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第 1 章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の背景 
 

本市では、平成 16 年 10 月に七尾市民ふれあい福祉条例を策定して以降、希望と安

心に満ちた福祉社会を目指すため、市、市民及び事業者が一体となって、地域福祉の実

現と福祉のまちづくりを総合的に推進してきました。 

地域の現状は、少子高齢化が進む中、核家族化や一人暮らし高齢者、高齢者のみの世

帯の増加が進んでいます。さらに、地域コミュニティへの希薄化や空き家の増加など生

活に直結する危機にも直面しており、地域におけるニーズは日々変化しています。 

第１次、第 2 次地域福祉計画では、地域福祉のネットワークづくりや緊急連絡体制・

支援体制の整備、活動の中心となる人材の育成、地域活動の場づくりなど地域における

支え合いが充実した暮らしやすいまちづくりを進めてきました。 

地域福祉には、地域の高齢者、障害者、生活困窮者、子育て家庭など、支援を必要と

している人を地域全体で支え、地域住民がお互いに支え合い、助け合う意識が重要です。 

そのうえで、住民一人ひとりが住み慣れた地域において安全、安心、快適に生活して

いけるよう、さまざまな課題に対し、取り組むべき施策についての基本方針を示すもの

として「第 3 次七尾市地域福祉計画」を策定します。 

 

 

２．計画の概要 
 

（1）計画の位置づけ 

 

本計画は、七尾市民ふれあい福祉条例第８条に基づき、社会福祉事業の健全な発達を

支援し、提供するサービスの適切な利用を推進することを目的に、社会福祉法第 107

条に規定されている事項を定めています。 

また、「第 2 次七尾市総合計画」を最上位計画とし、目指す将来像である「能登の未

来を牽引し 七色に輝く 市民活躍都市 ななお」の実現に向け、まちづくりの基本方

針との整合を取りながら策定しています。加えて、高齢者・障害者・子ども・その他の

福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定めることで福祉分野の「上位計画」と位置

付けています。 

なお、「成年後見制度の利用促進に関する法律」に基づき策定する「成年後見制度の

利用促進に関する施策についての基本的な計画」及び「再犯の防止等の推進に関する法

律」に基づき策定する「地方再犯防止推進計画」は本計画に含まれています。 
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（2）関連計画との関係 

 

本計画を福祉分野の上位計画と位置付けていることから「七尾市老人福祉計画」、「七

尾市介護保険事業計画」、「七尾市障害者計画」、「七尾市障害福祉計画」、「七尾市子ども・

子育て支援事業計画」、「七尾市健康増進計画」などの個別計画においても、本計画との

整合・連携が図られています。また、七尾市社会福祉協議会が策定する「七尾市地域福

祉活動計画」とも連携を図っています。 

 

（図）計画の位置づけ 

　　整合

連携

　　整合・連携

　

七尾市子ども・子育て支援事業計画

七尾市老人福祉計画

七尾市地域福祉活動計画

七尾市社会福祉協議会

七尾市障害者計画

七尾市介護保険事業計画

七尾市健康増進計画

七尾市総合計画

七尾市地域福祉計画

（福祉分野の上位計画）

  七尾市成年後見制度利用促進基本計画
  七尾市再犯防止推進計画

七尾市障害福祉計画
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３．計画の期間 
 

本計画の期間は、令和３年度から令和１２年度までの１０か年計画です。 

ただし、前期５年間、後期５年間とし時間経過による見直しを実施します。 

 

（図）計画の期間 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

（2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） （2030）

見直し➡
　[本計画]　第３次七尾市地域福祉計画
　（令和３年度～令和１２年度）

　七尾市老人福祉計画
　第８期七尾市介護保険事業計画
　（令和３年度～令和５年度）

　第２次七尾市総合計画
　（令和元年度～令和１０年度）

　第５次七尾市障害者計画
　第６期七尾市障害福祉計画
　（令和３年度～令和５年度）

　七尾市健康増進計画（第２次）改訂版
　（令和３年度～令和７年度）

　第２期七尾市子ども・子育て支援事業計画
　（令和２年度～令和６年度）

　第３次七尾市地域福祉活動計画（七尾市社会福祉協議会）

　七尾市老人福祉計画
　第９期七尾市介護保険事業計画
　（令和６年度～令和８年度）

　七尾市老人福祉計画
　第１０期七尾市介護保険事業計画
　（令和９年度～令和１１年度）

　第６次七尾市障害者計画
　第７期七尾市障害福祉計画
　（令和６年度～令和８年度）

　第７次七尾市障害者計画
　第８期七尾市障害福祉計画
　（令和９年度～令和１１年度）

　七尾市健康増進計画（第３次）
　（令和８年度～令和１２年度）

　第３期七尾市子ども・子育て支援事業計画
　（令和７年度～令和１１年度）

 
 

 

４．計画の推進体制 

 
地域福祉計画に基づき施策を推進するためには進捗管理が不可欠です。七尾市健康福 

祉審議会において、施策の実施状況等の検証・評価を行い、本計画を推進します。 

また、地域福祉を推進する中核的な機関として位置づけられ、地域における総合的な

コーディネーターとして重要な役割を果たしている七尾市社会福祉協議会と密接に連

携し、本計画と「七尾市地域福祉活動計画」を一体的に推進します。 
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第 2 章 地域福祉の現状と課題 

 

 １．現状 

 
（１）統計データ 

 
国勢調査の結果を見ると、総人口は、昭和５５年の６９，９４５人をピークに減少

し、平成２７年には５５，３２５人となり、３５年間で１４，６２０人減少していま

す。 

世帯数は、平成１７年まで緩やかに増加していましたが、それ以降は減少傾向とな

っています。総人口が減少する中で、世帯数が増加していること、１世帯当たりの人

員が減少していることから、核家族化が進んでいることが見て取れます。 

 

■七尾市の人口、世帯数及び世帯当たり人員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口(人) 
世帯数  

１世帯当た
り人員(人)  

資料：国勢調査（昭和 45年～平成 27年） 
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年齢区分別では、年少人口（0～14 歳）の比率と生産年齢人口（15～64 歳）の

比率が減少しているのに対し、老齢人口（65 歳以上）は増加していることから少子

高齢化が進行していることが見て取れます。また、平成７年は、高齢者１人を生産年

齢約３．１人で支えていましたが、平成２７年は、高齢者１人を生産年齢約１．５人

で支えていることが分かります。 

 

■七尾市の年齢３区分別人口の推移 

 

   

 

 高齢化率は、年々上昇し、平成２７年には３４．２％となっており、全国平均（２６．

７％）と比べてもかなり高い傾向です。約３人に 1 人が高齢者となっており、ひとり暮ら

しの高齢者世帯が増加しています。 

また、要支援・要介護者認定者数は、平成２７年からほぼ横ばいで推移しています。 

 

■高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 7年～平成 27年） 

人口(人) 

資料：国勢調査（平成 7年～平成 27年） 

人口(人) 高齢化率(％) 
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■ひとり暮らし高齢者世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■要支援・要介護認定者数の推移 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 7年～平成 27年） 

人口(人) 

（世帯） 

認定率(％) 

資料：介護保険事業状況報告（平成 18年～令和 2年） 
【各年度 9月末現在】 
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  障害者手帳所持者数は、減少傾向にあり、その中でも身体障害者手帳所持者数が年々

減少しています。 

 

■障害者数の推移 

 

   
 

 
（２）地域福祉懇談会 

  

 ① 実施概要 

   本計画の策定にあたり、地域の現状と課題を把握し、より多くの住民の視点を取り

入れるために、全 15 地区で地域福祉懇談会を開催しました。 

  ② 実施方法 

   班分けを行い、身近な困りごとの洗い出し、解決に向けた取り組みなどを話し合い

ました。 

  ③ 地域の身近な困りごと 

   身近な困りごとのうち、地域として優先的に解決した方がいいと思うことを自分た

ちで順位付けしました。その結果の取りまとめが以下の順位です。 

 

 

 

 

 

 

 

人口(人) 【各年度 4月 1日現在】 

資料：福祉課調（平成 26年～令和 2年） 
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地域の身近な困りごと（全地域のまとめ） 

順 位 分 類 身近な困りごと 

１位 「買い物」 

・店が少ない 

・自動車がない 

・買い物に行けない 

・移動手段がない 

・交通の便が悪い 

２位 「生活」 
・高齢者、障害者の生活問題 

・草むしり、ゴミ出し、除雪 

・ゴミ当番、集積所が遠い 

３位 「移動」 
・免許返納後の移動 

・公共交通がない、不便 

・障害者、高齢者の移動 

４位 「見守り」 

・体制の構築が難しい 

・障害者、高齢者の見守り 

・通学路の見守り 

・引きこもり高齢者の見守り 

・高齢者の安否確認 

５位 「つながり」 

・世代交代ができない 

・近所付き合いの希薄化 

・若い人の地域離れ 

・地域行事への参加が少ない 

・居場所がない 

・集まる場所がない 

６位 「介護」 

・自宅介護が可能か不安 

・施設入所(利用)ができるのか不安 

・仕事と介護の両立ができるのか 

・独居、高齢者のみ世帯の介護について 

・制度が良くわからず不安 

７位 「担い手」 

・世代交代ができない 

・地域活動の存続ができない 

・地域活動者の人材不足 

・町会役員の担い手がいない 

・集落の維持が困難 

８位 「空き家」 

・空き家の管理 

・倒壊、防犯、防災上の問題 

・持ち主と連絡が取れない 

・空き家の増加 

９位 「環境整備」 

・道路の整備 

・人が集まって触れ合う場所が必要 

・地域に集まるところがない 

・子どもの居場所がない 

・通学路の危険箇所の整備 

１０位 「防災・災害対策」 

・水害対策 

・風水害への対策 

・地域の防災 

・高齢者の避難体制の検討 

・避難所の周知 

・要援護者の避難 

・災害時の地域の対応 

第 2 章 地域福祉の現状と課題 
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 ２．課題 
 

（１）地域を取り巻く課題 

 

人口減少や少子高齢化の進行から、地域活動が低下する傾向にあり、つながりが弱く

なっている状況です。地域福祉を進めるには、一人ひとりのつながりを強め、信頼関係

を築くことで、お互いが支え合えるネットワークづくりが重要です。 

また、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、ネットワークから外れた人や、支

援を求める声を出せない人を早期に発見し、支援につなげる体制づくりが必要です。支

援が必要な人を特別視するのではなく、社会の一員として地域社会への積極的な参加を

促すことが重要です。 

地域活動を進めるためには、活動の中心となるリーダーや、活動を担う人材の育成と

地域住民が活動について知り、体験する機会が必要であり、幅広い住民の参画を得て、

地域福祉を推進していく必要があります。 

 

（２）高齢者を取り巻く課題 

 

高齢になるにつれ、避けようのない体力の衰えや認知機能の低下などにより、これま

で自身でできていた買い物や移動、自宅の草むしり・ごみ出し・除雪などの日常生活が

思うようにできなくなり、支援を求める人が増えています。今後も高齢化と高齢者世帯

の増加が進行していく中で、このような支援を必要とする人が増えていくことが予想さ

れます。その一方で、支援する側になれる元気な高齢者が増えることも予想されます。

地域では、元気な高齢者をはじめ地域の貴重な財産と支援を求める高齢者をどのように

結びつけ、取り組むかが課題となっています。 

また、高齢者がいつまでも元気で暮らすためには、自身の健康を保つことや生きがい

を感じることが重要です。社会参加や介護予防という観点からも、高齢者が集い交流で

きる場や、勤労意欲のある高齢者が働ける場を設けることも課題となっています。 

 

（３）障害者を取り巻く課題 

 

今もなお、障害者に対する差別や偏見は根強く残っています。そのことが原因で障害

者自身が、閉じこもりがちな傾向にあり、ふれあいの機会が少なくなっています。障害

の有無に関わらず、住み慣れた地域で安心した生活を送ることは全ての人の願いです。

住民一人ひとりが障害や障害のある人への理解を深めることが重要です。 

また、障害者が地域社会で自立して暮らしていくためには、生活していくだけの収入

が必要です。障害者の雇用機会の確保も求められており、情報提供も含めたしくみづく

りが課題となっています。 
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（４）こどもを取り巻く課題 

 

子どもを取り巻く環境は、少子化・核家族化・ひとり親家庭の増加などにより大きく

変化し、子育てに関する相談窓口の充実や子どもの居場所づくりの支援などが求められ

ています。しかしながら、時代の変化に伴い、子育て家庭では、プライバシーの考え方

や地域との関り方など生活に対する意識が変化し、地域全体で子どもを育てていくとい

う意識はかなり薄くなっています。 

子どもを生み育てる基本的な責任は、その家族にあるとの認識のもと、次の時代を担

う子どもが、安全安心な環境で健やかに生まれ育てられるよう、子どもと家庭を地域全

体で応援していく取り組みが必要です。 

 

（５）共通する課題 

 

福祉サービスについては、さまざまなものが提供されていますが、サービスの種類や

利用方法などの情報が必要な人になかなか伝わっていない状況です。情報提供のあり方

も含めて、より利用しやすいしくみを引き続き整えていく必要があります。 

健康については、子どもから高齢者までが生涯にわたって健やかな人生を送るため一

人ひとりが生活習慣への関心を深め、自分の健康状態を知り、健康づくりに取り組むこ

とが重要です。日々の暮らしの中で、健康づくりを実践しやすくするため、自主的な健

康づくりグループへの支援や、地域ぐるみで健康づくりを行えるような支援体制の整備

が必要です。 

生活困窮者については、早期に把握し、地域全体として見守る必要があるため、ネッ

トワークを強化し、働く場や交流できる場を広げていくことが必要です。 

さまざまな精神上の障害が理由で判断能力が不十分な人については、地域で自立して

暮らし続けるために、権利や利益を守ることが必要です。 
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第３章 計画の目標 

 

１．目指す将来像 
 

 誰もが住み慣れた地域社会の中で快適に暮らしていくために、すべての人たちが希望

と安心に満ち、幸せを実感できる福祉社会の実現を目指します。 

 

 

  

 

 

 

 

２．基本理念 
 

目指す将来像を実現するためには、人としての尊厳と自由が守られ、生きがいをもっ

て社会活動に参加できるよう、さまざまな障壁を取り除くことが大切です。また、お互

いの理解を深め、共に助け合い、共に生きるという考えに立ち、市、市民、事業者が一

体となって、すべての市民のための地域共生を実現していかなければなりません。 

本計画では、七尾市民ふれあい福祉条例に基づき「希望と安心に満ちた福祉都市」の

実現のため、以下の 3 項目を基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

《目指す将来像》 

「希望と安心に満ちた福祉都市」  

１．すべての人が尊重され、共に生きるまちづくり 

２．偏見や障壁がなく、自由に社会参加できるまちづくり 

３．心豊かで、生き生きと暮らせるまちづくり 
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３．基本方針 
 

地域福祉の将来像である「希望と安心に満ちた福祉都市」を実現するため、本計画の

基本方針を次のように定めます。 

 

基本方針１ 支え合いの「しくみ」づくり 

 

人口減少や少子高齢化の進行から、地域のつながりが弱くなっている状況の中、住

民一人ひとりのつながりを強化し、地域コミュニティの活性化を図りながら支え合え

る「しくみ」を強化する地域福祉ネットワークづくりを促進します。 

 

・地域福祉体制の充実 

・安心して暮らせるしくみづくり 

・安心して生み育てられるしくみづくり 

・人にやさしい環境づくり 

・適切な福祉サービスの利用促進 

・健康づくりの支援 

 

 

基本方針２ 支え合いの「こころ」づくり 

 
地域活動を進めていくために、活動の中心的リーダーや、活動を担う人材となる人

を育成します。また、支え合う意識づくりや福祉の「こころ」を育む福祉教育の充実

に努めます。 

 

・地域福祉を支える人づくり 

・支え合う意識づくり 

 

 

基本方針３ 支え合いの「活動の場」づくり 

 

地域における「活動の場」や活躍できる場づくりを促進し、積極的に支援します。

また、勤労意識のある人が働ける場やさまざまな交流の場づくりを促進します。 

 

・地域における活動の場づくり 

・就労・雇用の促進 

・地域交流の促進 
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４．地域福祉の施策体系図 
将来像

３．支え合いの「活動の場」づくり

（１）地域における活動の場づくり

（2）就労・雇用の促進

（3）地域交流の促進

２．支え合いの「こころ」づくり

（５）適切な福祉サービスの利用促進

（6）健康づくりの支援

（1）地域福祉を支える人づくり

（2）支え合う意識づくり

（４）人にやさしい環境づくり

基本方針 基本施策

希
望
と
安
心
に
満
ち
た
福
祉
都
市

１．支え合いの「しくみ」づくり

（１）地域福祉体制の充実

（２）安心して暮らせるしくみづくり

（3）安心して生み育てられるしくみづくり
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③生活困窮者の就労支援の充実

取り組み

①相談支援体制の充実

②地域福祉ネットワークの充実

③緊急連絡体制・支援体制の充実

①社会参加の促進

②介護支援体制の充実

③生活支援体制の充実

⑥再犯防止に向けた取り組みの推進

①地域における子育て支援体制の構築

②子どもの安全な居場所づくり

③要保護児童へのきめ細やかな対応

①ユニバーサルデザインの推進

②生活環境の充実

③交通手段の確保

①福祉サービスの利用に関する情報提供

②サービス利用に結びついていない要支援者への対応

③福祉サービスの質の確保

②福祉関係施設と地域住民との交流促進

①地域における健康づくり活動の支援

①活動の中心となる人材の育成

②活動の担い手となる人材の育成

①広報・啓発活動の充実

④こころのバリアフリーの推進

④地域福祉活動団体への支援

⑤成年後見制度の利用促進

③当事者同士の交流促進

④生活困窮者支援の充実

①通いの場の充実

②活躍できる場の充実

①高齢者の就労支援の充実

②障害者の就労支援の充実

①世代間交流の促進

②福祉教育の充実

③体験学習の充実
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第４章 施策の推進 

 

１．支え合いの「しくみ」づくり 
 

（１）地域福祉体制の充実 

 

① 相談支援体制の充実 

地域住民やさまざまな組織が役割と責任を持ち、支え合いながら活動できる「地

域共生社会」の実現をめざし、包括的な相談支援体制を充実させます。 

② 地域福祉ネットワークの充実 

地域住民のつながりを強め、お互いを支え合う地域福祉のネットワークがより強

固なものとなるよう支援します。民生委員をはじめとするさまざまな活動団体と関

係機関がより相互に連携することで、要支援者が、ネットワークから外れないよう

なしくみの充実を図ります。 

③ 緊急連絡体制・支援体制の充実 

災害時などの緊急時には、平時から顔の見える関係づくりや助け合い・支え合い

の取り組みが重要です。平時から避難行動要支援者名簿や高齢者世帯台帳への登録

を促進することで、緊急時の地域における緊急連絡体制や支援体制の充実を図りま

す。 

④ 地域福祉活動団体への支援 

地域福祉の中心的存在となっている地域づくり協議会や地区社会福祉協議会に

よる地域の特性を生かした住民主体の活動支援の充実を図ります。 

また、実際の活動において中心的役割を果たす民生委員が円滑に活動できるよう

積極的に支援します。 

 

（２）安心して暮らせるしくみづくり 

 

① 社会参加の促進 

高齢者がこれまでに培った豊かな経験・知識・技能を生かし、健康で生きがいを

感じながら、地域福祉活動や各種ボランティア活動などに積極的に参加できる環境

づくりに努めます。 

また、障害者の社会参加の機会の創出、移動支援や手話通訳者の派遣など各種支

援の充実に努めます。また、障害に関する理解を推進し、障害者の社会参加を促進

します。 
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② 介護支援体制の充実 

支援が必要な高齢者の早期把握に努め、自立支援や介護予防の推進を図り、生活

機能の低下を防止します。また、在宅介護サービスの充実や円滑な運営により、地

域包括支援センター ※1 の機能強化に努めます。 

③ 生活支援体制の充実 

在宅福祉サービスや医療費の助成など、地域における障害者福祉サービスの充実

を図り、障害者の自立した生活を支援します。また、障害者や家族等に対するきめ

細やかな相談支援体制の推進を図り、障害者の日常生活の充実に努めます。 

④ 生活困窮者支援の充実 

地域の中でネットワークを持たない孤立した失業者、高齢者、障害者、ひとり親

世帯など、多様な生活課題により増加している生活困窮者に対し、日常生活、社会

生活の自立に向けた支援プログラムの策定など、生活困窮者に対する総合的な自立

支援体制を確立します。 

⑤ 成年後見制度の利用促進（成年後見制度利用促進基本計画） 

さまざまな精神上の障害が理由で、判断能力が不十分なため意思決定が困難な人

の権利や利益を守るため、成年後見制度の普及、利用の促進を図ります。 

また、支援が必要な人の早期発見に努め、保健・医療・福祉・司法が一体的に連

携し、利用者がメリットを実感できるよう制度の充実を図ります。 

⑥ 再犯防止に向けた取り組みの推進（再犯防止推進計画） 

犯罪をした人が再び罪を犯すことなく、地域で孤立せず安定して暮らせるよう社

会を明るくする運動などをとおして、地域における再犯防止に関する理解を推進し

ます。また、再犯を防止するうえで、重要となる就業や住居が確保できるよう関係

機関と連携を図り、七尾鹿島保護区保護司会 ※２ の活動を支援します。 

 

（３）安心して生み育てられるしくみづくり 

 

① 地域における子育て支援体制の構築 

子育て中の家庭が孤立しないよう、認定こども園 ※３ ・保育園を軸とした子育て

支援のネットワークを充実させ、地域における子育て支援体制の構築を図ります。 

 

 

 
※１ 地域包括支援センター ・・・ 高齢者の心身の健康維持、生活の安定、保健・医療・福祉の向上のために必要な

援助・支援を包括的に行う機関 

※２ 七尾鹿島保護区保護司会 ・・・ 七尾市・中能登町の保護司で構成され、犯罪をした人の改善や更生を助ける活

動を中心にさまざまな地域と連携した活動を行っている団体 

※３ 認定こども園 ・・・ 幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持つ、幼児期の学校教育・保育、地域での子育て支

援を総合的に提供する施設 
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② 子どもの安全な居場所づくり 

子どもの心身の健やかな成長のため、地域における子どもの安心・安全な居場所

の確保を図ります。また、子どもを犯罪などの被害から守り、安全を確保するため

に、関係機関や団体、地域が一体となって協力し、安全体制、防犯体制の強化を図

り、安心できる子育て支援のネットワークづくりを図ります。 

 

③ 要保護児童へのきめ細やかな対応 

家庭児童相談室を中心とした総合的な支援体制の強化、対応機能の強化に努め、

児童虐待の未然防止、早期発見・対応に努めます。また、民生委員などによる地域

での見守り、声かけなどの連携や強化と体制づくりを推進し、地域における支援体

制の構築を図ります。 

 

（４）人にやさしい環境づくり 

 

① ユニバーサルデザインの推進 

高齢者や障害者のために特別な仕様とするのではなく、はじめからできるだけ多

くの人が利用できるような仕様とするユニバーサルデザインを推進し、公共施設な

どの整備に努めます。 

また、地域において、障害者や高齢者などが安全・快適に移動できるように、道

路の段差解消や公共交通機関のバリアフリー化を図ります。 

② 生活環境の充実 

高齢者や障害者が日常生活の安全、快適、利便性を高めるとともに、住宅のバリ

アフリー化の支援やニーズに応じた住まい方の支援など、安心して生活できる環境

づくりに努めます。 

③ 交通手段の確保 

子どもや、車の運転ができない高齢者や障害者などが、地域活動を行うためには、

交通手段が欠かせないことから、地域で生活していくためにニーズに応じた交通手

段の確保に努めます。 

 

（５）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 

市広報誌やホームページ、ケーブルテレビなどの媒体と各種団体の会議や地域で

の小さな集まりなどの機会を活用し、福祉サービスの情報提供を充実させます。 

また、支援を必要とする人に直接関わる民生委員や関係機関にも福祉情報を積極

的に提供します。 
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② サービス利用に結びついていない要支援者への対応 

サービスの周知不足や家庭内のさまざまな問題などを理由にサービスの利用に結

びついていない人を早期に発見できるよう民生委員などによる見守り体制の充実

を図り、必要なサービスを提供できるよう専門職員を派遣します。 

③ 福祉サービスの質の確保 

多数のサービス事業者の参入によりサービスの量が確保される一方で、利用者の

利益を守るため、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。 

また、サービス別の事業者が集まる連絡会などで、専門性を高めるような研修を

行い、併せて事業者への助言・指導を行います。 

 

（６）健康づくりの支援 

 

① 地域における健康づくり活動の支援 

全ての人がいつまでも健康で住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるよ

う、関係機関と連携し、健康まちづくり推進員を中心とした地域ぐるみの健康づく

り活動を支援します。 

 

 

 （図）七尾市地域福祉ネットワーク全体図 
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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 

 

① 活動の中心となる人材の育成 

地域の福祉に関する課題を市民が主体的に解決できるよう、さまざまな研修会を

充実させ、民生委員をはじめとした地域福祉のリーダーの育成、資質の向上に努め

ます。 

② 活動の担い手となる人材の育成 

支援が必要な人と適切に関わるには、一定の知識が必要となるため、さまざまな

養成講座を充実させ、サポーターなどの地域の担い手を育成します。 

 

（２）支え合う意識づくり 

 

① 広報・啓発活動の充実 

全ての人が尊厳を持って、家庭や地域の中で安心した生活を送れるよう市広報誌

やホームページ、ケーブルテレビなどの媒体と各種団体の会議や地域での小さな集

まりなどの機会を活用し、支え合う意識と行動の重要性について広報と啓発を充実

させます。 

② 福祉教育の充実 

小・中学校や高校における福祉教育を推進するため、関係機関や地域活動と連携

し、児童や生徒の福祉の心の教育に努めます。 

また、市政講座の内容を充実させるなどにより福祉への関心を高めます。 

③ 体験学習の充実 

実際の経験や体験による学習の機会は非常に大切であることから、認定こども

園・保育園、小・中学校、高校などが現在行っている地域とふれあう機会の充実を

図ります。 

④ こころのバリアフリーの推進 

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社

会を目指すため、お互いが理解する機会を増やし、理解を深めていけるよう努めま

す。 
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３．支え合いの「活動の場」づくり 

 

（１）地域における活動の場づくり 

 

① 通いの場の充実 

地域では、気軽に集い、交流する場が求められています。社会参加や介護予防、

健康づくりの観点からも介護予防グループデイなどの住民主体の通いの場が充実

するよう支援します。 

② 活躍できる場の充実 

これまでに培った貴重な経験・知識・技能を地域において発揮できる場の充実を

図ります。また、地域福祉の担い手として育成された人が地域で活躍できる場の創

出を積極的に支援します。 

 

（2）就労・雇用の促進 

 

① 高齢者の就労支援の充実 

高齢者が地域で自立した生活を送るためには、健康づくりや生きがいづくりの観

点からも、専門的知識や技術の習得などによる就労、雇用の拡大を図ります。 

また、公共職業安定所などと連携し、雇用情報の提供に努めます。 

② 障害者の就労支援の充実 

障害者の能力や特性に応じた就労支援、公共職業安定所などの関係機関との連携

強化や事業者に対する障害特性の理解啓発など、障害者の自立に向けた就労支援の

充実に努めます。 

③ 生活困窮者の就労支援の充実 

経済的に困窮している人の自立を促進するため、本人の状態に応じた包括的かつ

継続的な相談支援や公共職業安定所などとの連携による自立支援体制を構築し、就

労機会の充実に努めます。 

 

（3）地域交流の促進 

 

① 世代間交流の促進 

認定こども園・保育園、小・中学校の児童・生徒と、地域の高齢者との交流に積

極的に取り組んでいる地域もありますが、異なる世代同士の交流をさらに推進し、

お互いの理解を深める機会の確保に努めます。 

② 福祉関係施設と地域住民との交流促進 

福祉施設においては、地域との交流イベントなどを積極的に企画・運営してい 
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ますが、より地域住民と交流できる機会の創出を図ります。 

③ 当事者同士の交流促進 

家庭で介護している人、支援が必要な人、子育て中の親など同じ悩みを抱えてい

る人同士が交流できる場づくりを促進し、積極的な活動を支援します。 

第 4 章 施策の推進 


