
令和２年度第１回 

七尾市健康福祉審議会地域福祉分科会 

次  第 

 

 

                        日 時 令和２年７月２１日（火） 

                            午後３時００分～ 

                        場 所 フォーラム七尾 多目的ホール 

                            （パトリア４階） 

 

１ 開 会 

 

 

 ２ 議 題 

  （１）会長の選任 

  （２）副会長の指名 

 

 

３ 説明・報告事項 

（１）第２次七尾市地域福祉計画各施策の取組状況（令和元年度）について 

（２）令和２年度の主な取組について 

（３）第３次七尾市地域福祉計画の策定方針（案） 

（４）令和２年度のスケジュールについて 

 

 

 

４ 閉 会 



五十音順 ◎会長　　○副会長

№ 委　員　の　所　属 摘　　　要

おおもり としひこ

大　森 俊　彦

かわぶち ただし

川　淵 正

かんの まさひろ

神　野 正　博

さいとう ひでお

斉　藤 秀　雄

さとう いちろう

佐　藤 一　郎

せんば えみこ

千　場 恵美子

ひさき としお

久　木 稔　夫

ひだ かずお

飛　彈 和　男

ほんたん こういち

本　丹 孝　一

まつもと きよはる

松 本 清　春

みなみ としかず

南 紀　一

もり よしこ

守 世志子

やまぐち きよのり

山　口 清　典

わかばやし みのる

若　林 稔

能登鹿北商工会4

七尾市健康福祉審議会　地域福祉分科会委員

9

七尾市町会連合会 審議会委員

1 市民代表

12

10

市民代表

14

特定非営利活動法人　清寿会

七尾市地区社会福祉協議会等連合会 審議会委員

七尾市女性団体協議会

8 七尾市健康まちづくり推進連絡会

5

6

(福)七尾市社会福祉協議会 審議会委員

2 七尾市ボランティア連絡協議会 審議会委員

（一社）七尾市医師会

氏　　　名

　※七尾市健康福祉審議会規則第７条により設置（運用は要綱による）
　※任期：平成３０年４月１日～令和３年３月３１日

3

13

七尾市民生委員児童委員協議会

11

石川県能登中部保健福祉センター

7 七尾市老人クラブ連合会
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２．議  件 

 

 (１)会長の選任 

 

(２)副会長の指名 

 

 

 

会  長 
 

 

副 会 長 
 

 

 

 

 

○七尾市健康福祉審議会地域福祉分科会要綱  

 

(会長及び副会長 ) 

第5条 分科会に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを

選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。  
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七尾市地域福祉計画　施策の体系図

３．支え合いの「活動の場」づくり

２．支え合いの「こころ」づくり

（大項目）
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１．支え合いの「しくみ」づくり
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（１）地域福祉を推進するしくみづくり

P.27

P.30

P.32

P.34

P.36

P.38

P.40

P.41

P.43

P.44

P.45

P.46 ②福祉関係施設と地域住民との交流促進

③当事者同士の交流促進

③公民館などの公共施設の利用促進

（２）就労・雇用の推進 ①高齢者の就労支援

②障害者の就労支援

③生活困窮者の就労支援

（３）地域交流の推進 ①世代間交流の推進

②家庭・学校・地域の連携

③情報提供・啓発活動の推進

（１）地域活動の拠点づくり ①地域活動の場づくり

②地域ボランティアの立ち上げ、活動への支援

（２）支え合う意識づくり ①広報・啓発活動の推進

②福祉教育の充実

③体験学習の推進

④心のバリアフリーの推進

（３）こころのレクリエーション ①学習機会の充実

②高齢者の自立支援に向けた介護予防体制の構築

③地域における健康づくりの支援

（１）地域福祉を支える人づくり ①活動の中心となる人材の育成

②市社会福祉協議会ボランティアセンターの充実

⑤生活困窮者支援の推進

（５）人にやさしい環境づくり ①公共施設・交通機関などにおけるバリアフリーの推進

②安心して暮らせる住居の整備

③交通手段の確保

（６）健康づくりの支援 ①生活習慣病の予防対策の強化

⑥小児救急医療体制の充実

（４）安心して暮らせるまちづくり ①高齢者同士が支え合うしくみづくり

②交流の拠点づくり

③地域社会への参加促進

④権利侵害を防ぐ体制づくり

（３）安心して生み育てられるしくみづくり ①地域ぐるみの子育て支援

②多様化する保育ニーズへの対応

③仕事と子育ての両立など子育てしやすい環境づくり

④安全・安心ネットワークの推進

⑤要保護児童などの社会的支援機能の体制づくり

（２）適切な福祉サービスの利用促進 ①福祉サービスの利用に関する情報提供
②総合相談体制の充実
③適切なサービス利用の支援
④サービス利用に結びついていない要支援者への対応
⑤福祉サービスの質の確保

（中項目） （小項目）

①地域福祉のネットワークづくり

②緊急連絡体制・支援体制の整備

③各種団体との連携強化

④地区社会福祉協議会の支援
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１．支え合いのしくみづくり
(１)地域福祉を推進するしくみづくり

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

福祉課 地区単位での説明会、懇談会（11地区）

福祉課
防災対策室

地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ自主防災組織結成に向けた説明会【終了】
（延 238町会結成)

高齢者世帯の把握、台帳作成(15地区民生・児童委員)

生活支援体制整備事業・生活支援コーディネーター３名配置（委託）

認知症高齢者等SOSネットワーク事業（協力機関 97事業所）

自主防災組織等の補助金(R1年度)自主防災育成補助+津波避難経路整備

 （延べ20団体、1,802,500円）

福祉避難所協定書締結（8法人、21施設、収容人員1,213人）
(R1年度:実績なし)

地域づくり支援課 地域づくり協議会の活動支援（15協議会）

町会単位等での説明会【終了】

地区単位での説明会、懇談会（11地区）

支え合いマップづくりへの支援（2地区、4町会）

【再掲】地区単位での説明会、懇談会（11地区）

避難行動要支援制度の推進（名簿登録者　2,602名）

地域見守りネットワークの運用と拡充

災害等緊急情報の提供(聴覚障害者へのＦＡＸ）

聴覚障害者緊急通報体制の整備
（手話通訳者、聴覚障害者名簿登録）

【再掲】高齢者世帯の把握、台帳作成(15地区民生・児童委員)

在宅介護支援センターの設置（7か所）

地域包括支援センターの設置（1か所）

地域防災マップづくりの実施（7町会）

地域防災訓練の支援　13回

【再掲】町会単位等での説明会【終了】

【再掲】地区単位での説明会、懇談会（11地区）

緊急ファイルの配布（100部配布）

【再掲】地区単位での説明会、懇談会（11地区）

七尾市障害者福祉団体連絡協議会及び身体、知的、精神、障害児の各連
絡会の開催

七尾市健康福祉審議会、各分科会の開催

地域づくり支援課 【再掲】地域づくり協議会の活動支援（15協議会）

【再掲】町会単位等での説明会【終了】

【再掲】地区単位での説明会、懇談会（11地区）

各種団体活動への支援（9団体）

地域包括支援センター 介護保険事業者連絡会の開催（10回）

福祉課 地域福祉推進事業 （15地区社協へ補助金）

地区社会福祉協議会連合会議（4回）

地区社会福祉協議会連合会視察研修会（先進地視察(県外)1回）

地区社会福祉協議会事業（15地区社協へ助成金）

④地区社会福祉協議会
の支援 市社協

③各種団体との連携強
化

福祉課

市社協

３　説明・報告事項

（１）第２次七尾市地域福祉計画各施策の取組状況（令和元年度）について

①地域福祉のネット
ワークづくり

高齢者支援課

防災対策室

市社協

②緊急連絡体制・支援
体制の整備

福祉課

高齢者支援課

防災対策室

市社協
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(２)適切な福祉サービスの利用促進

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

市広報、市ＨＰ、ケーブルテレビななおを活用した情報掲載

聴覚障害者に対応した手話通訳者及び要約筆記者の養成を推進し派遣体
制を充実（手話41件、要約筆記3件）

視覚障害者に対応した声の図書の推進

視覚障害者生活訓練事業の実施（相談会 20人、生活教室 32人）

難聴者、中途失聴者生活訓練事業
（参加者 第1回7人　第2回7人）

子育て支援課 ゆったり子育てハンドブックの作成（900部）

高齢者福祉サービスチラシの配布

なるほどなっとく市政講座　31回

民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会での情報提供

市社協ＨＰ、社協だよりへの掲載

福祉総合相談事業の実施

手話通訳者の窓口配置（1名、正規職員）

相談支援事業所の設置
（市内2事業所事業委託　七尾鹿島エリア3か所）

自立相談支援機関「生活サポートセンターななお」の設置（委託）

【再掲】在宅介護支援センターの設置（7か所）

【再掲】地域包括支援センターの設置（1か所）

在宅医療・介護連携推進事業「在宅医療・介護連携支援センター」の設
置及びコーディネーターの配置（委託）

認知症地域支援推進員の配置（６名）

認知症初期集中支援チームの配置

健康推進課 子育て世代包括支援センターの設置（1か所）

生活福祉資金貸付相談（延べ60件）

無料法律相談（年12回）

【再掲】福祉総合相談事業の実施

福祉サービス利用支援事業

福祉課 地域支援事業

福祉課
高齢者支援課

成年後見制度利用支援事業 （市長申立件数1件）

市社協 【再掲】福祉サービス利用支援事業

【再掲】相談支援事業所の設置
　（市内2事業所事業委託　七尾鹿島エリア3か所）

七尾市・中能登町地域自立支援協議会の運営

【再掲】在宅介護支援センターの設置（7か所）

【再掲】地域包括支援センターの設置（1か所）

介護予防事業の実施

町会、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員を中心とした見守り体制の構築

地域福祉推進員の委嘱、地区社協への配置

緊急物資支援(9件)

福祉課 【再掲】七尾市・中能登町地域自立支援協議会の運営

高齢者支援課 【再掲】地域包括支援センター設置（1か所）

地域包括
支援センター 【再掲】介護保険事業者連絡会の開催（10回）

⑤福祉サービスの質の
確保

④サービス利用に結び
ついていない要支援者
への対応

福祉課

高齢者支援課

市社協

①福祉サービスの利用
に関する情報提供

福祉課

高齢者支援課

市社協

②総合相談体制の充実

福祉課

高齢者支援課

市社協

③適切なサービス利用
の支援
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(３)安心して生み育てられるしくみづくり

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

地域ボランティア団体（みらい子育てネット5団体）は、他団体との連
携や共催する活動に積極的に取り組み、地域ぐるみで子ども達の健全育
成を支援している。

児童館事業の実施（委託）（3か所、延14,943人）

子育て支援コーディネーターの配置（21か所）
（コーディネーター数42名、修了者16名、マイ保育園登録数281名、一
時保育利用者9,676人）

子育て応援サービス券支給事業（339綴）
　出生時に10,000円分の子育て応援サービス利用券を支給し、育児不
安、ストレス解消を目的に一時預かり保育等の利用料金の一部とし、子
育てを応援するもの

ファミリーサポートセンターを軸に、乳児、幼児等の保育援助の実施
（協力会員101名、依頼会員75名）

保育士等がコーディネーターとなり、親子支援として育児講座を随時開
催（公私立保育園8園、私立こども園13園）

③仕事と子育ての両立
など子育てしやすい環
境づくり

子育て支援課 みらい子育てネットで、全クラブが絵本の読み聞かせを実施

福祉課 七尾市障害者福祉団体連絡協議会、障害児連絡会の開催（毎月）

保育園、児童館、放課後児童クラブ、地域づくり協議会等が共同で、地
域住民とともに体験学習や遊びの集いを実施

安全教室の実施（保育園・こども園）

避難及び消火に対する訓練及び津波などの風水害訓練
（保育園・こども園年12回）

地域ボランティア団体（みらい子育てネット5団体）による交通安全街
頭キャンペーン、遊び場安全点検の実施

要保護児童対策地域協議会の開催

要保護児童に対する適切な支援体制の充実を図るために、各機関との連
携を強化しながら、虐待防止や早期発見と対応への取り組み（代表者会
議2回、実務者会議3回、個別ケース検討会議18回、ケース進行管理会議
3回）

オレンジリボンキャンペーン実施（虐待防止用ポスターチラシ配布、顔
出しパネル展示、オレンジリボンの配布）

月間街頭キャンペーンを通じてオレンジリボン周知活動

健康福祉まつり、歯科健康フェスタでのオレンジリボン周知活動

⑥小児救急医療体制の
充実

健康推進課
能登中部小児休日診療協議会による小児休日在宅当番医制の実施(七尾
市4医療機関、羽咋郡市3医療機関、開設日76日、利用数2,093人)

(４)安心して暮らせるまちづくり

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

介護予防グループデイ事業
(20団体 登録会員442名、延実施回数1,015回、延参加者数15,133人)

老人クラブ活動支援 (89ｸﾗﾌﾞ､ 4,429人)

よりあいの場開催支援（15地区、81団体、延1,742回）

ふれあい型老人給食サービス事業（会食1,698人、配食2,610人）

地区社会福祉協議会活動の充実

七尾市老人クラブ連合会事業への協力・支援

①地域ぐるみの子育て
支援

子育て支援課

②多様化する保育ニー
ズへの対応

子育て支援課

④安全・安心ネット
ワークの推進 子育て支援課

⑤要保護児童など社会
的支援機能の体制づく
り

子育て支援課

①高齢者同士が支え合
うしくみづくり

高齢者支援課

市社協
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ふれあい交流館事業（金ヶ崎　延1,818人）

100歳体操教室（54団体）

【再掲】介護予防グループデイ事業
(20団体 登録会員442名、延実施回数1,015回、延参加者数15,133人)

認知症家族の寄り合いどころ開催
　認知症カフェ（16会場、166回、延4,580人）

地域づくり支援課 【再掲】地域づくり協議会の活動支援（15協議会）

【再掲】よりあいの場開催支援（15地区、81団体、延1,742回）

【再掲】地区社会福祉協議会活動の充実

県障害者スポーツ大会、各種障害者スポーツ大会への参加促進

ふれあいスポーツ大会（106人）、風船バレーボール大会（高齢者147
人、障害者164人）の開催

地域づくり支援課 【再掲】地域づくり協議会の活動支援（15協議会）

市身体障害者事業への協力、支援

【再掲】よりあいの場開催支援（15地区、延1,742回）

福祉機器無料貸し出し事業（車ｲｽ20件、電動ﾍﾞｯﾄﾞ3件）

福祉課
【再掲】相談支援事業所の設置
　（市内2事業所事業委託、七尾鹿島エリア3か所）

子育て支援課

【再掲】要保護児童に対する適切な支援体制の充実を図るために、各機
関との連携を強化しながら、虐待防止や早期発見と対応への取り組み
（代表者会議2回、実務者会議3回、個別ケース検討会議18回、ケース進
行管理会議4回）

高齢者の虐待防止・早期発見と対応への取り組み
（高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会1回、通報受理15件、通報
ケースのコアメンバー会議及び評価会議）

【再掲】地域包括支援センターの設置（1か所）

人権擁護委員、民生児童委員による「市民くらしの相談」実施
(市役所：毎週水曜日)(3ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ：毎月20日）

弁護士による無料法律相談

七尾市消費生活センターの設置

市社協 【再掲】福祉サービス利用支援事業

⑤生活困窮者支援の推
進

福祉課
【再掲】自立相談支援機関「生活サポートセンターななお」の設置（委
託）

(５)人にやさしい環境づくり

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

①公共施設・交通機関
などにおけるバリアフ
リーの推進

都市建築課

・旧高階小学校（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ改修に伴うﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事）
　　多目的トイレ、玄関手摺、昇降口スロープ、多目的駐車場
　　点状ブロック（駐車場～受付カウンター）
・徳田コミセン
　　トイレ一部洋式化
・七尾中学校
　　階段手摺増設（片側→両側）
・七尾美術館
　　1,2階男子トイレ一部洋式化、1,2階女子トイレ、ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ設置
・能登島大橋トイレ
　　一部洋式化（男、女）
・和倉お祭り会館駐車場
　　洋式便器（男、女、多目的トイレ）
・和倉お祭り会館
　　展示室昇降機、1F多目的トイレ改修、洋式化、手摺
　　2F多目的トイレ増設、洋式化、手摺設置、多目的駐車場設置

③地域社会への参加促
進

福祉課

市社協

④権利侵害を防ぐ体制
づくり 高齢者支援課

総務課

②交流の拠点づくり

高齢者支援課

市社協
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福祉課
高齢者支援課

自立支援型住宅リフォーム助成事業 (高齢者5件)

高齢者支援課 介護保険住宅改修事業 (137件)

福祉課 福祉タクシー利用助成事業（5,128件）

コミュニティバスの運行

　・まりん号順回り　（1系統）利用人数 34,603人

　・まりん号逆回り　（1系統）利用人数 28,223人

　・ぐるっとセブン　（2系統）利用人数 19,713人

　・やまびこ号　　　（1系統）利用人数  　617人

　・田鶴浜地域バス　（4系統）利用人数  5,538人

　・中島元気バス　　（4系統）利用人数 19,949人

　・能登島地域バス　（3系統）利用人数  2,458人　※運賃補助

市社協
法人間連携公共交通空白地支援　福祉バス（殿町・沢野町）
登録者22名　※運賃不要　(支援終了)

(６)健康づくりの支援

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

特定健康診査（中間報告：受診者数 3,738人）

特定保健指導（中間報告：保健指導実施者数 278人）

健康まちづくり推進活動
  ・健康診査の受診勧奨
　　　（訪問：102回3,978世帯、集団：82回5,241人）
  ・生活習慣病予防教室（127回、3,817人）
  ・野菜の摂り方の推進（92回、3,577人）
  ・ウオーキングの普及（124回、1,989人）

妊産婦の保健指導（52人）、妊婦教室（15組）、プレパパママ教室（38
組）

乳幼児健診・保健指導
（3～4か月児健診247人、1歳6か月児237人、3歳児健診273人）

こどもの健康づくり事業
（すくすく相談延240人、7か月児166人、10か月児128人、ブラッシング
教室1園）

２歳児歯科健康診査（100人）

食の自立支援(配食サービス)事業 (延人数1,109人 25,527食)

閉じこもり予防事業 (実1人、延85件)

介護支援ボランティアポイント事業（委託）（登録者　305名）

生活・介護支援サポーター養成講座（委託）（全地区、10人)
スキルアップ講座（3地区、58人）

【再掲】地域包括支援センターの設置 (1か所)

介護予防リーダー研修（4回、124人）

介護予防教育（188回、3,125人）

通いの場訪問（60会場、849人）

介護予防講演会（1回、67人）

いきいき健康クラブ支援（8会場、56人）

地域包括
支援センター

自立支援型地域ケア会議（10回）

高齢者支援課 【再掲】地域包括支援センターの設置 (1か所)

健康まちづくり事業を地域の関係団体と連携し開催（15地区）

小中学校との連携による健康教育（小学校4校、中学校1校、参加者262人）

③地域における健康づ
くりの支援 健康推進課

②高齢者の自立支援に
向けた介護予防体制の
構築

高齢者支援課

②安心して暮らせる住
居の整備

③交通手段の確保
企画財政課

①生活習慣病の予防対
策の強化

健康推進課
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２．支え合いのこころづくり

(１)地域福祉を支える人づくり

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

【再掲】生活・介護支援サポーター養成講座（委託）（1地区、10人）
スキルアップ講座（3地区、58人）

【再掲】介護予防リーダー研修（4回、124人）

認知症サポーター養成講座の開催 (10回、276人）累計5,189人

健康まちづくり推進員　実608名
（健康づくり推進員403名、食生活改善推進員200名、運動普及推進員86
名）

ゲートキーパー養成講座の開催（8回、591人）累計1,734人

地域づくり支援課 【再掲】地域づくり協議会の活動支援（15協議会）

民生委員児童委員全体研修会（年2回、延 314名）

民生委員児童委員地区定例会（15地区毎月開催）

地域福祉推進員地区別研修会への助成（6地区）

成年後見制度学習会及び意見交換会（4回、35名）

介護支援ボランティアの周知及び登録の促進（登録者304名）

ボランティア養成講座の開催
・高齢者向け調理講習会・衛生研修会（1回、33人）

ホームページ、ケーブルテレビななおを活用したボランティア情報の提
供

センター、講座のチラシによる周知

児童生徒のボランティア活動普及事業協力校(市社協指定)(2校)

児童生徒のボランティア活動普及事業(県社協指定)への協力（3校）

ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験（県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ主催）への協力(2地区)

ｻﾏｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験（県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ主催）への協力

七尾市ボランティア連絡協議会への支援

七尾・鹿島地域ボランティア連絡会への支援

【再掲】福祉体験出前講座（車イス、アイマスク、手話、高齢者疑似体
験）（2回、109人）

【再掲】ボランティア養成講座の開催（1回、33人）

社協だよりの発行（年4回）

ボランティアコーディネーターの配置（1名）

ボランティア相談（相談4件、マッチング5件）

(２)支え合う意識づくり

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

福祉課
障害者週間（11/30～12/9）事業での啓発活動「こころのバリアフリー
作品展」開催

福祉課
市社協

七尾市社会福祉大会、七尾市健康福祉まつりの開催

市広報、ＨＰ等で人権尊重の啓発活動

七尾市人権・男女共同参画講演会の開催

【再掲】町会単位等での説明会【終了】

【再掲】地域福祉推進員地区別研修会（6地区）

法人間連携福祉バス運行とタイアップした地域見守り体制図の作成支援
(殿町・沢野町)

【再掲】社協だよりの発行（年4回）

②市社会福祉協議会ボ
ランティアセンターの
充実

市社協

①広報・啓発活動の推
進

総務課

市社協

①活動の中心となる人
材の育成

高齢者支援課

健康推進課

市社協
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全小中学校における特別支援教育コーディネーターを中心とする組織的
取組

小学校におけるボランティア活動の実施 (7小学校)

中学校におけるボランティア活動の実施 (3中学校)

小学校における保育園・福祉施設との交流 (全10小学校)

中学校における保育園・福祉施設との交流 (2中学校)

全小中学校における人権学習（社会科・人権講話・関係機関との連携
等）

【再掲】児童生徒のボランティア活動普及事業（市社協協力校指定）(2
校)

【再掲】児童生徒のボランティア活動普及事業（県社協協力校指定）へ
の協力（3校）

【再掲】ジュニアボランティア体験事業（県ボランティアセンター主
催）への協力　(2地区)

【再掲】福祉体験出前講座（車イス、アイマスク、手話、高齢者疑似体
験）（2回、109人）

福祉課
七尾市障害者福祉団体連絡協議会及び連絡会の活動
（七尾市民健康福祉まつりや七尾市障害者週間での啓発活動）

高齢者支援課 【再掲】認知症サポーター養成講座の開催 (10回、276人）累計5,189人

(３)こころのレクリエーション

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

市民大学講座の開催（14講座、延182回、延1,816人）

生涯学習グループ講座の開催（18ｸﾞﾙｰﾌﾟ、延395回、延4,179人参加）

総務課 男女共同参画出前講座の実施（1地区）

家庭教育支援講座の開催(非行被害防止講座 小・中学校開催)

中高生グッドマナーキャンペーン
　(全小・中学校、高校その他団体　延3,839人参加)

悪質商法など消費者トラブルに関する出前講座や研修会の開催
（19回、参加者590人）

消費生活改善推進員の設置 31名
男女共同参画推進員の設置 18名

市内全世帯に講座案内チラシを回覧（年2回）

市ＨＰに講座内容を掲載

③情報提供・啓発活動
の推進

総務課

スポーツ・文化課

②家庭・学校・地域の
連携 スポーツ・文化課

②福祉教育の充実 学校教育課

③体験学習の推進 市社協

④心のバリアフリーの
推進

①学習機会の充実 スポーツ・文化課
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３．支え合いの活動の場づくり

(１)地域活動の拠点づくり

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

【再掲】100歳体操教室(54団体)

【再掲】介護予防グループデイ事業(20団体 登録会員442名、延実施回
数1,015回、延参加者数15,133人)

総務課
男女共同参画推進員の活動支援　18地区
消費生活改善推進員の活動支援　20地区

地域づくり支援課 【再掲】地域づくり協議会の活動支援（15協議会）

【再掲】よりあいの場開催支援（15地区、81団体、延1,742回）

ふれあい型老人給食サービス事業
（会食型：3地区、延1,698人　配食型：7地区、延2,610人）

【再掲】民生委員児童委員全体研修会（年2回、延 314人）

民生委員児童委員地区研修会（随時）

田鶴浜地区生活・介護支援ｻﾎﾟｰﾀｰ会への支援(随時)

【再掲】ボランティア養成講座の開催（1回、33人）

【再掲】ボランティア相談（相談4件、マッチング5件）

総務課 男女共同参画推進事業(男性の料理教室等)の実施

地域づくり支援課 【再掲】地域づくり協議会の活動支援（15協議会）

市社協 地区社会福祉協議会の活動拠点としての機能強化

(２)就労・雇用の推進

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

会員数 1,068人、就業延人員76,451人

シニア層の就業支援とシルバー人材センター事業参加促進のための講習
会の実施（刈払機、剪定、ドローン）

広報、啓発(シルバー便り発行、カレンダー配布、市広報を利用)

企画提案型環境分野事業として家庭などから不要品を回収し、リユー
ス・リサイクル事業を実施した。併せて空き店舗を利用したアンテナ
ショップで会員手作り品の展示販売を行った。

トライアル雇用における支援

職場適応訓練の推進

石川県 石川県障害者職場実習の推進

就労相談・就労支援相談件数（延171件）

一般就労を目的としたプラン作成件数（9件）、終了（自立）（3件）

生活保護受給者等就労自立促進支援件数（5件）

(３)地域交流の推進

区　　　分 実施主体 施策内容・回数など

高齢者支援課 【再掲】ふれあい交流館事業（金ヶ崎　延1,818人）

地域づくり支援課 【再掲】地域づくり協議会の活動支援（15協議会）

市社協 【再掲】よりあいの場開催支援（15地区、81団体、延1,742回）

福祉課 【再掲】地区単位での説明会、懇談会（11地区）

施設での認知症カフェ開催（2会場、22回、延840人）

【再掲】地区単位での説明会、懇談会（11地区）

【再掲】相談支援事業所の設置
　（市内2事業所事業委託　七尾鹿島エリア3か所）

【再掲】七尾市障害者福祉団体連絡協議会及び連絡会開催

高齢者支援課
【再掲】認知症家族の寄り合いどころ開催
　認知症カフェ（16会場、166回、延4,580人）

③当事者同士の交流促
進

福祉課

②地域ボランティアの
立ち上げ、活動への支
援

市社協

③コミュニティセン
ターなどの公共施設の
利用促進

①高齢者の就労支援
シルバー
人材セン

ター

②障害者の就労支援
公共職業安定所

③生活困窮者の就労支
援

市社協
(生活ｻﾎﾟｰﾄｾ
ﾝﾀｰななお)

①世代間交流の推進

②福祉関係施設と地域
住民との交流促進 市社協

①地域活動の場づくり

高齢者支援課

市社協
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（２）令和２年度の主な取組について 

 

１-(1)地域福祉を推進するしくみづくり（中項目） 

 ① 地域福祉のネットワークづくり（小項目） 

 ② 緊急連絡体制・支援体制の整備（小項目） 

 

■ 避難行動要支援者避難支援制度の普及促進 

   災害対策基本法で作成が義務付けられている避難行動要支援者名簿の登録率向上

を目的に、市で把握している対象者全員に対し、制度周知と登録の呼びかけを行う。 

 

  （1）対象者 

    ① 介護保険における要介護３・４・５の方 

② 身体障害(身体障害者手帳１・２級)のある方 

③ 知的障害(療育手帳Ａ・Ｂ)のある方 

④ 精神障害(精神保健福祉手帳１・２・３級)のある方 

⑤ 高齢者(７５歳以上)のみの世帯で上記①～④に該当しない方 

⑥ 上記以外で自力での避難が困難な方 

 

 （2)現状の登録率 

    令和２年３月３１日時点で２，６０２名が登録し、登録率は約２５％ 

 

 

 ③ 各種団体との連携強化（小項目） 

 

■ 地域福祉懇談会の開催 

   令和元年度に全１５地区を対象に地域福祉懇談会を開催することとしていたが、

新型コロナウイルス感染症予防として、３月以降の開催予定としていた４地区を延期

とした。未実施地区の地域づくり協議会等と日程調整を行い、８月中に順次開催する

予定としている。 

 

 

１-(4)安心してくらせるまちづくり（中項目） 

 ⑤ 生活困窮者支援の推進（小項目） 

 

■ 生活困窮者への支援（生活困窮者自立支援法） 

   平成２７年４月「生活困窮者自立支援法」施行に伴い、関係機関や地域の方と協

力し、下記の事業を行う。 

 

  （1)自立相談支援事業（必須） 

「生活サポートセンターななお」（パトリア３階 七尾市社会福祉協議会内）を

設置している。 

生活困窮者からの相談に対し、生活全般にわたる包括的な支援を行うため、個

人が抱える課題を分析し自立に向けたプランの作成や、関係機関との連絡調整等

を行う。 
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（２)住居確保給付金（必須） 

   離職により住宅を失ったまたは、失うおそれの高い生活困窮者に対し、安定的に

就職活動を行うことができるよう、有期で家賃相当額を支給する。 
 
  （３)学習援助事業（任意） 

   生活困窮家庭の子どもに対して、学習の援助等の支援を行う。 

 

 

２-(1)地域福祉を支える人づくり（中項目） 

 ① 活動の中心となる人材の育成（小項目） 

 

■ 地域福祉の担い手育成 

（１) 生活・介護支援サポーター養成講座の実施 

住民自らが、高齢者等の支援が必要な方のサポート(見守り、家事、訪問等)が

行える担い手を養成する。 
 

 

（２)認知症サポーター養成講座の実施 

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守

り、地域等可能な範囲で支援をすることが出来る人材を養成する。 

 

（３)ゲートキーパー養成講座の実施 

自殺のサインを知り、対応(声かけ、話を聞く、必要な支援に繋げる、見守る)

が出来る人材を養成する。 

 

（４)民生委員児童委員、地域福祉推進員等地域福祉の担い手支援 

    現状の課題を踏まえ、必要な研修を実施し活動を支援する。 

 

 

２-(2)支え合う意識づくり（中項目） 

 ① 広報・啓発活動の推進（小項目） 

 

  ■ 手話出前講座事業【新規】 

    平成３１年４月に施行した七尾市手話言語条例に基づき、手話への理解を深め

るため、小学生向けに手話講座を実施する。 

 

 

３-(1)地域活動の拠点づくり（中項目） 

 ① 地域活動の場づくり（小項目） 

 

■ 活動の場づくりの取組み推進 

    活動の場づくりとして、七尾市社会福祉協議会がすすめている、子どもからお

年寄りまで集える世代間交流の場「よりあいの場」をさらに増やすため、取組み

を支援する。 
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第３次七尾市地域福祉計画の策定について（案） 

 

健康福祉部福祉課 

 

１ 計画の趣旨等 

   第３次計画では、第２次計画の理念や取り組み等を継承し、市民一人ひとりがそれぞれの生

き方を尊重しながら、誰もが対等な関係で住み慣れた地域で安心、安全、快適に暮らし続けら

れることを目標とし、地域福祉の充実を図る。そのため、七尾市社会福祉協議会が策定する「第

３次七尾市地域福祉活動計画」と連携及び整合を図り、社会変化や地域の実情応じた見直しを

行う。 

   また、誰もが住み慣れた地域で、その人らしく暮らし続けられるよう、権利擁護支援へのニ

ーズが高まっていることから、成年後見制度の利用の促進に関する施策を計画的に推進する。 

 

２ 根拠法令等 

・ 社会福祉法第１０７条の規定する計画（H30.4.1 施行分） 

・ 七尾市民ふれあい福祉条例第８条の規定による計画 

・ 成年後見制度の利用の促進に関する法律第２３条第１項に規定する計画 

 

３ 計画に盛り込むべき項目（社会福祉法第１０７条の規定①～⑤） 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

⑤ 社会福祉法第１０６条の３第１項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる

事業に関する事項（生活困窮者自立相談支援事業 など） 

⑥ 成年後見制度の利用の促進に関する施策 

※ 下線事項は、前計画から新たに追加となった項目 

 

４ 計画期間 

・ 第１次 平成１８年度～平成２２年度（５年間） 

・ 第２次 平成２３年度～平成３２年度（前期５年間、後期５年間） 

・ 第３次 （案）平成３３年度～平成４２年度（前期５年間、後期５年間） 

 

５ 計画の策定方法等 

・ 第２次計画の理念や取り組み等を継承 

・ (仮)地域福祉懇談会の実施（H31 年度に 15 地区で実施し住民意見を聴取のうえ計画に反映） 

・ 他計画等で使用したアンケート結果等を参考とする 

・ 作業部会を設置し計画案を検討（H32 年度～） 

・ 地域福祉分科会、高齢者福祉分科会及び障害者福祉分科会において計画案検討（H32 年度～） 

・ 健康福祉審議会での審議（H32 年度～） 

・ パブリックコメントの実施、市長答申 

○写   平成３０年度第２回  分科会協議事項 

（平成３１年２月６日 開催） 

（３）第３次七尾市地域福祉計画 

の策定方針（案） 
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開催日 内　　容 開催日 内　　容

６月
第１回
R2.6.25
15：00

諮問事項について
各分科会の取組
今後のスケジュール

７月

・地域福祉懇談会の分析作業(11地区)
・基本的枠組みの検討
・基本理念の整理
・新計画の策定方針の整理

第１回
R2.7.21
15：00

現行計画進捗状況
新計画策定方針

８月
・延期した地域福祉懇談会の開催。
・意見集計・分析作業(4地区)

９月 ・同上

１０月
・審議に向けた素案のとりまとめ

・審議結果をふまえた修正作業。

第２回
(下旬)

新計画案審議

１１月
・修正案のとりまとめ

・審議結果をふまえた修正作業

第３回
(中旬)

新計画案審議

１２月 ・審議結果をふまえた修正作業
第２回
(下旬)

新計画案審議

【市長へ事前説明】
【議会へ事前説明】

Ｒ３
１月

最終案のとりまとめ

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄをふまえた修正作業

【ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施】
※12月下旬～1月中旬

２月
・分科会、審議会での審議を経て、新
計画の内容が確定。

第４回
(上旬)

新計画案最終審議
令和２年度取組報告

第３回
(中旬)

新計画案最終審議
令和２年度の取組報告

【市長へ答申】

３月 ・校正、印刷作業 【議会への説明】

月
健康福祉審議会　関係地域福祉分科会　関係

（４）令和２年度のスケジュールについて

主な作業内容
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参考 

 

（１）七尾市健康福祉審議会及び地域福祉分科会の概要について 

１．七尾市健康福祉審議会及び分科会について 

これからの健康福祉施策は、幅広い視点で推進することが重要です。そこで、諸計画の 

策定・進行管理、保健福祉に関する重要事項について調査、審議、評価を行う市長の諮問 

機関として七尾市健康福祉審議会（以下審議会という。）が設置されています。 

審議会の委員は、専門家や有識者のほか市民協働の立場から幅広い市民の参画により構 

成されています。また、審議会の中には５つの分科会が構成されています。審議会の委員 

はいずれかの分科会に属し、審議会と分科会が連携しながら運営ができるように組み立て 

られています。 

 

○構 成（審議会・分科会委員数は各１５名程度） 

保健医療分科会

七尾市健康福祉審議会

地域福祉分科会 高齢者福祉分科会 障害者福祉分科会 児童福祉分科会

 

 

○委員の任期 

３年とする。（平成３０年４月１日～令和３年３月３１日） 

 委員に、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

○審議会の開催予定 

審議会は年４回程度、各分科会は必要に応じて開催。 
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分科会名 地域福祉分科会 

担当課 福祉課 

分科会の目的 

地域の高齢者、障害者、子育て家庭など、支援を必要としている市

民を地域全体で支え、誰もが住み慣れた地域で、安全で安心してその

人らしい自立した生活を送れるようなしくみを作ります。 

そのために、「第２次七尾市地域福祉計画」（平成２３年３月策定）

で３つの柱を定め、これらの推進に関する事項について審議を行いま

す。 

 

①支え合いの「しくみ」づくり 

②支え合いの「こころ」づくり 

③支え合いの「活動の場」づくり 
 
 
（関係法令） 

・社会福祉法第１０７条（市町村地域福祉計画） 
・七尾市民ふれあい福祉条例第８条（地域福祉計画の策定） 

審議事項 
１ 地域福祉の推進に関すること 

２ 地域福祉の重要事項に関すること 

これまでの経過 

１ 地域福祉計画 

 (１)第１次地域福祉計画（平成１８年度～平成２２年度） 

 (２)第２次地域福祉計画（平成２３年度～令和２年度） 
 
２ 地域福祉の推進 

 (１)地域福祉ネットワーク構築への取り組み 

 (２)他分科会における地域福祉の推進 

①高齢者福祉：地域包括ケアシステムの推進、地域密着型介護 

サービス基盤の整備 

②障害者福祉：地域社会での自立、就労支援 

③児童福祉：保育園などを拠点とした地域ぐるみの子育て支援 

④保健医療：生活習慣病の予防、地域における健康づくりの支援 

今後の課題 

１ 地域福祉ネットワークの活性化 

２ 地域福祉の普及、啓発 

３ 生活困窮者への支援 

４ 地域福祉の担い手の育成 

５ 活動の場づくりの取組み推進 
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所　　属 職　　名 氏　　名

健康福祉部福祉課 課　　長

健康福祉政策室 室　　長

健康福祉部福祉課 課長補佐

健康福祉政策室 室 次 長

健康福祉部福祉課 障害者福祉グループ

(健康福祉政策室兼務)

健康福祉部子育て支援課 保育支援グループ

(健康福祉政策室兼務)

健康福祉部高齢者支援課 地域包括グループ

(健康福祉政策室兼務)

健康福祉部保険課

(健康福祉政策室兼務)

健康福祉部健康推進課 健康推進グループ

(健康福祉政策室兼務)

　（事務局）

　健康福祉部福祉課健康福祉政策室

　　TEL　５３－３６２５

　　FAX　５３－５９９０

主　　任 和　田　雄　磨

中　川　貴　子主 事 補

飛　田　　　瞬主　　事

健康福祉部福祉課 健康福祉政策室

健康福祉部福祉課 健康福祉政策室

健康福祉部福祉課 健康福祉政策室

七尾市健康福祉審議会地域福祉分科会 事務局職員名簿

課長補佐

立　川　　　淳

川　田　法　人

課長補佐

春　木　千恵美

課長補佐

瀧　本　誓　男

原　田　　　樹課長補佐

竿　漕　正　人

課長補佐 硲　　　　久子
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