
 

 

令和２年度第２回 七尾市健康福祉審議会  

 

次   第 

 

日 時 令和２年１２月１８日（金） 

    午後２時～ 

場 所 七尾市役所 ２０１会議室 

 

１．開 会 

 

２．議 件 

（１）委員長の選任 

（２）副委員長の指名 

（３）各計画（案）について 

 

３．その他 

 

４．閉 会 

  

 

当日資料 
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七尾市健康福祉審議会の委員長の選任、副委員長の指名 

 

※七尾市健康福祉審議会規則  

第 5 条 審議会に委員長及び副委員長各 1 人を置き、委員長は委員の互選に

よりこれを選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。  

 

 

委 員 長  

 

 

副 委 員 長  

 



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

保健医療
分科会

開催日 内　　容 開催日 開催日 開催日 開催日 開催日

４月

５月

６月
第１回
6/25(木）
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
第１回
7/21(火)
15：00～

第１回
7/10(金)
14：00～

第１回
7/30(木)
16：00～

第１回
7/30(木）
13：30～

第１回
7/16(木)
13：30～

８月

９月

１０月
第２回

10/27(火)
15：00～

第２回
10/29(木)
13：30～

第２回
10/8(木)
13：30～

１１月
第３回

11/27(金)
14：00～

第２回
11/13(金)
14：00～

第３回
11/19(木)
13：30～

第３回
12.10(木)
14：00～

第２回
12/18(金)
14：00～

新計画案審議

【市長へ事前説明】
【議会へ事前説明】

１月
【ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施】
※１月上旬～１月中旬

第４回
（下旬）

第４回
（下旬）

第３回
（下旬）

第４回
（下旬）

第３回
（中旬）

令和２年度取組報告
新計画案最終審議

第２回
（上旬）

【市長へ答申】

３月 【議会への説明】

■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

１２月

２月

年月
健康福祉審議会
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地域福祉分科会（福祉課） 

 

第３次七尾市地域福祉計画（案）について 

 

〇計画の策定について 

社会福祉法第１０７条及び七尾市民ふれあい福祉条例（以下「条例」）第８条の規定に基

づき計画を策定します。 

 

〇計画の位置づけ 【概要版１ページ、計画（案）１～２ページ】 

「第２次七尾市総合計画」を最上位計画と位置づけ、福祉分野で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。また、本計画には成年

後見制度利用促進基本計画、再犯防止推進計画が含まれています。 

さらに、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。 

 

○計画期間 【概要版２ページ、計画（案）３ページ】 

令和３年度～令和１２年度の１０年間とします。 

ただし、前期５年間、後期５年間とし、見直しを実施します。 

 

○目指す将来像 【概要版３ページ、計画（案）１１ページ】（条例 前文から抜粋） 

  希望と安心に満ちた福祉都市 

 

〇基本理念 【概要版３ページ、計画（案）１１ページ】（条例 基本理念から抜粋） 

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 

 

〇基本方針 【概要版４～６ページ、計画（案）１２ページ】（前計画を継承） 

  １．支え合いの「しくみ」づくり 

（１）地域福祉体制の充実         （４）人にやさしい環境づくり 

（２）安心して暮らせるしくみづくり    （５）適切な福祉サービスの利用促進 

（３）安心して生み育てられるしくみづくり （６）健康づくりへの支援 

  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      （２）支え合う意識づくり 

  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     （３）地域交流の促進 

（２）就労・雇用の促進 

 

〇施策の推進 【概要版４～６ページ、計画（案）１５～２１ページ】 
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高齢者福祉分科会（高齢者支援課） 

 

 

七尾市老人福祉計画・第８期七尾市介護保険事業計画（案）について 

 

○計画策定の趣旨 【概要版１ページ、計画(案)１～２ページ】 

老人福祉法第２０条の８の規定に基づく老人福祉計画と、介護保険法第１１７条の規定に

基づく介護保険事業計画を、総合的、体系的に実施していくため一体的に策定します。 

高齢化の進行に伴い、認知症高齢者等の増加が見込まれ、２０２５年、２０４０年を見据

え、これまでの取組みを継承し、更に地域包括ケアシステムの推進を図る計画としています。 

 

○計画の期間 【概要版１ページ、計画(案)２ページ】 

令和３年度～令和５年度（３年間） 

 

○基本的理念 【概要版２ページ 計画(案)２９～３１ページ】 

 高齢化が一層進む中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を送ること

ができるよう「地域包括ケアシステム」の推進を図り、高齢者の自分らしい生き方が尊重さ

れ、生きがいと希望を持って暮らしていくことができる地域を目指します。 

 

 

 

○基本方針 【概要版２ページ 計画(案)２９～３１ページ】 

以下を基本方針とし各施策に取り組みます。 

（１）切れ目のない健康づくりと介護予防の取組みの一体的な推進 

（２）住み慣れた地域や家庭での継続的、安定した生活 

（３）住民主体による地域の支援体制の推進 

（４）サービスの質の確保と向上 

（５）地域住民の支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築 

 

〇各施策の取り組み 【概要版３～６ページ、計画(案)３２～８１ページ】 

第１節 介護予防の推進 

高齢者の健康づくり、介護予防の推進、また、高齢者の経験や知識を生かした生きがい

づくりと社会参加を促します。 

  １ 生きがいづくり・社会参加の促進  

  ２ 疾病予防・健康づくりの推進  

  ３ 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の推進 

 

 

 

高齢者が健康で 生きがいを持ち 安心して暮らせる地域づくり 
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第２節 生活支援の充実 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域や家庭で自立した生活が続けられるように、在宅生

活の支援の仕組みづくりや福祉サービスの充実を図ります。 

  １ 在宅生活支援体制の充実  

  ２ 地域ケア会議と適切なケアマネジメントの推進 

  ３ 在宅生活の支援の充実 

 

第３節 住まい・生活環境の整備 

  高齢者が安心して暮らし続けることができる住環境やニーズに応じた住まい方を支援

します。 

  １ 住環境の整備  

  ２ 住まいの確保・整備 

 

第４節 在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護を必要とする高齢者が、自分らしい生活を続けられるよう、医療関係者と介

護サービス事業者、地域包括支援センター等の関係者が協働し、在宅医療と介護サービス

を一体的に提供できるよう連携を推進します。 

  １ 在宅医療・介護連携ネットワーク 

２ 在宅医療・介護に関する普及啓発 

 

第５節 介護サービスの充実・円滑な運営 

  介護が必要となっても、住み慣れた地域で生活できるよう介護保険サービスの充実を図

るとともに、介護保険事業の運営が効果的かつ効率的なものとなるよう努めます。 

  １ 介護サービスの充実 

 ２ 介護サービスの適正な運営 

 

第６節 認知症施策の推進 

  認知症の人が、尊厳と希望をもって地域のよい環境で自分らしく暮らしつづけることが

できる共生社会の実現を目指すため、適切な医療や介護などにつながる支援体制を整備す

るとともに、地域全体で認知症の方を見守る地域づくりを進めます。 

  １ 認知症支援施策の充実  

 

第７節 権利擁護の推進 

高齢者の権利擁護の相談に応じ、個々の事例の解決を図りながら、高齢者が尊厳をもっ

て生きることができる社会の実現を目指します。 

  １ 高齢者権利擁護の推進 

２ 高齢者虐待防止の推進 
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障害者福祉分科会（福祉課） 

 

 第５次七尾市障害者計画 スマイルハートプラン（案）について 

 

〇第１章 計画策定の概要 【概要版１ページ、計画（案）１～６ページ】 

障害者基本法に規定する市町村障害者計画として、同法の理念を踏まえて、策定します。

計画の期間については、令和３年度から令和５年度です。 

 

〇第２章 基本的な考え方 【概要版１～２ページ、計画（案）７～８ページ】 

障害者基本法の趣旨を踏まえ、「ノーマライゼーション思想の深化」をはじめ、５つの基本

理念を定めています。 

これらの基本理念をもとに、「障害のある人もない人も個人の尊厳が重んじられ、ともにき

らめき、心の豊かさと幸せが実感できる地域づくり」を基本目標とし、この基本目標を具現

化するため、「誰もが、安心感を持ち、身近なところで、必要なときに、必要な情報やサービ

スを受けられる」ことを基本的方向として各分野の取り組みを実施します。 

 

〇第３章 障害者の現状と課題 【概要版２ページ、計画（案）９～２８ページ】 

 障害者の現状として、身体障害者手帳の交付者数は減少傾向にあり、知的・精神障害者手

帳の交付者数及び精神通院認定者数は増加傾向にあります。 

 また、障害者が抱える課題として、地域福祉の推進、居住福祉の充実、保健・医療、就労

の場の確保、社会参加の促進に関して記載しています。 

 

〇第４章 施策体系と推進 【概要版３～４ページ、計画（案）２９～３０ページ】 

施策の体系については、８つの大項目に分類し、中項目として、大項目に基づく１９の施

策と事業を示しています。 

この体系に基づき、七尾市総合計画をはじめとする関係計画との整合を図りながら、自助・

共助・公助連携のもと計画の推進を図ります。 

 

〇第５章 施策内容と重点施策 【概要版４～６ページ、計画（案）３１～５３ページ】 

障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し、地域社会全体で支えあう体制の確

立を図るため、８項目について、施策内容と重点施策を、それぞれ定めています。 

１．啓発・広報（１）啓発・広報活動の推進  （２）福祉教育等の推進 （３）ボランティア活動の推進 

２．生活支援 （１）地域福祉の推進 （２）居住福祉の充実 （３）相談支援体制の充実  

（４）権利擁護等の推進 

３．生活環境 （１）人にやさしいまちづくりの推進  （２）防災、防犯対策の推進 

４．教育・育成（１）相談支援体制の整備 （２）指導力の向上と研究の推進 

５．雇用・就業（１）障害者の雇用の場の拡大 （２）総合的な支援施策の推進 

６．保健・医療（１）障害の原因となる疾病等の予防  （２）精神保健の推進 

７．情報・コミュニケーション（１）情報バリアフリー化の推進 （２）コミュニケーション支援体制の充実 

８．スポーツ・文化・社会参加（１）障害者スポーツ、文化活動の参加促進 （２）社会参加の支援 
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障害者福祉分科会（福祉課） 

 

 第６期七尾市障害福祉計画 スマイルサポートプラン（案）について  

 

〇第１章 計画策定の概要 【概要版７ページ、計画（案）５５～５７ページ】 

障害者及び障害児の支援体制を計画的に確保するため、障害者総合支援法に規定する障害

福祉計画、児童福祉法に規定する障害児福祉計画を一体の計画として策定します。 

計画の期間については、令和３年度から令和５年度です。 

 

〇第２章 基本理念 【概要版７～８ページ、計画（案）５９～６０ページ】 

国の基本指針に基づいて、７つの基本理念を定めています。障害者等の自己決定の尊重と

意思決定の支援をはじめ、これら基本理念に基づきまして、計画の推進に取り組みます。 

１．障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

２．障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施   ３．地域生活移行、就労支援 

４．地域共生社会の実現に向けた取組   ５．障害児の健やかな育成のための発達支援 

６．障害福祉人材の確保   ７．障害者の社会参加を支える取組 

 

〇第３章 成果目標 【概要版８～１０ページ、計画（案）６１～６６ページ】 

国の基本指針に基づいて、６つの成果目標を設定し、それぞれに国が示す目標と本計画の

目標を掲げています。 

（１）施設入所者の地域生活への移行  （２）地域生活支援拠点等の機能充実 

（３）福祉施設から一般就労への移行  （４）障害児支援の提供体制の整備 

（５）相談支援体制の充実・強化 （６）障害福祉サービス等の質の向上のための取組に係る体制の構築 

 

〇第４章 障害福祉サービス 【概要版１０ページ、計画（案）６７～７６ページ】 

現在の計画期間における利用実績と新計画期間における見込み量を記載しています。新計

画期間においても引き続き、必要なサービス量の確保に努めます。 

 

〇第５章 地域生活支援事業 【概要版１０ページ、計画（案）７７～８１ページ】 

 第４章と同様に、現在の計画期間における利用実績と新計画期間における見込み量を記載

しています。新計画期間においても引き続き、必要なサービス量の確保に努めます。 

 

〇第６章 相談支援 【概要版１０ページ、計画（案）８３～８５ページ】 

 七尾市・中能登町地域自立支援協議会を中核とし、相談支援の中立・公平性の確保、困難

事例への指導・助言など、相談支援の充実に努めます。 
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保健医療分科会（健康推進課） 

 

七尾市健康増進計画（第２次）改定版（案）について 

 

〇計画策定の趣旨と背景 【概要版１ページ、改定版(案)１ページ】 

 国が平成２５年に掲げた「２１世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本２１

(第二次) ）」等の取組に基づき、「七尾市健康増進計画（第２次）」を策定してきました。 

今回の改定では、第２次計画の基本的な方向性や目標を継承し、また、食育推進計画に

おける解決すべき課題・基本的考え方が共通することから「食育推進計画」も盛り込み、

総合的・一体的に健康づくりを進める計画です。 

 

〇計画の基本的な考え方と施策の体系 【概要版１～２ページ、改定版(案)２～４ページ】 

  国の健康日本２１（第二次）と同じ基本理念と４つの基本的な方向性を踏まえ、取り組

む分野を１２分野としています。 

  基本理念：健康寿命の延伸及び健康格差の縮小 

        ～自分のことが自分でできる自立した生活をめざして～ 

  基本的な方向性：Ⅰ 社会生活を営むために必要な心身の機能の維持・向上 

          Ⅱ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

          Ⅲ 生涯を通じて健康であるための基礎となる生活習慣づくり 

          Ⅳ 健康づくりのための環境整備 

 

〇計画の性格と位置づけ 【概要版３ページ、改定版(案)５ページ】 

健康増進法第８条に基づく市町村健康増進計画であると共に、食育基本法第１８条に基

づく市町村食育計画です。 

また、総合的・一体的に進めるため、七尾市の既存計画との整合性を図りながら推進し

ていきます。 

 

〇計画の期間 【概要版３ページ、改定版(案)５ページ】 

  令和３年度～令和７年度（５年間） 

 

〇計画推進のための主な取り組み 【概要版３～７ページ、改定版(案)２０～６５ページ】 

  取り組む１２分野ごとに、目標項目を設定し、現状と課題をまとめ、課題の解決に向け

ての対策をまとめてあります。 

  妊娠期から高齢者までの生涯にわたる健康づくりを推進するため、各ライフステージに

応じた保健活動を行います。 

  

Ⅰ 社会生活を営むために必要な心身の機能の維持・向上 

（１）次世代の健康づくり（２）高齢者の健康づくり（３）こころの健康づくり 

Ⅱ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

（１）循環器疾患の予防（２）糖尿病の予防（３）がんの予防 
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Ⅲ 生涯を通じて健康であるための基礎となる生活習慣づくり 

（１）栄養・食生活（２）身体生活・運動（３）歯・口腔の健康（４）飲酒（５）喫煙 

Ⅳ 健康づくりのための環境整備  

（１）地域全体で支える健康づくり 

 

〇計画の評価 【概要版７ページ、改定版(案)７２～７６ページ】 

  計画の推進については、七尾市健康福祉審議会保健医療分科会において、定期的に進捗

状況の確認を行い、これを公表します。 

  また、新たな施策の展開や計画の見直しが必要時には、柔軟に対応します。 
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事前に頂いた質問とその回答 

・委員① 

質 

問 

老人福祉計画・介護保険事業計画  Ｐ１４ 

移動販売車（買い物支援）平成３０年度，令和元年度，令和２年度 どの年度も実

績がゼロですが，「とくし丸」などはこの項に該当しないのでしょうか。 

回 

答 

補助を行った事業者を対象に、第７期計画に盛り込んでおりましたが、策定後に撤

退したため実績がゼロになっております。現在は、市内で移動販売を行う民間事業者

の状況を把握し、住民からのニーズがある場合に、事業者と連携し地域住民につなぐ

などの支援を行っております。第８期計画においても、同様に取り組んでまいります。 

・委員② 

質 

問 

老人福祉計画・介護保険事業計画  Ｐ４８ 

スキルアップ講座の年度ごと目標の「２地区」の「地区」は，１５地区をグループ

分けした時の「グループ」（袖ケ江＋矢田郷，御祓＋西湊 など）のことでしょうか。 

回 

答 

地域づくり協議会または、地区社会福祉協議会を単位とする１５地区のことです。

過去にサポーター養成講座を受講した方などを対象に、各地区のご要望に応じて実施

しております。 

・委員③ 

質 
問 

老人福祉計画・介護保険事業計画  Ｐ５３ 

 徘徊高齢者家族支援サービスの推計が「１人」とありますが，位置情報検索サービ

スの加入費用が高額なのでしょうか。そこまで必要とする人が少ないということでし

ょうか。 

回 

答 

利用希望者が少ないことから１人と推計しております。加入費用は市からの助成で

概ねまかなえる金額となっており、月々の負担については月額５００円程度となって

おります。 
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・委員④ 

質 

問 

老人福祉計画・介護保険事業計画  Ｐ５５ 

 ②介護保険関係 

 ア 指定介護老人福祉施設 

 「健康管理が受けらる」⇒「健康管理が受けられる」としてはいかがでしょうか。 

回 

答 

脱字ですので、訂正させていただきます。 

・委員⑤ 

質 

問 

老人福祉計画・介護保険事業計画  Ｐ７３ 

（５） 「・・・・・・・・・個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化，

様式の標準化を進めます。」 

私も経験していますが，周りの人たちからもよく聞きます。介護される本人はもち

ろん，介護する家族もこのこと（簡素化，標準化）を強く願っています。是非とも進

めてください。 

回 

答 

介護従事者の負担を軽減できるよう進めてまいります。 

・委員⑥ 

質 

問 

老人福祉計画・介護保険事業計画  Ｐ８０ 

高齢者虐待防止ネットワークの図 

七尾市高齢者支援課 

七尾市地域包括支援センター    と併記してありますが， 

七尾市高齢者支援課の中に七尾市地域包括支援センターが設置されているように見

えます。 

しかし，「立ち入り調査の実施（市のみ）」の表記から，七尾市高齢者支援課が実施

して，七尾市地域包括支援センターは実施しないということのようです。 

サービスを受ける側としては別段知る必要もないことかもしれませんが，個人的に

はこの関係がよく分かりません。 

回 

答 

 市は、地域包括支援センターの運営を市社会福祉協議会に委託しており、地域包括

支援センターの業務には、高齢者虐待への対応が含まれています。市と地域包括支援

センターが共同で虐待対応を行っているため、併記しております。立入調査などは、

市のみが有する権限であるため、そのような記載となっております。 
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・委員⑦ 

質 

問 

七尾市健康増進計画（第２次）改定版  Ｐ５０ 

４０～６０歳代の肥満者の割合表に「資料；七尾市特定健診 石川県生活習慣病等
管理指導協議会」とあります。受診者が少ないようですが、人口比では妥当なのでし
ょうか。 
特定健診は国民健康保険、健康保険、共済組合など加入者も家族も特定健診を受け

ることができるはずです。七尾市として把握できる範囲が限られているのでしようか。
それとも、受診者が実際少ないのでしょうか。受診者が少ないのであれば、健診を進
めるために、大変でしょうが、会社経営の皆さんにも働きかける必要があるのでしょ
うか。（この例では身長体重ですが，健診でなければ調べられないことがありますか
ら。） 
もしも、実際はたくさんの人が「特定健診」や「職場での健診」を受けていて、肥

満者はもっと多いかも、あるいはもっと少ないかもしれないのではないかと思いまし

た。そうだとしたら、「３人に１人が肥満者という状況です」と断言しないで、もっ
と柔らかい表現の方がいいのではないかと要らぬ心配をしました。 

回 

答 

特定健診については、質問内容にも記載されている通り、それぞれの医療保険者が

実施することとなっており、七尾市として、把握できるものは、国民健康保険加入者

のみです。 

従って、市として把握している情報をもとに本計画（案）を策定していますので、

「３人に１人が肥満者という状況です。」という表現とさせて頂きます。 

・委員⑧ 

質 

問 

七尾市健康増進計画（第２次）改定版  Ｐ１７ 

特定健診受診率の分母に使う数は何でしょうか。 

回 

答 
特定健診の受診率の分母については、実施年度中に４０～７４歳になる方で当該

実施年度の１年間（４月１日から翌年３月３１日まで）を通じて七尾市国民健康保

険に加入している方を対象としています。 

ただし、介護施設・障害者福祉施設入所、海外在住、長期入院、妊産婦は対象者

から除外しています。 

 


