門分科会・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

     健康・保健専門分科会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料４ 

     介護・高齢福祉専門分科会・・・・・・・・・・・・・・・・・資料５ 

 

（２）八戸市子ども・子育て会議 令和元年度開催状況等について・・・資料６ 

 

４ 閉会 

 

 



 

 

 

差替 

 

令和元年度 民生委員審査専門分科会 開催報告 

 

【開催日】 令和２年３月 18日（水） 13:00～13:30 

 

【場 所】 八戸市庁別館２階 会議室 B 

 

【内 容】 

１．民生委員審査専門分科会の職務及び運営方法について 

 民生委員・児童委員に係る重要な事項に関する調査審議等を行う当専門分科 

会の職務及び運営方法について審議。 

 

２．八戸市民生委員・児童委員の委嘱状況等の報告について 

 

                                        （単位：人） 

区分 民生委員・児童委員 主任児童委員 計 

一斉改選時 

（令和元年 12月１日委嘱） 
４４９ ４１ ４９０ 

令和２年３月 10日付け委嘱者 ６ １ ７ 

令和２年３月 10日付け解嘱者 ２ ０ ２ 

計 ４５３ ４２ ４９５ 

（定数） ４８３ ４７ ５３０ 

 

 

 

 

資料１ 



 
資料 2 

 

令和元年度 社会福祉専門分科会 開催報告 

 

１ 開催日 令和元年８月 21日（水） 13:25～14:30 

 

２ 場 所 八戸市庁本館３階 議会第二委員会室 

 

３ 案 件 八戸市地域福祉計画 平成 30年度実績報告について 

 

４ 内 容 第３期八戸市地域福祉計画 平成 30年度実績報告について、概ね順調 

に施策を推進していることが確認され、実績報告についての了承を得る。 
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第 3期八戸市地域福祉計画事業 平成 30年度評価一覧 

基本目標 施策 No. 事業名 
H30 

実施状況 

基本目標 1 

 

健康で生き

がいのある

生活をおく

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 

1 地域包括支援センター運営事業 実施 

2 
介護・認知症予防センター事業 

※令和２年度開設予定 
【検討中】 

3 介護予防ケアマネジメント事業 実施 

(2) 高齢者や障がい者 

等の社会活動支援 

1 ボランティアポイント事業 実施 

2 高齢者ほっとサロン事業 実施 

3 高齢者バス特別乗車証支給事業 実施 

4 障がい者バス特別乗車証支給事業 実施 

5 自動車運転免許取得・改造事業 実施 

6 意思疎通支援事業 実施 

7 
障がい者就労支援団体ネットワーク 

事業 
実施 

8 各種公民館活動 実施 

(3) 地域医療の連携 

推進 

1 救急医療体制の確保 実施 

2 地域医療連携の推進 実施 

3 継続看護（訪問指導）の実施 実施 

(4) ワーク・ライフ・

バランスの実現 

1 
男女共同参画社会を考える情報誌 

「WITH YOU」発行事業 
実施 

2 意識啓発講演会開催事業 実施 

3 ロールモデル PR事業 実施 

4 
広報・ホームページ等による情報発信 

事業 
実施 

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 

(1) 自立支援と権利 

擁護の推進 

1 生活困窮者自立支援制度 実施 

2 日常生活自立支援事業 実施 

3 成年後見制度利用支援事業 実施 

4 権利擁護支援事業 実施 

5 成年後見センター設置・運営事業 実施 

6 虐待等対策事業 実施 

7 高齢者・障がい者虐待対策ケース会議 実施 

(2) 相談支援・情報 

提供体制の充実 

1 福祉サービスの苦情相談・解決事業 実施 

2 障がい者相談支援事業 実施 

3 様々な媒体による情報提供 実施 

(3) きめ細かな 

サービスの提供と

質の向上 

1 休日保育の実施 実施 

2 一時預かり事業 実施 

3 病児・病後児保育事業 実施 
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基本目標 施策 No. 事業名 
H30 

実施状況 

基本目標２ 

(3) きめ細かな 

サービスの提供と

質の向上 

4 軽・中程度障がい児保育事業 実施 

5 障がい福祉サービスの給付事業 実施 

6 
第三者による福祉サービス事業の 

評価制度 
実施 

基本目標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 

1 災害時要援護者支援事業 実施 

2 防災講演会等への支援 実施 

3 自主防災組織育成事業 実施 

4 安全・安心情報発信事業 実施 

5 地域の安心・安全見守り活動推進事業 実施 

6 地域防犯管理者の養成事業 実施 

7 新入学児童に対する防犯笛の配布 実施 

8 交通安全移動教室の実施 実施 

9 交通安全推進団体育成・支援 実施 

10 地域安全・安心マップづくり推進事業 実施 

11 
八戸市安全・安心まちづくり推進協議

会 
実施 

12 安全情報配信システムの実施 実施 

13 
悪質商法の被害防止のための出前講座

の実施 
実施 

14 悪質商法相談事例紹介 実施 

15 消費生活相談の実施 実施 

(2) 住民同士が支え 

合う活動の促進 

1 ファミリーサポートセンター運営事業 実施 

2 ほのぼのコミュニティ 21推進事業 実施 

3 
連合町内会連絡協議会連携事業 

（町内会加入促進など） 
実施 

4 
「地域の底力」実践プロジェクト促進

事業 
実施 

5 地域担当職員制度 実施 

6 地域集会所整備費補助金 実施 

7 子育てサロン支援事業 実施 

8 つどいの広場事業 実施 

9 地域子育て支援センター設置事業 実施 

10 放課後児童健全育成事業 実施 
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基本目標 施策 No. 事業名 
H30 

実施状況 

基本目標３ 

 

共に支え合

い、安心し

て暮らせる

地域づくり 

(2) 住民同士が支え 

合う活動の促進 

11 児童館運営事業 実施 

12 児童館母親クラブ活動事業 実施 

13 
地区公民館を核とした地域コミュニテ

ィ活動の促進 
実施 

(3) ボランティア・

NPO活動の支援

と協働の推進 

1 市民活動サポートセンター運営事業 実施 

2 協働のまちづくり研修会 実施 

3 ボランティア活動の促進 実施 

4 「元気な八戸づくり」市民奨励金制度 実施 

5 「元気な八戸づくり」市民提案制度 実施 

(4) 暮らしやすい環境

の整備 

1 
バリアフリー化推進事業 

※台風のため急遽イベント中止 
【未実施】 

2 低床バス運行事業 実施 

3 福祉バス運行事業 実施 

4 南郷コミュニティバス運行事業 実施 

5 南郷コミュニティ交通運行事業 実施 

6 福祉有償運送事業 実施 

7 生活交通路線の確保 実施 

基本目標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 

1 
八戸市社会福祉協議会との連携及び 

支援 
実施 

2 福祉サービス事業者の育成及び連携 実施 

3 民生委員児童委員への研修 実施 

4 保健推進員活動 実施 

5 食生活改善推進事業 実施 

6 認知症サポーター養成事業 実施 

7 障がい者就労サポーター養成事業 実施 

(2) 福祉教育の推進と

福祉意識の醸成 

1 青少年の地域活動 実施 

2 福祉体験学習 実施 

3 ボランティア推進校事業 実施 

4 
福祉意識の醸成のための出前講座の 

実施 
実施 

5 鷗盟大学運営事業 実施 

6 健康まつりの実施 実施 

7 健康教育・健康相談事業の実施 実施 

(3) 世代間交流の促進 
1 三世代交流事業 実施 

2 地域伝統芸能の後継者養成への支援 実施 
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令和元年度 障がい者福祉専門分科会 開催報告 

 

第１回 

 

１．開催日時及び場所 

  ○日時：令和元年８月 28日（水） 午後１時 30分 

  ○場所：八戸市庁本館３階 議会第１委員会室 

 

２．議事及び審議の概要 

 

（１）第３次八戸市障害者計画の実績報告（平成 30年度実施分）について 

    第３次計画の進行管理に関して、計画に掲載している障がい者支援のための各

施策について、平成 30年度の実施状況を報告。 

    【意見等】 

     ○平成31年４月に施行された八戸市手話言語条例に基づき、手話への理解促

進・普及のため、出前講座を積極的に開催してほしい。 

     ○障がい者スポーツを推進するため、関係団体の活動に協力してほしい。 

（２）第５期八戸市障害福祉計画の実績報告（平成 30年度実施分）について 

    第５期計画の進行管理に関して、計画に掲載している障害福祉サービスや地域

生活支援事業等について、平成 30年度の実施状況を報告。 

    【意見等】 

     ○日中サービス支援型グループホームのような安全安心なグループホーム

をもっと増やしてほしい。 

     ○重度の障がい者であってもグループホームの利用を促進するため、横浜市

での重度訪問介護と組み合わせる事例などを参考にしてほしい。 

     ○支援学校を卒業した後も、親たちが仕事を続けられるようにカバーしてく

れる事業所を増やしてほしい。 

 （３）障がい者福祉専門審査部会での決議事項について 

    身体障害者福祉法第 15 条に規定する医師の指定並びに障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第 54 条第２項に規定する指定自立支援

医療機関の指定の状況について報告。 

    【意見等】なし 

 （４）その他 

    【意見等】 

     ○青森市の市営バスで、車椅子の方の乗車を拒否したニュースがあったが、

八戸市ではそのようなことはないようにしてほしい。 

     ○盲導犬の活躍や事業所の理解について、もっとＰＲしてほしい。 

 

資料３ 
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第２回 

 

１．開催日時及び場所 

  ○日時：令和２年２月５日（水） 午後１時 30分 

  ○場所：八戸市庁本館３階 議会第１委員会室 

 

２．議事及び審議の概要 

（１）日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の実施状況について 

    平成 30 年４月から新たな運営形態として追加となった当該サービスに関し、

地方公共団体が設置する協議会等に対して定期的に事業の実施状況等を報告す

ることが義務付けられたことから、事業所の実施状況等について報告。 

    【意見等】なし 

 （２）第５期八戸市障害福祉計画の一部変更（追加）について 

    令和元年度から開始した２つの事業に関し、地域生活支援事業として国・県か

らの補助金（負担金）の対象とするため、当該計画に追加掲載することを説明。 

    【意見等】異議なし 

 （３）障がい者福祉専門審査部会での決議事項について 

    第１回専門分科会（３）と同様 

    【意見等】なし 

 



 

 

令和元年度 健康・保健専門分科会 開催報告 

 

【開催日】 令和２年１月 29日（水） 

 

【案 件】１．令和元年度「第２次健康はちのへ 21」進捗状況について 

      ２．健康づくり推進課の身体活動・運動の取り組みについて 

３．健康増進法の一部改正（受動喫煙防止対策）について 

４．いのち支える八戸市自殺対策計画の策定について 

５. 各団体の健康づくりに係る取り組み状況について 

 

【主な内容】 

〇 健康づくり戦略として掲げている栄養・食生活、身体活動・運動、こころ 

   の健康等９つの領域について取り組み状況を確認した。当課では昨年度に 

       引き続き当市の健康課題である糖尿病について、その中でも今年度は特に

身体活動・運動を重点に、保健師・栄養士による健康教育や保健推進員・

食生活改善推進員・健康づくり推進協議会委員等による知識の普及啓発等

に取り組んできた。今後も取り組みを継続、強化していく。 

〇 健康増進法の一部改正（平成 30 年 7 月 25 日公布）に伴い、学校、病院、

行政機関、児童福祉施設等の第一種施設は令和元年７月１日から原則敷地

内禁煙となった。それに先立ち、市では６月に「八戸市市有施設等におけ

る受動喫煙防止対策ガイドライン」を策定し、市有施設の第一種施設及び

これに準ずる施設を令和元年７月１日から敷地内完全禁煙とした。 

また、第二種施設に該当する事業所（会社、工場、ホテル、飲食店等）に

ついては、令和２年４月１日から原則屋内禁煙の措置を講ずる必要がある

ことから、県と合同でこれらの事業者を対象とした説明会を開催した。 

    〇 平成 28 年の自殺対策基本法の改正により全国の都道府県、市町村に自殺

対策計画策定が義務付けられ、当市においても、令和元年 11 月に「いの

ち支える八戸市自殺対策計画」を策定した。本計画の期間は令和６年度ま

でで、数値目標は国に準じた減少率とし、令和６年までに自殺死亡率 15.0

以下を目指すものである。 

 

資料４ 
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令和元年度 介護・高齢福祉専門分科会 開催報告 

１ 開催状況

平成元年度は、第７期八戸市高齢者福祉計画（平成 30 年度～令和２年度）の進捗状況及び

地域密着型サービス事業者の公募について、以下のとおり計４回開催した。 

（１）介護・高齢福祉専門分科会（全４回）

回 開催日 案   件 

第１回 令和元年６月 28日   部会委員の指名について 

 部会長及び副部会長の選出について 

 第７期八戸市高齢者福祉計画における地域密着型サービス

の整備について 

 消費税増税に伴う介護保険料の低所得者軽減強化について 

第２回 令和元年８月 26日  平成 30 年度八戸市介護保険事業の概要について 

 介護事業者の行政処分について 

第３回 令和元年 11 月 15 日   第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況について 

 八戸市介護給付適正化計画の実施状況について 

 第８期介護保険事業計画策定のための調査等について 

第４回 令和２年２月 20日 
 第７期八戸市高齢者福祉計画に基づく地域密着型サービス

整備状況について 

 令和元年度介護保険給付費等の状況について 

 第８期介護保険事業計画策定のための調査について（介護

人材実態調査等） 

（２）【部会】 地域包括支援センター運営協議会 （全２回）

回 開催日 案   件 

第１回 令和元年７月 25日   平成 30 年度地域包括支援センター事業報告について 

 令和元年度地域包括支援センター事業計画について 

 委託型地域包括支援センターの事業評価について 

 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務委託事業者

の承認について 

第２回 令和２年２月７日   令和２年度八戸市地域包括支援センター運営方針について 

 令和２年度高齢者支援センターの人員配置について 

 令和元年度地域包括支援センターの事業評価について 

   （県内集計結果・全国集計結果） 

 地域ケア推進会議について 

 地域における高齢者見守りネットワークづくりについて 

 介護予防センターについて 

 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務委託事業者

の承認について 

※ 部会のうち、地域密着型サービス運営委員会は開催なし。

資料５
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２ 高齢者人口の推移

（単位 人、％）
2015年
(平成27)

2016年
(平成28)

2017年
(平成29)

2018年
(平成30)

2019年
(令和元)

2020年
(令和２)

2025年
(令和７)

236,159 234,429 232,680 230,365 228,240 221,857 210,912
高齢者人口 63,932 65,418 66,740 67,852 68,702 70,033 71,508
高齢化率 27.1% 27.9% 28.7% 29.5% 30.1% 31.6% 33.9%

※1  2015（平成27）年から2019（令和元）年は、９月30日現在の住民基本台帳人口
※2  2020年以降は計画値（平成27年国勢調査を基に厚生労働省が推計した人口）

総人口

３ 要介護（要支援）認定者数

（単位 人、％）
2015年
(平成27)

2016年
(平成28)

2017年
(平成29)

実績値 実績値 実績値 実績値 計画値 実績値 対計画比 計画値
(A) (a) (a)/(A)

63,880 65,366 66,685 67,784 68,901 68,649 99.6% 70,033
11,085 11,201 10,867 10,982 11,845 11,112 93.8% 12,253

要支援１ 559 595 476 489 506 507 100.2% 520
要支援２ 1,027 1,009 695 758 748 812 108.6% 773
要介護１ 1,945 2,021 2,093 2,085 2,271 2,094 92.2% 2,345
要介護２ 2,722 2,651 2,698 2,715 2,918 2,719 93.2% 3,011
要介護３ 1,932 2,000 1,945 1,947 2,145 2,003 93.4% 2,223
要介護４ 1,503 1,572 1,598 1,678 1,760 1,713 97.3% 1,824
要介護５ 1,397 1,353 1,362 1,310 1,497 1,264 84.4% 1,557

10,713 10,859 10,549 10,673 11,576 10,809 93.4% 11,992
者数 要支援１ 541 577 463 476 499 486 97.4% 513

要支援２ 981 975 658 727 706 781 110.6% 729
要介護１ 1,909 1,986 2,058 2,048 2,237 2,054 91.8% 2,311
要介護２ 2,618 2,552 2,612 2,633 2,859 2,636 92.2% 2,963
要介護３ 1,859 1,932 1,878 1,880 2,082 1,945 93.4% 2,161
要介護４ 1,455 1,532 1,557 1,632 1,718 1,686 98.1% 1,781
要介護５ 1,350 1,305 1,323 1,277 1,475 1,221 82.8% 1,534

16.8% 16.6% 15.8% 15.7% 16.8% 15.7% 93.7% 17.1%

※1  実績値は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（各年９月）の数値
※2  第1号被保険者数には住所地特例対象施設入所者を含むため、住民基本台帳人口と一致しない

第1号被保険者のみの
認定率

第１号被保険者数

2020年
(令和２)

認定者数

うち第1号被保険

2018年
(平成30)

2019年
(令和元)

４ 第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況

進捗状況は、資料５－１のとおり 



第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況について
　　実施状況 ： ◎良好、 ○概ね良好、 △実施状況が遅れている、 ×未実施

2018（平成30）年度 2020（令和2）年度

実績 目標値 1月31日現在 実施状況 目標値

（3月31日現在） Ａ Ｂ

１．高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくための地域包括ケアシステムの構築・深化

委託型地域包括支援センター設置数 － 12か所 12か所 12か所 ◎ 12か所

基幹型地域包括支援センター設置数 － 1か所 1か所 1か所 ◎ 1か所

３職種(保健師、社会福祉士、主任介護支援
専門員等)配置数

29人 48人 45人 47人 ◎ 45人

地域包括支援センター運営協議会開催回数 2回 2回 2回 1回 △ ２回目2月7日開催 2回

包括的支援事業研修会開催回数 3回 3回 3回 3回 ◎ 3回

包括的支援事業研修会出席者数（延べ） 267人 204人 290人 304人 ◎ 300人

地域包括支援センター関係職員連絡会議開
催回数

－ 3回 3回 3回 ◎  3回

医療・介護連携マップ掲載事業所数 1,022事業所 1,090事業所 1,050事業所 1,103事業所 ◎ 1,050事業所

多職種連携意見交換会開催回数 3回 3回 3回 0回 ×
2月5、12日開催
3月11日開催予定

3回

多職種連携意見交換会出席者数（延べ） 63人 82人 70人 0人 ×
2月5、12日計71人
3月11日32人予定

70人

多職種連携研修会開催回数 1回 1回 1回 1回 ◎ 1回

多職種連携研修会出席者数 84人 107人 100人 89人 ○ 105人

在宅療養相談窓口相談件数
※2018（平成30）年４月に設置

－ 104件 70件 89件 ◎ 100件

認知症サポーター数（累計人数） 14,349人 18,148人 18,500人 19,776人 ◎  20,000人

地域回想法開催回数 16回 8回 16回 8回 △ 16回

地域回想法参加人数（延べ） 92人 62人 92人 58人 △ 92人

認知症フォーラム参加者数 208人 213人 240人 219人 ○ 250人

認知症初期集中支援チーム対応件数
※2017（平成29）年10月に設置

－ 9件 13件 9件 △ 16件

認知症地域支援推進員数 3人 18人 19人 26人 ◎ 21人

地域包括支援セン
ターの体制強化

施策 目標とする指標 2016（平成28）年度
備考

2019（令和元）年度

在宅医療・介護連携
の推進

認知症施策の推進

1/5
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第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況について
　　実施状況 ： ◎良好、 ○概ね良好、 △実施状況が遅れている、 ×未実施

2018（平成30）年度 2020（令和2）年度

実績 目標値 1月31日現在 実施状況 目標値

（3月31日現在） Ａ Ｂ

施策 目標とする指標 2016（平成28）年度
備考

2019（令和元）年度

第１層協議体設置数 1か所 1か所 1か所 1か所 ◎ 1か所

第１層生活支援コーディネーター数 1人 2人 2人 2人 ◎ 2人

第２層協議体設置数 0か所 12か所 12か所 12か所 ◎ 12か所

第２層生活支援コーディネーター数 0人 24人 12人 23人 ◎ 12人

ワークショップ開催回数 0回 3回 3回 4回 ◎ ５回目２月８日開催 3回

地域ケア個別会議開催回数 6回 52回 60回 65回 ◎ 72回

地域ケア個別会議検討ケース数 13件 53件 120件 69件 △ 76件見込み 144件

圏域ケア推進会議開催回数 0回 13回 18回 15回 ○ 24回開催予定 24回

地域ケア推進会議開催回数 0回 1回 1回 0回 ×
R2年2月6日開催、
3月23日開催予定

1回

養護老人ホームの定員数（市内１施設） 60人 50人 60人 50人 ○
Ｈ30年7月に定員変
更(60人→50人）

60人

軽費老人ホームの定員数（市内５施設） 170人 170人 170人 170人 ◎ 170人

生活支援ハウスの定員数（市内２施設） 20人 20人 20人 20人 ◎ 20人

指導監査・立入検査実施件数
※中核市移行に伴う移譲事務

－ 39件 34件 35件 ◎
対象施設は78施設
（1/31現在） 34件

生活支援・介護予防
サービスの基盤整備
の推進

地域ケア会議の推進

高齢者の居住安定に
係る施策との連携

2/5



第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況について
　　実施状況 ： ◎良好、 ○概ね良好、 △実施状況が遅れている、 ×未実施

2018（平成30）年度 2020（令和2）年度

実績 目標値 1月31日現在 実施状況 目標値

（3月31日現在） Ａ Ｂ

施策 目標とする指標 2016（平成28）年度
備考

2019（令和元）年度

２．介護が必要な人とその家族の生活全体を支える介護サービスの充実

介護型全世代ライフプラン形成事業参加者
のうち、参加後に介護に対するイメージが向
上した人の割合
※2018（平成30）年度新規事業

－ 90.9% 50% 0.0% ×
昨年度の実施状況を
精査し、事業内容を
再検討中

－

青森県介護サービス事業所認証評価制度に
おける認証法人数

5法人 8法人 9法人 7法人 △
参加宣言法人数19
（認証法人除く）

10法人

介護給付適正化事業の推進

介護事業者への指導・監督の強化 － 148事業所 － 136事業所 ◎
総事業所数約800÷
6年更新＝約133事
業所

－

サービス種類 事業者選定 第７期整備数 事業開始（予定）

令和元年6月 29床（1施設） 令和2年6月

令和2年2月 29床（1施設） 令和3年4月

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（夜間
対応型訪問介護併設）

－ 1事業所

夜間対応型訪問介護 － 1事業所 平成30年4月

9床 令和2年1月

18床 令和2年7月

1事業所 令和2年2月

1事業所 令和元年6月

平成30年12月

医療法人メディカルフロンティア

八戸医療生活協同組合

社会福祉法人信和会

西白山台五丁目3-6　外
（長者・白山台圏域）

類家一丁目13-7　外
（柏崎・吹上圏域）

江陽二丁目1-32
（小中野・江陽圏域）

社会福祉法人吉幸会

社会福祉法人同伸会

有限会社ケア・ユニーク

小中野五丁目239-1　外
（小中野・江陽圏域）

大久保字大山32-1
（白銀南・鮫・南浜圏域）

大久保字大塚17-1055
（大館・東圏域）

介護人材の確保と資
質の向上

介護保険制度の適
正な運営

適正な介護サービス
提供体制の整備

地域密着型介護老人福祉施設（短期入所生
活介護併設）

認知症対応型共同生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

開設事業者 設置場所

社会福祉法人吉幸会
北白山台五丁目2-8
（長者・白山台圏域）

別紙資料５－２参照

平成30年度及び令和元年度ともに応募なし
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第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況について
　　実施状況 ： ◎良好、 ○概ね良好、 △実施状況が遅れている、 ×未実施

2018（平成30）年度 2020（令和2）年度

実績 目標値 1月31日現在 実施状況 目標値

（3月31日現在） Ａ Ｂ

施策 目標とする指標 2016（平成28）年度
備考

2019（令和元）年度

３．高齢者が生きがいをもち、地域の担い手となるための健康・生きがいづくりの推進

マッサージ等施術費助成券交付者数 593人 542人 640人 484人 △ 650人

ほっとサロン実施地区数 23地区 24地区 25地区 24地区 ○ 25地区

ほっとサロン参加者数（延べ） 16,507人 18,209人 16,900人 16,854人 ○

実績は年度末に把
握しているため事業
計画の参加者数を記
入

17,000人

老人いこいの家等利用者数（延べ） 63,661人 59,023人 64,200人 47,476人 △ 　 64,400人

介護予防教室実施回数 380回 300回 390回 321回 △ 400回

介護予防教室参加者数（延べ） 6,220人 5,595人 6,300人 5,598人 ○ 6,500人

総合事業の多様なサービスの提供 従来相当及びＣ 従来相当及びＣ
状況に応じて左記
以外の多様なサー
ビスを追加

従来相当Ｃ及び訪
問Ａ

○
状況に応じて左記
以外の多様なサー
ビスを追加

老人クラブ団体数 170クラブ 156クラブ 170クラブ 152クラブ ○ 　 170クラブ

老人クラブ会員数 6,280人 5,470人 6,300人 5,184人 △ 6,300人

シニアはつらつボランティア受入施設数 70施設 83施設
対象施設の範囲を
拡大

84施設 ◎  
対象施設の範囲を
拡大

シニアはつらつボランティア活動実人数 118人 113人 150人 114人 △  160人

盟大学学生数（１・２学年合計） 114人 122人 140人 140人 ◎ 150人

特別乗車証交付枚数 14,910枚 14,956枚 15,000枚 12,584枚 ○ 15,000枚

健康づくりの推進

自立支援・介護予防
の推進

生きがいづくりの推
進・社会参加の促進
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第７期八戸市高齢者福祉計画の進捗状況について
　　実施状況 ： ◎良好、 ○概ね良好、 △実施状況が遅れている、 ×未実施

2018（平成30）年度 2020（令和2）年度

実績 目標値 1月31日現在 実施状況 目標値

（3月31日現在） Ａ Ｂ

施策 目標とする指標 2016（平成28）年度
備考

2019（令和元）年度

４．全ての市民の人権が尊重され、地域全体で支え合うための安全・安心な暮らしの確保

見守りネットワーク立上げ町内数 33町内 35町内 45町内 35町内 △ 50町内

八戸市あんしんカード登録者数 246人 296人 310人 316人 ◎ 330人

東日本大震災被災高齢者訪問数
i 112世帯 130世帯 103世帯

△
140世帯

※65歳以上を対象としているため、経年によ
り世帯数・人数の増加が見込まれます

157人 156人 195人 154人 △ 210人

市民後見人登録者数 21人 12人 40人 19人 △
令和元年度養成研
修修了者8名登録

40人

市民後見人推薦件数 1件 3件 2件 1件 △ 3件

市民後見推進協議会開催回数 5回 5回 5回 4回 △ 3月3日開催予定 5回

市民後見人フォローアップ研修開催回数 4回 4回 4回 3回 △ 3月10日開催予定 4回

市民後見人フォローアップ研修出席率 82.7% 61.8% 85% 80.0% ○ 85%

成年後見センター相談件数 307件 377件 330件 316件 ○ 340件

市長申立て件数 3件 15件 20件 9件 △ ３件調査中 25件

高齢者虐待防止研修会開催回数 1回 1回 1回 1回 ◎ 1回

高齢者虐待防止研修会出席者数 225人 109人 230人 139人 △ 230人

高齢者・障がい者虐待対策ケース会議開催
回数

1回 1回 1回 0回 × 2月18日開催 1回

緊急通報装置設置台数 99台 170台 125台 210台 ◎ 130台

寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者数 78人 69人 85人 69人 △ 　 90人

新規配付対象者救急医療情報キット普及率 89% 94.6% 90% 96.1% ◎ 90%

老人福祉電話貸与台数 36台 40台 42台 31台 △ 44台

介護用品支給実人数 140人 155人 149人 147人 ○ 152人

成年後見制度の利
用促進

虐待防止の強化

在宅生活支援の充
実

地域見守り体制の充
実
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八戸市介護給付適正化計画の実施状況について

実施目標
実施状況

(1月31日現在)
備 考

１．主要５事業

① 要介護認定の適正化

認定調査票の点検 8,720件（全件） 全件の点検 7,335件（全件）

認定調査員等研修会の開催 H30.7.25 実施 1回 R元.7.24 実施

認定調査員向けｅ-ラーニングシステム受講の推奨 134人（登録者数）
周知に努めるとともに、受講状況の定期的な
確認

147人（登録者数） 11月に登録者全員へ受講勧奨を行った

② ケアプランの点検 70件 50件 80件

③ 住宅改修等の点検

訪問調査 30件 申請件数の1割又は30件 23件 2月末現在で27件

施工業者の登録制度導入 施工業者の登録制度を検討 未実施
他保険者で中核市を対象とした類似の照会が
あり、その集計結果を参考に検討を進める

福祉用具購入・貸与調査 訪問調査 10件 10件 10件

④ 縦覧点検・医療情報との突合

算定期間回数制限チェック

単独請求明細書における算
定期間回数制限チェック

重複請求縦覧チェック

居宅介護支援請求における
サービス実施状況チェック

入退所を繰り返す受給者
チェック

601件 504件

要介護認定期間の半数を超
える短期入所受給者

42件 18件

医療情報との突合 88件 事業所へ返還事例を周知 68件 集団指導での過誤事例等周知を継続

⑤ 給付費通知 1,646件
負担限度額に対して一定以上の割合でサー
ビスを利用している人を抽出して通知

未実施 年度内の通知を予定

２．主要５事業以外の取組

①
認知症加算や利用サービス
の整合性についての点検

認定情報、請求実績との整合
性確認

－

　　　　　　73件
*認知症高齢者自立度（46件）
*通所介護の認知症加算（27
件）

② 4件 2件

通所系サービスについて重点的に点検を行う
とともに、事業所へ返還事例を周知

集団指導での過誤事例等周知を継続

軽度者における福祉用具貸与条件についての点検

実施事業
2018（平成30）年度

実施状況

2019（令和元）年度

住宅改修の点検

縦覧点検

1,849件

事業所へ返還事例を周知

1,728件

集団指導での過誤事例等周知を継続

資料５－２



1 

 

八戸市子ども・子育て会議 令和元年度開催状況等について 

 

● 第１回 令和元年5月24日（金） 開催 

審議案件 主な内容 委員からの主な意見・質問等 

(1) 令和元年度教育・保育施設の

利用定員について 

令和元年度に、利用定員を新たに

設定した施設や利用定員について

説明。 

すべての案件について了承。 

 

 

【委員からの主な質問】 

●幼児教育・保育の無償化につい

て、副食費の取扱いを含め、市か

ら事業者への説明はどのように進

めていく予定か。 

 

 →５月末に国が開催する説明会

での内容を踏まえ、今後進めてい

く予定。 

保護者からの徴収の仕方や給付の

受け取り方法等、協議すべき内容

は多いと考えていることから、7

月の事業者説明会の前に、事前に

協議させていただきたいと考えて

いる。 

(2) 八戸市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正（案）の概要

について 

 

家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部

改正について説明。 

・連携施設の確保について 

・食事の提供等について 

 

(3) 八戸市児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準を定める条

例の一部改正（案）の概要につ

いて 

八戸市児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準の一部改正に伴

い、母子支援員の資格要件に専門

職大学の前期課程の修了者を加え

るとともに、心理療法担当職員の

資格に係る規定の整備について説

明。 

 

● 第2回 令和元年7月29日（月） 開催 

審議案件 主な内容 委員からの主な意見・質問等 

(1) 保育所の認可について 

 

令和元年8月1日に開設される高

州保育園の認可について説明。 

すべての案件について了承。 

 

【委員からの主な質問】 

●八戸市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正に

より、現在の八戸市の状況で変わ

る施設はあるのか。 

 

→現在、市内にある小規模保育事

業所について、今回の連携施設の

緩和要件に当てはまる施設はな

い。 

 

●「保育ニーズの量の見込みと確

保方策」について、2019年度の待

機児童の状況と、2020年度に不足

とされている区域の確保方策につ

いて伺いたい。 

→4 月 1 日現在では、待機児童は

ない。 

ただし、特定の保育施設を希望さ

(2) 八戸市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正

（案）の概要について 

特定地域保育事業者の連携施設の

確保について、運営基準要件の緩

和ついて説明。 

・代替保育の提供 

・卒園後の受け皿の設定 

・連携施設に係る経過措置 

 

(3)八戸市子ども・子育て支援事業

計画における「量の見込み」及び

「確保方策」について 

八戸市子ども・子育て支援事業計

画における「量の見込み」及び「確

保方策」について説明。 

 

資料６ 
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れて、入所保留となっているお子

さんは98人となっている。 

2020 年度不足となっている区域

について、区域内での確保が望ま

しいが、どうしても確保が叶わな

い場合には、他の区域も活用しな

がら提供していくこととなる。 

 

●子どもの安全対策について、ど

のような対策をされているのか。 

 

→保育所・認定こども園・幼稚園

等の安全対策については、先日の

大津市での事故を受けて、国は緊

急の安全点検を要請している。 

市でも警察・道路の管理者等の関

係機関と協議を進めており、各施

設と連携して現場の確認をしてい

くという状況である。 

 

 

● 第3回 令和元年9月19日（木） 開催 

審議案件 主な内容 委員からの主な意見・質問等 

(1) 八戸市児童福祉施設の設備及 

び運営に関する基準を定める条 

例の一部改正（案）の概要につ 

いて 

 

保育所の耐火性能基準について 

は、建築基準法による規制に加え、 

保育所基準により規制されてい 

ることから、国の改正に準じ当市 

条例についても改正を行うもの。 

 

すべての案件について了承。 

 

 

 

 

 

(2) 八戸市幼保連携型認定こども

園の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正（案）

の概要について 

幼保連携型認定こども園の耐火性 

能基準については、建築基準法に 

よる規制に加え、幼保連携型基準 

により規制されていることから、 

国の改正に準じ当市条例について 

も改正を行うもの。 

 

(3) 第 2 期八戸市次世代育成支援

行動計画（前期計画）における

平成30年度実施状況について 

平成 30 年度の事業実施状況につ

いて報告。 

 

(4)第2期八戸市次世代育成支援行

動計画（後期計画）素案につい

て 

 

第 2期八戸市次世代育成支援行動

計画（後期計画）素案について説

明。 
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(5)幼児教育・保育の無償化の概要

について 

 

令和元年10月1日より実施される 

幼児教育・保育の無償化の概要に

ついて、新設される施設等利用給

付制度の内容や今後のスケジュー

ルについて説明。 

 

● 第4回 令和元年11月21日（木） 開催 

審議案件 主な内容 委員からの主な意見・質問等 

(1) 八戸市幼保連携型認定こども園 

の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部改正（案）の概 

要について 

 

幼保連携型認定こども園に配置す 

べき職員の員数に算入することがで 

きる副園長又は教頭の資格要件に 

ついて、経過措置を制度施行後5 

年から 10年に延長するもの。 

 

すべての案件について了承。 

 

 

(2) 令和2年度に向けた教育・保育

施設の利用定員について 

 

令和2年度から利用定員を新たに 

設定する施設及び変更する施設に 

ついて、予定している利用定員数 

を説明。 

 

(3) 第 2 期八戸市次世代育成支援

行動計画（後期計画）修正案につ

いて 

第2期八戸市次世代育成支援行動

計画（後期計画）修正案について説

明。 

 

● 第5回 令和2年2月25日（火） 開催 

審議案件 主な内容 委員からの主な意見・質問等 

(1) 八戸市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部

改正（案）の概要について 

令和元年10月からの幼児教育・ 

保育の無償化実施に伴い、施設に 

おいて徴収している副食費の取り 

扱いについて変更するもの。 

すべての案件について了承。 

 

 

●障がい児保育について、平成30

年度及び令和元年度、保育所や幼

稚園において研修は行われたの

か。 

→市では、保育士の研修を八戸市

保育連合会に委託して行ってお

り、その中で障がいに関する研修

を行っていただいている。 

平成30年度は2～3回実施してい

るが、令和元年度の実施状況は、

保育連合会からの報告書が提出さ

れた後、次回の会議で報告する。 

 

●八戸市内の保育士不足の状況を

どのように把握しているか。 

 

→お子さんの年齢によって必要と

なる保育士数が異なるため、具体

的に保育士の不足数として捉えて

(2) 小規模保育事業の認可につい

て 

 

令和2年4月1日に開設される中 

居林ふたば園について説明。 

(3) 令和２年度の教育・保育施設等 

の利用定員について 

 

 

令和2年度から利用定員を新たに 

設定する施設及び変更する施設に 

ついて、利用定員数を説明。 

 

(4)第２期八戸市次世代育成支援行 

動計画（後期計画）最終案につい

て 

第２期八戸市次世代育成支援行 

動計画（後期計画）最終案について

説明。 
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いないが、保育士が不足している

ために定員までお子さんを受け入

れできていない施設数を把握する

ことで現状を捉えている。 

令和2年2月の時点で、28施設と

なっている。 

 

 

 



○ ○

　 坂本会長 小倉副会長

○ 荒川委員 ○ 小柳委員 松橋委員 ○ 工藤委員 ○

○ 古戸委員 ○ 岩沢委員 浮木委員 ○ 東山委員 ○

○ 慶長委員 ○ 深川委員 澤口委員 ○ 川村委員 ○

○ 高橋委員 ○ 月舘委員 中谷委員 ○ 前田委員 ○

○ 山本委員 ○ 松川委員 李澤委員 ○ 関川委員 ○

○ 阿達委員 田名部委員 ○

司会

石藤 山道 佐々木 豊川 松橋 中里

八戸市保健
所副所長兼
健康づくり
推進課長

健康部次
長兼国保
年金課長

健康部長 福祉部長 福祉部次長
兼生活福祉

課長

福祉部次長
兼高齢福祉

課長

○ ○ ○ ○ ○ ○
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課長

こども未来
課長

障がい福
祉課長

福祉政策
課長

高齢福祉
課参事

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

出入口

傍聴席 報道関係者席

令和元年度第２回　八戸市健康福祉審議会　席図

日時：令和2年3月18日（水）　13時30分　／　場所：八戸市庁　別館2階会議室C

事務局
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【各分科会委員数】 6 7 10 12 17
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区　分 所属団体・役職 氏 名
専門分科会



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

第1回 第２回

6/28 3/18

第1回

3/18

第1回

8/21

第1回 第2回

8/28 2/5

＞ 障がい者福祉専門審査部会（※） 第１回

7/9

第1回

1/29

第1回 第2回 第3回 第4回

6/28 8/26 11/15 2/20

＞ 地域密着型サービス運営委員会

＞ 地域包括支援センター運営協議会 第1回 第2回

7/25 2/7

※第１回会議以降は、書面審査を複数回実施している。

健康・保健専門分科会

介護・高齢福祉専門分科会

（開催なし）

令和元年度　八戸市健康福祉審議会　開催実績

会議名

健康福祉審議会（本体会議）

民生委員審査専門分科会

社会福祉専門分科会

障がい者福祉専門分科会


