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◇ 計画策定に係る各種調査の実施状況 

○ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

１．目的 

要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握することで、地域診断に活

用し、地域の抱える課題を把握する。 

２．調査対象 

要介護１～５以外の高齢者 

３．対象者・標本数等 

日常生活圏域ごとに、男女別、前期・後期高齢者別の４区分の構成割合に応じて 600 人

を無作為抽出 12 圏域×600 人＝7,200 人 

４．調査期間 

平成 29 年１月 23 日～平成 29 年２月７日 

５．調査方法 

郵送による調査票の配布・回収 

６．調査項目 

７項目 63 問 

家族や生活状況について / からだを動かすことについて / 食べることについて / 毎

日の生活について / 地域での生活について / たすけあいについて / 健康について 

７．回収数 

総数 5,064 人 （回収率 70.3％） 

 性別 送付数 回答数 回答率 

前期高齢者 

(65～74 歳) 

男性 1,939 1,332 68.7％

女性 2,243 1,559 69.5％

計 4,182 2,891 69.1％

後期高齢者 

(75 歳以上) 

男性 1,217 882 72.5％

女性 1,801 1,291 72.7％

計 3,018 2,173 72.2％

合計 

男性 3,156 2,214 70.2％

女性 4,044 2,850 70.5％

計 7,200 5,064 70.3％
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○ 在宅介護実態調査 

１．目的 

介護離職をなくしていくためにはどのようなサービスが必要かという観点を盛り込むた

め、「高齢者等の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた

サービスの在り方を検討するための基礎資料とする。 

２．調査対象 

在宅で生活している要支援・要介護者のうち、要支援・要介護認定の更新申請・区分変

更申請をしている人 

３．対象者・標本等 

人口 10 万人以上の自治体で 600 件程度 

→ 平成 29 年１月～３月までに認定有効期間が終了となる人 

４．調査期間 

平成 28年 12 月１日～平成 29 年３月 31日 

５．調査方法 

要支援・要介護認定の更新・区分変更の訪問調査時、認定調査員による聞き取り調査 

６．調査項目 

Ａ票（認定調査員が概況調査等と並行して記載） 

→ サービスの利用状況 / 施設等への入所・入居の希望等 14 問 

Ｂ票（主な介護者又は本人が回答） 

→ 主な介護者の勤務状況等 ５問 

７．回収数 

839 票 
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○ 第７期八戸市高齢者福祉計画における介護保険サービス事業所及び老人福祉施設等の整

備・事業開始に関する意向調査 

１．目的 

介護サービス基盤の整備方針及びサービス見込量の参考とするため 

２．調査対象 

八戸市内に介護保険サービス事業所・老人福祉施設等がある法人 

３．調査期間 

平成 29 年９月５日～９月 26 日 

４．調査方法 

メールによる調査票の提出 

５．調査項目 

第７期計画期間の居宅（介護予防）サービス、地域密着型(介護予防)サービス、施設サ

ービス、老人福祉施設の新設・増築・廃止等の意向 

６．回答数 

16 法人 
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◇ 計画策定の経緯 

○ 八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉専門分科会（平成 28 年は「介護・高齢福祉部

会」）の開催状況 

平成28年11月14日 ・第７期計画策定のための介護予防・日常生活圏域ニーズ調査案

等について 

平成29年２月６日 ・第７期計画策定のためのアンケート調査の実施状況について 

平成29年６月19日 ・介護保険制度改正の概要について 

・八戸市高齢者福祉計画策定スケジュールについて 

・在宅介護実態調査結果の概要について 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果の概要について 

平成29年８月25日 ・第７期介護保険事業計画策定に係る国の基本指針（案）につい

て 

平成29年10月26日 ・第７期八戸市高齢者福祉計画について 

八戸市の現状 

各種調査等に基づく現状と課題、解決のための対策 

第７期八戸市高齢者福祉計画施策の体系（案）について 

サービス基盤整備の方向性（案） 

平成29年12月20日 ・第７期計画における介護サービス基盤整備（案）について 

・八戸市高齢者福祉計画素案に対するパブリックコメントの実

施について 

平成30年１月29日 ・第７期八戸市高齢者福祉計画について 

介護保険料について 

○ パブリックコメント 

実施期間  平成 29年 12 月 21 日～平成 30 年１月 19 日 
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○ 八戸市健康福祉審議会規則 

平成19年３月28日規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市健康と福祉のまちづくり条例（平成19年八戸市条例第11号）第

32条第７項の規定に基づき、八戸市健康福祉審議会（以下「審議会」という。）の組織及び

運営について必要な事項を定めるものとする。 

（委員の任期） 

第２条 委員の任期は、３年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、この規則の施行後最初

に招集すべき審議会又は新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の

職務は、市長が行う。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（専門分科会） 

第５条 審議会に、健康福祉施策に関する専門の事項の調査審議及び社会福祉法（昭和26年

法律第45号）第11条の規定に基づく調査審議をするため、専門分科会を置く。 

２ 専門分科会の名称は、次のとおりとする。 

(１) 民生委員審査専門分科会 

(２) 障がい者福祉専門分科会 

(３) 健康・保健専門分科会 

(４) 介護・高齢福祉専門分科会 

(５) 社会福祉専門分科会 

３ 審議会は、前項に掲げるもののほか、必要に応じて専門分科会を置くことができる。 

４ 専門分科会は、審議会の会長が指名した委員（次条第１項の規定により臨時委員が置か

れた場合にあっては、民生委員審査専門分科会を除き、当該臨時委員を含む。）をもって組

織する。 

５ 専門分科会に、専門分科会長及び副専門分科会長各１人を置く。 

６ 専門分科会長及び副専門分科会長は、当該専門分科会に属する委員の互選によって定め

る。 

７ 専門分科会長は、専門分科会の会務を掌理する。 
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８ 副専門分科会長は、専門分科会長を補佐し、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。 

９ 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）の決議は、これをもって審議会の決議と

することができる。この場合において、専門分科会長は、この決議事項を審議会の会議に

おいて報告しなければならない。 

10 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とする。この場合におい

て、民生委員審査専門分科会の専門分科会長は、この決議事項を審議会の会議において報

告しなければならない。 

11 前条の規定は、専門分科会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議

会」とあるのは「専門分科会」と、「会長」とあるのは「専門分科会長」と、「委嘱」とあ

るのは「指名」と、「市長」とあるのは「審議会の会長」と、「、委員」とあるのは「、当

該専門分科会に属する委員（第６条第１項に規定する臨時委員にあっては、当該会議の議

事に関係のある者に限る。次項において同じ。）」と、「出席委員」とあるのは「出席した委

員」と読み替えるものとする。 

（臨時委員） 

第６条 審議会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くこ

とができる。 

２ 臨時委員は、八戸市健康と福祉のまちづくり条例第32条第４項各号に掲げる者のうちか

ら、市長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

（部会） 

第７条 専門分科会に、特定の事項を調査審議するため、必要に応じて部会を置くことがで

きる。 

２ 障がい者福祉専門分科会に社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第３条第１項に規

定する審査部会（以下「障がい者福祉専門審査部会」という。）を置く。 

３ 介護・高齢福祉専門分科会に置く部会の名称は、次のとおりとする。 

(１) 地域密着型サービス運営委員会 

(２) 地域包括支援センター運営協議会 

４ 部会は、当該専門分科会に属する委員（前条第１項の規定により臨時委員が置かれた場

合にあっては、当該臨時委員を含む。）のうちから、障がい者福祉専門審査部会にあっては

審議会の会長が指名した者を、それ以外の部会にあっては当該専門分科会長が指名した者

をもって組織する。 

５ 部会に部会長及び副部会長各１人を置く。 

６ 部会長及び副部会長は、当該部会に属する委員の互選によって定める。 

７ 部会長は、部会の会務を掌理する。 

８ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

９ 部会（障がい者福祉専門審査部会を除く。）の決議は、これをもって専門分科会の決議と

することができる。この場合において、部会長は、この決議事項を専門分科会の会議にお
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いて報告しなければならない。 

10 障がい者福祉専門審査部会の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。

この場合において、障がい者福祉専門審査部会の部会長は、この決議事項を審議会及び障

がい者福祉専門分科会の会議において報告しなければならない。 

11 第４条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」

とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委嘱」とあるのは「指名」と、

「市長」とあるのは「専門分科会長」と、「、委員」とあるのは「、当該部会に属する委員

（第６条第１項に規定する臨時委員にあっては、当該会議の議事に関係のある者に限る。

次項において同じ。）」と、「出席委員」とあるのは「出席した委員」と読み替えるものとす

る。 

（資料の提出の要求等） 

第８条 審議会、専門分科会又は部会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、

意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

（秘密の保持） 

第９条 委員及び臨時委員並びに会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、また同様とする。 

（庶務） 

第10条 審議会の庶務は、福祉政策課において処理する。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会、専門分科会及び部会の運営について必要な

事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日規則第29号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年６月20日規則第61号） 

この規則は、平成25年７月１日から施行する。ただし、第５条第２項第４号の改正規定（同

号を第３号とする部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年12月６日規則第105号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成29年１月１日から施行する。 

 （任期に関する経過措置） 

２ 八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（平成28年八戸市条例第 

号）附則第１項の規定により同項に規定する新審議会の委員に委嘱されたものとみなさ

れる者の任期は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）における同項に規定す

る旧審議会（以下「旧審議会」という。）の委員としての任期の残任期間と同一の期間と

する。 

 （会長及び副会長に関する経過措置） 

３ この規則の施行の際現に旧審議会の会長及び副会長である者は、それぞれ、施行日に、

この規則による改正後の八戸市健康福祉審議会規則（以下「改正後の規則」という。）第
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３条第２項の規定により会長及び副会長として定められたものとみなす。 

 （旧部会に関する経過措置） 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八戸市健康福祉審議会規則（以下「改

正前の規則」という。）の規定による健康・保健部会、介護・高齢福祉部会、障がい福祉

部会又は社会福祉部会（以下「旧部会」という。）の委員である者は、それぞれ、施行日

に、改正後の規則第５条第４項の規定により健康・保健専門分科会、介護・高齢福祉専

門分科会、障がい福祉専門分科会又は社会福祉専門分科会（以下「新専門分科会」とい

う。）の委員に指名されたものとみなす。 

５ この規則の施行の際現に旧部会の部会長及び副部会長である者は、それぞれ、施行日

に、改正後の規則第５条第６項の規定により、新専門分科会の専門分科会長及び副専門

分科会長として定められたものとみなす。 

６ この規則の施行前に旧部会において決議した事項で、改正前の規則第５条第９項ただ

し書の規定による報告をしていないものは、改正後の規則第５条第９項後段の規定によ

り、専門分科会長が報告するものとする。 

７ この規則の施行前に旧部会において調査審議をした事項で、この規則の施行の際当該

調査審議が終了していないものは新専門分科会において調査審議をするものとし、旧部

会がした当該調査審議の手続は新専門分科会がした調査審議の手続とみなす。 

 （旧専門委員に関する経過措置） 

８ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による専門委員である者は、施行日に、

改正後の規則第６条第２項の規定により臨時委員に委嘱されたものとみなす。 

 （旧分科会に関する経過措置） 

９ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による地域密着型サービス運営委員会又

は地域包括支援センター運営協議会（以下「旧分科会」という。）の委員である者は、そ

れぞれ、施行日に、改正後の規則第７条第４項の規定により地域密着型サービス運営委

員会又は地域包括支援センター運営協議会（以下「新部会」という。）の委員に指名され

たものとみなす。 

10 この規則の施行の際現に旧分科会の分科会長及び副分科会長である者は、それぞれ、

施行日に、改正後の規則第７条第６項に規定により、新部会の部会長及び副部会長とし

て定められたものとみなす。 

11 この規則の施行前に旧分科会において決議した事項で、改正前の規則第７条第８項た

だし書の規定による報告をしていないものは、改正後の規則第７条第９項後段の規定に

より、部会長が報告するものとする。 

12 この規則の施行前に旧分科会において調査審議をした事項で、この規則の施行の際当

該調査審議が終了していないものは新部会において調査審議をするものとし、旧分科会

がした当該調査審議の手続は新部会がした調査審議の手続とみなす。 

附 則（平成29年８月３日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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○ 八戸市健康福祉審議会 介護・高齢専門分科会委員名簿 

                    （任期 平成28年６月28日～平成31年６月27日） 

区 分 所属団体・役職 氏 名 

学識経験者 八戸市議会議員 坂本 美洋    ◎ 

八戸学院大学健康医療学部人間健康学科 講師 小柳 達也 

デーリー東北新聞社 常務取締役 深川 公夫 

東奥日報社 八戸支社 編集部長 

舘花 光秀 

 若松 清巳（H29.6.19～）

保健医療 八戸市医師会 理事 工藤 清太郎   ○ 

関係者 八戸歯科医師会 副会長 松川 充 

八戸薬剤師会 会長 山田 文義 

青森県看護協会三八支部 会長 

佐々木 優子 

 加賀 靖子（H29.8.25～）

福祉関係者 八戸市社会福祉協議会 事務局長 浮木 隆 

八戸地区社会福祉施設連絡協議会 会長 蒔田 増美 

八戸地区介護保険事業者協会 理事 中谷 美由紀 

八戸地域介護支援専門員協議会 会長 李澤 隆聖 

八戸市地域介護サービス協議会 副会長 小泉 紀之 

地域支援 八戸市民生委員児童委員協議会 会長 高渕 壽男 

関係者 八戸市老人クラブ連合会 常務理事兼事務局長 新坂 恒雄 

公募に 公募 慶長 洋子 

応じた者 公募 中村 かつゑ 

  ◎会長 ○副会長 
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