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第２回
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第３回
11/19(木)
13：30～

第３回
12.10(木)
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新計画案審議

12/23(水) 【市長へ事前説明】

12/24(木) 【議会へ事前説明】

1/4(月)
～

1/18(月)
【ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施】

1/15(金)
 教育民生常任員会
 月例委員会にて説明

第４回
1/27(水)
14：00～

第４回
1/29(金)
14：00～

第３回
1/28(木)
13：30～

第２回
2/4(木)
15：00～

第４回
2/4(木)
15：00～

2/5(金)
 教育民生常任員会
 月例委員会にて説明

2/19(金)
令和２年度取組報告
新計画案最終審議

2/22(月)
2/24(水)

【議会への説明】
【市長へ答申】

■令和２年度　七尾市健康福祉審議会・各分科会　スケジュール

２月

年月
健康福祉審議会

１２月

１月

 １



２ 

 

 

第３次七尾市地域福祉計画 修正事項 

 

 

Ｐ８  ③ 地域の身近な困りごと（全地区まとめ） 

１月２０日に地域福祉懇談会が全地区で完了したため、取りまとめ結果を修

正しました。  

 

Ｐ１１ ２ 基本理念 説明文 

分科会委員から「市民に少しでも協働の必要性や重要性を感じてもらうために「協

働」という言葉を取り入れて欲しい」というご意見があったため修正しました。 

 

Ｐ１６ ③ 生活支援体制の充実 

高齢者福祉と障害者福祉における共通して取り組むべき事項であるため修正しま

した。 

 

Ｐ１７ ① ユニバーサルデザインの推進 

より分かりやすい記載とするため、修正し、注記を追加しました。 

 

Ｐ１８ （図）地域福祉ネットワーク全体図 

合冊印刷を予定している七尾市社会福祉協議会が策定している七尾市地域福祉活

動計画では、地域福祉ネットワーク（自主防災組織）の内容を記載していましたので、

誤解を防ぐため注記を追加しました。 

 

 

Ｐ１９ ① 広報・啓発活動の充実 

「尊厳をもって」という記載が誤りでしたので、修正（削除）しました。 

 

Ｐ２１ ③ 当事者間同士の交流促進 

「家庭で」介護している人に限定する必要はないため、修正（削除）しました。 

 

Ｐ２２～ 資料編 

    資料編を追加しました。 

  



３ 

 

 

老人福祉計画・第８期介護保険事業計画 追加・修正事項 

 

Ｐ３６ （３）生活習慣病の発症予防・重症化予防 

注意書きを修正しました。 

 

Ｐ４４ （２）フレイル予防（介護予防）の推進 

「③リハビリテーションサービス提供体制の充実」の項目追加 

国の指針において、要支援・要介護者に対するリハビリテーションの目標設

定が掲げられ計画に記載するとあるため、介護保険の目的である自立支援の観

点から要介護認定者等において指標とするため、追記しました。  

 

Ｐ４９、５０ 在宅生活支援のしくみ（イメージ図） 

見やすくするため、大きくし、２ページとしました。 

 

Ｐ６０ （１）被保険者数等の推計 

【第１号被保険者】の表の追加 

６５歳以上の高齢者数を掲載していますが、第１号被保険者数は適用除外施

設入所者や住所地特例者を勘案したものとなり、表を追加しました。  

 

Ｐ６２～６６ （３）居宅サービス・施設サービス量の見込み 

（４）地域支援事業費の見込み 

作業中であったものを追記しました。 

 

Ｐ６７、６８ （５）日常生活圏域の設定と介護サービス基盤整備 

見やすくするため、大きくし、２ページとしました。 

 

Ｐ７０～７２ （６）第１号被保険者の介護保険料の見込み 

作業中であったものを追記しました。 

 

Ｐ８２ 高齢者虐待防止ネットワーク 図 

前回の審議会で頂いたご意見から組織の区分が分かるように記載しました。 

 

その他  

一部、簡易な修正（誤字、脱字  等）をしました。  

  



４ 

 

 

第５次七尾市障害者計画及び第６期七尾市障害福祉計画 

修正事項 

 

Ｐ２２ 表１８ 障害者の雇用状況 

 令和２年度の数値を記載しました。 

 

Ｐ３５ 七尾市地域福祉ネットワーク図 

七尾市地域福祉計画と同一のイメージ図に変更しました。（構造等変更はありません） 

 

Ｐ６８～７２ 現計画期間におけるサービス利用実績 

令和２年度実績を７月利用分から１０月利用分に変更しました。 

 

Ｐ７８～７９ 地域生活支援事業の実施状況 

  令和２年度の数値を９月までの実績値から１２月時点での年間見込み数に変更しまし

た。 

 

Ｐ１０９～１１０ 計画策定に関係した方々 

  令和２年度の審議会及び分科会名簿を追加しました。 

 

  



５ 

 

 

健康増進計画（第２次）改定版 修正事項 

 

 

Ｐ２５ （１）次世代の健康づくり 

表「朝食を食べる子どもの年次推移」で、小学６年生及び中学３年生の平成２６年

度から平成３０年度までのデータを記載しました。 

 

Ｐ３２～６１ 第３章 項目別の現状、課題及び対策における、分野ごとの現状と課題の

記載について 

   特定健診受診者の結果として分析した部分には、「市国保特定健診受診者」との文言

を追加しました。 

 

 

 

 



６ 

 

地域福祉分科会報告 

 

１．第１回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年７月２１日(火) 15:00～16:30 

           パトリア４階 フォーラム七尾 

 (２)出席委員数   出席１２名、欠席２名 

(３)協議事項 

  ①会長の選任  （守委員を委員長に選出） 

  ②副会長の指名 （佐藤委員を副委員長に指名） 

（４）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年度スケジュールについて 

 (５)主な意見等（第３次地域福祉計画の策定方針について） 

①第３次地域福祉計画でＳＤＧｓを取り入れ、誰一人取り残さない社会の実現を目

指す、まちづくりを進める考えはないか。 

→ 地域福祉計画にＳＤＧｓの取組を取り入れるかどうかについては、今後、こ

の分科会で検討いただくものと考えているが、事務局としては、本市の総合戦

略に「ＳＤＧｓを取り入れた施策の推進」として取り入れられていることと、

ＳＤＧｓの趣旨は、目指すべきゴールに向けて、全体として取り組むべき目標

であると考えていることから、この地域福祉計画に独自でＳＤＧｓの取り組み

を取り入れる考えはない。また、「誰一人取り残さない」社会の実現について

は、まずは、住民一人ひとりが、様々な困難を抱えた場合でも、社会から孤立

せず安心してその人らしい生活を送ることができる「地域共生社会」の実現に

向けた取り組みを盛り込みたいと考えている。 

 

②まちづくり条例にも協働を規定しているが、行政だけでできないことが増えてお

り、行政と市民との役割分担が必要となっている。協働の意味や行政・市民それぞ

れの立場を理解することが重要である。 

→ 協働は重要と考えている。３次計画では市民の安心を中心に考えたい。 

 

③計画を作るにあたって２次計画の反省や振り返りが必要と考える。例えば、研修

会を開くことは重要であるし、取り組み事項として盛り込めばよいが、その結果と

して、地域のどのような活動に繋がったなどの成果を示し、検証することも重要で

ある。 

→ 示せるものは示したい。（第２回分科会で資料提出） 



７ 

 

２．第２回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年１０月２７日(火) 15:00～16:30 

           パトリア４階 フォーラム七尾 

 (２)出席委員数   出席１２名、欠席２名 

 (３)協議事項 

①第３次七尾市地域福祉計画（案）について 

 (４)主な意見等（第３次七尾市地域福祉計画（案）） 

①基本理念に「協働」や「地域共生社会」という言葉も入れる必要があるのではな

いか。 

→ 根拠条例の七尾市民ふれあい福祉条例に目指す将来像と基本理念が定められ

ている以上、これを無視したものを定めるのはあり得ないのではないかという

方針のもと、この計画（案）を策定した。この計画（案）の内容が適切かどう

かは、この分科会で審議していただきたい。 

 

②生きがいを持って社会活動に参加できるようにと定められているが、今年のよう

に感染症が蔓延したときに、地域の見守りなどの取組が制限された中での感染症対

策や活動方法について加える考えはないか。 

→ 平常時における基本的な事項を定めるものとして計画（案）を作成した。 

また、現在は新型コロナウイルスへの感染対策として「新しい生活様式」など

周知は進んでいるが、流行するウイルスや感染症の種類によって対策が異なる

可能性がある。感染症が流行した際には、その都度、対策を含めた正しい情報

の周知を徹底したいと考えている。 

 

③計画中「（５）適切なサービスの利用促進 ③福祉サービスの質の確保」に「苦情

や不安、不満を解消できるような相談窓口を充実させます」とあるが、どのような

方法を考えているか。 

→ 福祉サービスについての苦情や不安、不満については、健康福祉部の各担当

窓口で受け付けている。また、サービスに関することに限らず、総合的な相談

窓口として、高齢者用に「地域包括支援センター」と「在宅介護支援センター」、

妊娠期から子育て世代の方用に「子育て世代包括支援センター」を設置してい

る。加えて、今後は、地域における相談窓口の設置に向け検討したいと考えて

いる。 

  



８ 

 

３．第３回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年１１月２７日(金) 14:00～14:40 

           パトリア４階 フォーラム七尾 

 (２)出席委員数   出席１２名、欠席２名 

 (３)協議事項 

①第３次七尾市地域福祉計画（案）について 

 (４)主な意見等（第３次七尾市地域福祉計画（案）） 

①「犯罪をした人」という表現は、きついように感じる。罪を償って社会に出てい

る人たちという意味だと思うので、「罪を償った人」という表現にした方が良いので

はないか。 

→ 石川県が策定して石川県再犯防止推進計画でも「犯罪をした人」と表現され

ている。「犯罪をした人」には、保護観察中の人や仮釈放された人も含めてお

り、必ずしも刑期を全うし、罪を償った人ということではないため、このまま

の表現としたい。 

 

②地域福祉計画は、他の福祉関連の計画にも広く関りを持つ計画である。 

すべての住民が相互に協力し、また、市民と行政が協働するために、地域課題の解

決等市民がまちづくりに参加しやすい環境をつくることが、地域福祉の推進に繋が

ると考えている。そこで、地域活力の再生に向けた取り組みとして、対処できるよ

うに連携・協力を持って取り組んで欲しい。 

→ 地域福祉力の向上には、当然ながら地域の活力は重要と考えており、この計

画（案）の基本方針のとおり支え合いの「しくみ」「こころ」「活動の場」づく

りを行政として進めたいと考えている。 

なお、「協働」は、まちづくりにおける重要な手段の一つと考えている。しか

しながら、「協働すること」が目的ではなく、「協働によるまちづくりをするこ

と」が目的と認識していることから、本計画（案）では、市民の自立性を損な

わないよう地域における具体的な取り組みを記載せず、行政として適切に必要

な支援をすることとしている。まずは、地域住民と行政が共通の目的（課題）

を認識することが最重要であるため、引き続き相互の情報共有に努めたいと考

えている。 

  



９ 

 

４．第４回分科会 

(１)日時・場所   令和３年１月２７日（水） 14:00～15:10 

           パトリア３階 会議室４ 

(２)出席委員数   出席１３名、欠席１名 

(３)協議事項 

①第３次七尾市地域福祉計画（案）について 

(４)報告事項 

①令和２年度の主な取組実績について 

(５)主な意見等（第３次七尾市地域福祉計画（案）） 

①県内でも、再犯防止推進計画の策定が徐々に進んできているが、七尾市では今後

どのように推進計画を策定し進めていく予定か。 

→ 本計画に「地方再犯防止推進計画」を含めて策定することとしているため、

個別で再犯防止推進計画を策定する予定はない。計画（案）第４章 「施策の

推進」に記載している全ての事項は、犯罪や非行歴の有無に関わらず、一体的

に実施することとしている。 

 

②パブリックコメントでは意見がなかったこと、また、前回提示の資料からの変更

点を説明し、出席委員の了承を得る。なお、第３回健康福祉審議会での最終審議

を経て、市長に答申することを伝える。 

 

主な意見等（令和２年度の主な取組実績） 

①手話出前講座の実施の狙いが何か、また、４校で実施したとのことだが、今後は

どのように進めていくのか。 

→ ろうあの方に対する理解を深めることと、手話言語条例が制定されたことに

より簡単な挨拶程度のコミュニケーションがとれるようになることを目的に

実施している。市内１０校の小学校に案内し、申し込みがあった学校で実施し

た。新型コロナウイルス感染症対策のためやむなく中止となった学校もあった。

次年度以降も継続して実施する予定としている。 

 

②避難行動要支援者避難支援制度の２５％という登録率は低いように感じる。市と

して目標数値はないのか。また、登録率が伸びない理由をどのように感じているか。 

→ この制度を知らない方もいるとは思う。制度の対象ではあるが、元気で自力

で避難ができる方もいると感じている。登録率の目標値は定めていないが、制

度の周知を図るため引き続き説明会等を実施したいと考えている。 

  



１０ 

 

高齢者福祉分科会報告 

 

１．第１回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年７月１０日（金） 14:00～16:00 

           パトリア４階 フォーラム七尾 多目的ホール 

 (２)出席委員数   出席１５名、欠席０名 

 (３)議件 

①副会長の指名  （角委員を副会長に指名） 

 (４)説明・報告事項 

①令和元年度介護保険事業計画・老人福祉計画の事業実績報告 

②令和元年度高齢者虐待防止法に基づく取組実績報告 

③令和２年度 施策の主な取り組み 

④第８期介護保険事業計画策定に向けた国の考え方 

⑤介護予防・日常生活圏域ニーズ調査集計報告 

⑥在宅介護実態調査集計報告 

⑦令和２年度高齢者福祉分科会スケジュール 

 

 

２．第２回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年１１月１３日（金） 14:00～15:05 

           パトリア３階 健康福祉部内 会議室３・４ 

 (２)出席委員数   出席１４名、欠席１名 

 (３)審議事項 

老人福祉計画・第８期介護保険事業計画 

①将来推計人口及び被保険者数の推計方法 

②基本理念 等 

③老人福祉計画･第 8期介護保険事業計画の構成及び施策の体系 

 (４)主な意見等（老人福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）） 

①高齢者の人口は増え続けることは前々から分っていたことであるが、このままで

あると介護保険料も増え続けることになる｡介護保険料を増やすようなことではな

く、介護保険料の高騰を抑制する施策をとることはないのか｡ 

→ 資料では要介護度が高い認定者が増えていくものであったが、要介護度の重

度化を抑制する、要支援者等の重度化を防いだり、要支援者にならないよう、

予防を促すなどの施策を行う｡ 

  



１１ 

 

３．第３回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年１２月１０日（木） 14:00～15:05 

           パトリア４階 フォーラム七尾 多目的ホール 

 (２)出席委員数   出席１２名、欠席３名 

 (３)審議事項 

老人福祉計画・第８期介護保険事業計画 

①各施策の取り組み（案） 

②介護サービス基盤整備（案） 

③第１号被保険者介護保険料の算定について 

 (４)主な意見等（老人福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）） 

①介護予防講座の実施において､現在はコロナ禍で講座が開くことが難しい状況で

あるが、今後どのような環境で、どのような対策をとって進めていくのか。 

→ 高齢者のフレイルが進む懸念があったので、少しずつ国が示す方針や注意事

項を周知して活動を進めた。今後も住民の皆様の相談やその対応をしていき､

運営しやすい状況､心配なく運営できるような支援を整えていく。また感染予

防の情報も適宜提供し､活動を停滞させないようにしていく。 

 

② (5)介護人材確保及び業務効率化の取組強化」について、人材確保が難しく、人

材をなんとか確保している状況である。市内、市外、県内、県外に関わらず、七尾

市において人材確保の基礎となるもの、各施設などが人材不足に陥らないようなも

のを取り組んでもらいたい。 

 

③第１号被保険者介護保険料の算定について、七尾市は要介護４、５の方が多く、

施設利用が多く充実しているため、介護保険料基準額が高くなっていることは承知

している。県内の他の市町に比べれば、七尾市は基準額が高い方に位置している。

基準額が低いところと比較してどのような違いがあり、差がでているのか分析して

いるのであれば教えてほしい。 

→ 七尾市は要介護４、５の方が多く、施設利用が高いこともあり、基準額が高

くなっている。認定割合も他市町よりも高い傾向もある。そのような要因から、

七尾市の介護保険料の基準額は高くなっている。 

介護給付費準備基金の取崩しを含め、介護保険料の上昇の抑制を図っていきた

い。 

  



１２ 

 

４．第４回分科会（令和２年度 第４回） 

 (１)日時・場所   令和３年１月２９日（金） 14:00～15:00 

           パトリア４階 フォーラム七尾 多目的ホール 

 (２)出席委員数   出席１２名、欠席３名 

 (３)説明・報告事項 

令和２年度 施策の主な取り組み 

①老人福祉計画・第７期介護保険事業計画の進捗管理 

１ 医療と介護の連携・強化 

２ 在宅生活支援体制の充実 

３ 介護予防の推進 

４ 認知症施策の推進 

５ 介護サービスの基盤整備 

②高齢者虐待防止法に基づく取組実績報告 

 (４)審議事項 

老人福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）について 

①居宅サービス・施設サービス量の見込み 

②地域支援事業費の見込み 

③第１号被保険者介護保険料の見込み 

 (５)主な意見等 

①老人福祉計画・第８期介護保険事業計画の第３回まで作業中であった、①居宅サ

ービス・施設サービス量の見込み、②地域支援事業費の見込み、③第１号被保険者

介護保険料の見込みを説明のうえ、すべての計画（案）について出席委員に了承を

得る。 

また、審議会に諮り、特に大きく改正すべき点がなかった場合、市長に答申する

ことについて了承を得る。 

  



１３ 

 

障害者福祉分科会報告 

 

１．第１回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年７月３０日(木) 13:30～14:30 

           パトリア４階 フォーラム七尾多目的ホール 

 (２)出席委員数   出席１３名、欠席２名 

 (３)報告事項 

①第４次七尾市障害者計画の取り組み状況について 

②第５期七尾市障害福祉計画の取り組み状況について 

③令和２年度の取り組み・スケジュールについて 

④第５次七尾市障害者計画、第６期七尾市障害福祉計画の概要(案)について 

⑤福祉に関するアンケート調査結果について 

(４)主な意見等（第５期七尾市障害福祉計画における目標値の進捗状況） 

①地域生活支援拠点等の整備について、利用者が安心して利用できるようお願いし

たい。 

→ 当面は、対象者を障害福祉サービス未利用の重度障害者として、原則事前の

登録をお願いする。現在は、コロナウイルス感染拡大防止の観点から対象者へ

の連絡、面談が出来ない状況であり、今後、対象者が理解しやすい案内を送る

と共にホームページや連絡会で周知を予定している。 

 

②コロナウイルスにより長期の休園、休校に伴い、放課後等デイサービスの利用者

がずいぶん増えたのではないかと思う。受入れはスムーズにいったのか。何か問題

は無かったか。 

→ 放課後等デイサービス事業所には、コロナウイルス感染防止と受入れの対応

に努めていただいたき感謝している。事業所から、特に問題があったという報

告は無く、しっかり対応できたと認識している。利用者については、放課後だ

けの利用から、朝からの利用となり、利用時間は増えたが利用人数自体は増え

ていない。 

 

主な意見等（第６期七尾市障害福祉計画の概要（案）） 

①障害児支援提供体制の整備について、医療的ケア児コーディネーターは、どの年

代層を対象にしたコーディネーターか。また、どんな職種か。 

→ 対象児童は 0歳から 18歳まで。コーディネーターは、県の養成講習を受講さ

れた方である。相談支援事業所の相談支援専門員 3名が講習受講の予定である。

職種については、限定されていない。 

 

②計画策定の趣旨、目標値の内容などを説明し、出席委員に了承を得る。 



１４ 

 

２．第２回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年１０月２９日(木) 13:30～14:40 

           フォーラム七尾 多目的ホール 

 (２)出席委員数   出席１３名、欠席２名 

 (３)審議事項 

①第５次七尾市障害者計画（案）、第６期七尾市障害福祉計画（案）について 

 (４)主な意見等（第５次七尾市障害者計画（案）） 

①療育手帳の交付者数の推移について、令和 2年度に 20人以上減少となった理由に

ついて 

→ 手帳交付者数には、住所地特例(市外に住所がある)の方も含まれている。で

きる限り実態把握に努め、その結果をシステムに入力したことによる数字とな

った。 

 

主な意見等（第６期七尾市障害福祉計画（案）） 

①地域生活支援拠点整備は、平成 32年度末までに整備と言われていたが、1年前倒

しで開始しているという認識で良いか。また、自分の施設では、緊急時の受け入れ

や相談がない。実際にどのような動きをしているか。 

→ 拠点整備については、1 年前倒しして令和 2 年 4 月より開始しており、障害

者手帳を所持しているが、サービスを受けていない方、かつ支援者が高齢の方

を対象に、8 月に案内文書を発送し、相談を希望する方の面談を終えた。短期

入所や宿泊体験は対象者の希望に応じて順次進めていく。 

 

②今回提示した計画（案）で、１月に市民意見募集（パブリックコメント）を実施

することを説明し、出席委員の了承を得る。 

 

主な意見等（その他） 

①身体障害者協議会に新たな会員が入ってこない。団体の世話をしてくれる方が高

齢化し、以前は 600 人いた会員が、現在 200 人である。手帳交付の時などに身体障

害者協議会の案内をお願いしたい。 

→ 手帳交付の際に協議会のチラシを渡し、今後も周知していきたい。 

  



１５ 

 

３．第３回分科会 

 (１)日時・場所   令和３年１月２８日(木) 13:30～14:30 

           フォーラム七尾 多目的ホール 

 (２)出席委員数   出席１２名、欠席３名 

 (３)報告事項 

①第４次七尾市障害者計画の取り組み状況について 

②第５期七尾市障害福祉計画の取り組み状況について 

 (４)審議事項 

①第５次七尾市障害者計画（案）、第６期七尾市障害福祉計画（案）について 

 

 

 (５)主な意見等（第５次七尾市障害者計画（案）、第６期七尾市障害福祉計画（案）） 

①アンケートの項目は県下で統一したものか。この地域のものか。また、「サービス

を受けたいか」についても聞いて、生の声を参考に動いてほしい。 

→ アンケートの項目は国の指針で示されており、これをベースにアンケート様

式や調査項目を設定し実施している。なお、調査結果は概要部分のみ載せてい

る。実施したアンケート項目には「利用しているサービス」や「利用したいサ

ービス」についても調査しており、今後の施策を進めるうえで参考にしていく。 

 

②パブリックコメントでは意見がなかったこと、また、前回提示の資料からの変更

点を説明し、出席委員の了承を得る。なお、第３回健康福祉審議会での最終審議を

経て、市長に答申することを伝える。 

  



１６ 

 

児童福祉分科会報告 

 

１．第１回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年７月３０日(木) 16:00～16:45 

           パトリア ４階 フォーラム七尾 

 (２)出席委員数   出席１０名、欠席４名 

(３)報告事項 

①子ども・子育て支援事業計画［Ｈ２７～Ｈ３１］（平成３１年度実績）について 

②第２期七尾市子ども・子育て支援事業計画について 

③七尾市公立保育園の民営化について 

 (４)主な意見等（子ども・子育て支援事業計画［Ｈ２７～Ｈ３１］） 

①乳児家庭全戸訪問について、３１年度の実績が２７０人と言うことですが、訪問

すべき家庭が２７０で、全ての家庭を訪問したということか。 

→ 対象者は２７２名となっています。実施数は２７０名で、実施割合は９９．

３％となっております。２名につきましては、長期の里帰りの方と超低体重児

の方で入院中でありました。その方も七尾市に帰ってきた際には、訪問させて

いただいております。全員を訪問させていただき、育児状況を確認したり、正

しい情報を伝えております。 

 

 

２．第２回分科会 

 (１)日時・場所   令和３年２月４日(木) 15:00～16:30 

           パトリア ４階 フォーラム七尾 

 (２)出席委員数   出席８名、欠席６名 

 (３)報告事項 

①令和２年度第２期子ども・子育て支援事業計画実績見込みについて 

②七尾市公立保育園民営化の進捗状況について 

 (４)主な意見等（令和２年度第２期子ども・子育て支援事業計画実績見込み） 

①養育支援というのは、どのような方を対象としているのか。 

→ 若年妊婦、検診の未受診の方、出産後の育児ストレスなどの方、県外出身者

で協力がいない方など、こちらで支援が必要と思われるお母さんと要望のあっ

たお母さんを対象としている。 

  



１７ 

 

保健医療分科会報告 

 

１．第１回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年７月１６日(木) 13:30～14:50 

           パトリア４階 フォーラム七尾 多目的ホール 

 (２)出席委員数   出席１０名、欠席３名 

(３)報告事項  

①七尾市健康増進計画（第２次）の目標と評価について 

②令和２年度の主な取り組みについて 

③七尾市健康増進計画（第２次）改定の方向性について 

 (４)主な意見等（七尾市健康増進計画（第２次）の目標と評価） 

①特定健診の受診率、がん検診に対しては相変わらず低迷しており、抜本的な方法

の変更を生み出していく必要があるが、前年度と明らかに違う方法で効果が出たこ

とはあるか。 

→ 明らかに効果があったというところはないが、がん検診の中でも子宮、乳に

ついては、不定期の受診者に対し、受診勧奨を行うと受診につながり、手ごた

えはある。 

 

   主な意見等（令和２年度の主な取り組み） 

①糖尿病の疑いのある未治療者は率にすると３.９％、対象とすると１５０人近くい

るが、治療を受けない理由は何か。 

→ 治療を受けない方は、病院が嫌で行きたくないという方もいるが、大半は生

活改善をして、次年度の健診で結果を確認したいという方である。 

 

②若い時は国保以外の保険に加入、退職後、国保に加入する。若い時に健康管理を

しないと、国保に入った頃には生活習慣病が重症化していることがあり、国保の負

担が大きなっていく。そのような観点から、色々な保険者に対して保健指導を行う

事業は重要である。 

  



１８ 

 

２．第２回分科会 

 (１)日時・場所   令和２年１０月８日(木) 13:30～15:20 

           パトリア４階 フォーラム七尾 多目的ホール 

 (２)出席委員数   出席１２名、欠席１名 

 (３)協議事項 

  ①七尾市健康増進計画（第２次）の改定版（案）について 

 (４)主な意見等 

①七尾市の目玉という項目はあるか。 

→ 今回の計画は、食育推進計画を盛り込み、各ライフステージ毎に総合的・一

体的に健康づくりを進める計画として策定するため、取組分野の「次世代の健

康づくり」「高齢者の健康づくり」「栄養と食生活」の部分に食育に関する事項

を掲載した。 

 

②こころの相談窓口について、七尾市には相談件数はどれくらいあるのか。また、

周知としては、どのように行っているのか。 

→ 昨年度、電話相談は実人数１２件、延３６件。面接は実人数６件、延１４件。

訪問対応は実人数７件、延１７件である。周知としては、広報の掲載や相談窓

口一覧を作成し、各医療機関、各地区コミセン、商工会議所、駅等、人が出入

りする場所に配置している。 

 

③七尾市の特徴であるが、肥満やメタボの方が多い。糖尿病に関して重症者は横ば

いだが、軽度、中等度の糖尿病が少しずつ増えている現状。どこかで断ち切らない

といけない。子どもからの取り組みが、今後の七尾の健康度にかかってくる。 

  



１９ 

 

３．第３回分科会（令和２年度 第３回） 

 (１)日時・場所   令和２年１１月１９日(木) 13:30～14:30 

           パトリア４階 フォーラム七尾 多目的ホール 

 (２)出席委員数   出席１０名、欠席３名 

 (３)協議事項 

①七尾市健康増進計画（第２次）の改定版（案）について 

 (４)主な意見等 

①現在の計画では、がん検診の受診率の目標値が 40％と高いが、今回の計画では目

標値が 20％と低くなっている理由は何か。 

→ 今回の計画では、目標達成ができなかったため、現実な目標として下げて設

定した。 

②パブリックコメントの実施後、コメントの意見を踏まえ、計画を修正する旨、出

席委員に了承を得る。 

 

 

４．第４回分科会（令和２年度 第４回） 

 (１)日時・場所   令和３年２月４日(木) 15:00～15:50 

           パトリア３階 会議室４ 

 (２)出席委員数   出席１１名、欠席２名 

 (３)協議事項 

①七尾市健康増進計画（第２次）の改定版（案）について 

（４）主な意見等 

①七尾市健康増進計画（第２次）の改定版（案）の修正点を説明し、出席委員に了

承を得る。また、健康福祉審議会から市長に答申することについて了承を得る。 


