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第 1章 計画について（計画の概要） 

 

１．計画策定の目的 

 

七尾市地域福祉活動計画は行政計画である七尾市地域福祉計画と対になる民間の計

画です。 

「地域福祉」とは、言い換えると「共同体1の福祉」です。共同体として住民が手を

取り合い、助け合って共通の課題を解決し、豊かな生活を営んでいくための仕組みづ

くりのことです。 

福祉の取り組みは、私たち一人ひとりの力で進めていく身近なものから、国の制度

や地方自治体の施策など様々なものがあります。 

今回策定する第 3次地域福祉活動計画は、町会や隣近所の身近な助け合いを、地区

単位の取り組みや七尾市全体の動きとして広めていくための活動の手引きです。 

行政には行政がなすべき事業があるように、私たち一人ひとりが、地域住民として、

地域或いは地区組織として力を出すべき事柄もあります。しかし、その事柄はとても

「福祉」とは見えにくく、ともすれば活動に結び付かないことも多いものです。 

そのため、私たちが地域福祉活動を展開する際には、何のために、誰のために、ど

うしてする必要があるのか、という理由付けや目的が必要になります。 

この、七尾市地域福祉活動計画には、地域の皆さんの困りごとや心配事をお聞きし、

１０年後により良い地域社会になっているように、私たち一人ひとりが、個人として、

地域住民として取り組んでいくとよいと思う情報や活動の提案をまとめてあります。 

また、令和元年初旬から全世界的に蔓延し、私たちの生活様式の変革が求められた

新型コロナウイルスの感染影響下において、共同体の在り方が 10 年早められたとも

いわれています。新しいつながりの様式、新しい助け合い・支え合いの仕組みを考え

ることが地域福祉にも求められており、新しい取り組みの一助になればと思います。 

分かりにくい地域福祉を、少しでも身近に感じていただき、今後の１０年間の住民

による福祉活動の指針にして頂きたいということが本計画を策定した目的です。 

 

 

 

 

 

1 共同体…同じ利益や目的を持つ人々の集団。ここでは地域共同体のことで、同じ地域に生活して利害を共にし、

政治、経済、文化風俗などを共有する人々の集まりのことを指します。町会（自治会）、地区（旧小学校区）、市町

などの範囲で用いられることが多い概念です。 
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２．計画の位置づけ 

 

本計画は七尾市地域福祉計画（社会福祉法第１０７条に規定する行政計画）と連携

し、住民の福祉の向上を目指す指針となる計画です。 

地域福祉計画は、七尾市総合計画の下位計画にあたり、諸法に基づく個別計画2の上

位計画であり、個別計画に基づく施策を地域において総合的に推進する上での理念と、

地域の福祉力を高めるための施策について提示するものです。 

一方、対になる本計画は、行政計画には記載されない、住民自身が今後１０年間で

地域の福祉を発展させるために取り組んでいく活動を、住民アンケートや地域福祉懇

談会をとおして聞き取った住民の皆さんの意見や考えを取りまとめ、計画としており、

官民一体的に地域福祉計画と両輪（図１）となり、共生社会の実現を目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

計画の期間は令和３年４月１日から令和１３年３月３１日までの１０か年とし、令

和３年４月１日から令和 6 年３月３１日までの 3 年を前期、令和 6 年４月１日から

令和 9 年３月３１日までの 3 年を中期、令和 9 年４月１日から令和 13 年３月３１

日までの 4年を後期とします。特に最終の 2年間は次期計画策定準備にあてる期間と

します。 

 

2 七尾市における個別計画 

①七尾市老人福祉計画・七尾市介護保険事業計画（七尾市あったかプラン） 

 ②七尾市障害者計画（スマイルハートプラン）・七尾市障害福祉計画（スマイルサポートプラン） 

③七尾市子ども・子育て支援計画（心豊かな 七尾っ子 応援計画） 

④七尾市健康増進計画（けんこう七尾２１） 

第１章 計画について 
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第 2章 計画策定の背景 

 

１．七尾市の状況 

 

 七尾市では全国平均よりもおよそ 10年程度、高齢化率1が先行しており、人口減少

に伴う行政サービスの低下や、地域生活の変化について考える必要があります。 

2010年を基準として 20年後の人口変化を見てみると（表-1）、2010年と比較

して 2020年は人口が 6,695人減少し、高齢化率が 8.3ポイント上昇しています。

また、2030 年では 2020 年と比べ人口はさらに 6,253 人減少し 46,123 人、高

齢化率は 2.9ポイント増加し 40.8％となることがうかがえます。 

 

表-1 

（※国立社会保障・人口問題研究所平成 26年及び 30年資料を基に作成） 

 

また、七尾市の人口減少による問題について、「七尾市まち・ひと・しごと創生人口

 

1 高齢化率…総高齢化率人口に占める 65歳以上人口の割合のこと。 

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

総数 61,871 59,071 55,325 52,376 49,278 46,123 42,970

0～14歳 8,023 6,896 6,117 5,510 4,901 4,475 4,115

15～64歳 37,420 34,716 30,001 27,004 24,802 22,829 21,106

65歳以上 16,423 17,458 19,207 19,862 19,575 18,819 17,749

65歳以上割合 26.5 29.6 34.7 37.9 39.7 40.8 41.3
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ビジョン」では、次のように触れています。 

 

単純に、超高齢社会で人口が減少すると、市の財政面の負担が大きくなり、行政サ

ービスがいきわたらなくなることが考えられます。 

特に、扶助費（社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法、または、老

人福祉法など、国の法律に基づいて支出するものと、地方自治体が住民福祉の増進を

図るため、独自の施策において支出するものとがあり、現金・物品を問わず、被扶助

者に対して支給される福祉施策の根幹を成す経費）で見てみると（表-2）2020年と

比べ、2030 年では 88.9％と 1 割強減少、歳出額は 44.8 億円（2020 年）から

39.8億円と減少する推計となっています。 

表-2 

（※七尾市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンを基に作成） 

 

 

 2020年と 2030年の比較では、65歳以上人口は 1,475人減少していますが、

 実績値 シミュレーション値（社会保障・人権問題研究所推計に基づく予測） 

平成 25年 

（2013） 

平成 27年 

（2015） 

令和 2年 

（2020） 

令和 5年 

（2025） 

令和 10年 

（2030） 

人口 

（人） 

総数 57,082 54,067 50,482 46,788 43,115 

15歳未満 6,308 5,973 5,193 4,506 3,946 

65歳以上 18,128 18,859 19,267 18,749 17,792 

生産年齢人口  29,235 26,022 23,533  

扶助費（万円） 447,261 454,509 447,701 425,645 397,879 

３ 人口の変化が地域の将来に与える影響のまとめ（P64から抜粋） 

§３．にて示した人口の変化が将来の地域住民の生活や地域経済、地方行政に与える

影響によると次のような影響が考えられます。 

・商業系の事業所が減少し、買い物が不便になり、人が出歩かなくなり、まちの活力

が低下します。 

・産業従業者が減少し、雇用が確保できなくなり、規模の縮小や、廃業などに追い込

まれます。 

・税収が減少することで、行政サービスの維持や公共施設の維持・管理に充当する費

用が減少し、まちの運営への支障が懸念されます。 

・社会福祉に振り向ける支出が厳しくなります。 

・人口が減少するなかで、今の公共施設を維持するということは、一人当りの維持費

が増えるということを意味しているため、公共施設をスリムにすることを考えていか

なければなりません。 
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高齢化率は高水準を保ちながら微増しているため、扶助費は減少するものの、生産年

齢層の減少があるため、負担は増加するという厳しい状況です。 

 

 

２．調査から見える七尾市の課題 

 

本会では、七尾市と共に住民の困りごと調査を実施しました。 

平成３１年度（令和元年度）及び令和２年度に市内１５地区で開催された地域福祉

懇談会をとおして、地域の困りごとと１０年後の将来に向けた調査を実施しました。 

また、令和２年８月に市内４中学校の２年生の生徒と保護者を対象にアンケートを

実施しました。 

 この二つの調査から、現在の七尾市の困りごとや今後に向けた課題を抽出しました。 

 

（１） 地域福祉懇談会での聞き取り結果 

 地域福祉懇談会では、自由な発想・意見を出し合うブレーンストーミングによって

「現在の困りごと」「１０年後に困っていると思うこと」を出し合い、身近な問題や緊

急性の有無で振り分け、グループワークにより優先度をつけて解決策を話し合いまし

た。 

 集計は、優先度にポイントを付け、すべての地区で出た意見から類似の項目で「問

題意識」としてグルーピング2し、ポイントの合計が最も多いものから順位をつけ、ま

とめました。 

 問題意識と、具体的な困りごとの例は以下の通りです（優先度の高い順に列記）。 

 

 

①「買い物」に関する問題意識 

 店が少ない、移動手段がない、自動車がない、交通の便が悪い、免許返納後の対策

など 

②「生活」に関する問題意識 

 高齢者や障害者の生活支援、草むしり、ゴミ出し（分別）、除雪、ゴミ当番、集積所

までの距離など 

③「移動」に関する問題意識 

 免許返納後の移動、公共交通機関が少ない（ない）、不便、障害者や高齢者の移動な  

ど 

④「見守り」に関する問題意識 

 障害者、高齢者の見守り・安否確認、引きこもり高齢者の見守り、体制構築が難し

いなど 

⑤「つながり」に関する問題意識 

 

2 グルーピング・・・グループにすること。同じような内容をもつもの同士を組み分けすること。 

第２章 計画策定の背景 



 

6 

 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、世代交代

ができない、居場所がない、集まれる場所がない、子どもの居場所がないなど 

⑥「介護」に関する問題意識 

 在宅で介護ができるか不安、施設入所（利用）ができるか、仕事と介護の両立がで

きるか、制度が分かりにくいなど 

⑦「担い手」に関する問題意識 

 世代交代ができない、集落の維持が困難、地域活動の存続、人材不足、役員の担い

手不足など 

⑧「空き家」に関する問題意識 

 空き家・空き地の管理、倒壊等防災上の問題、防犯の課題、持ち主と連絡が取れな

いなど 

⑨「環境整備」に関する問題意識 

 道路の整備、通学路の整備、歩道が狭い、横断歩道がない、信号がないなど 

⑩「防災・災害対策」に関する問題意識 

 地域の防災、災害時の地域の対応、高齢者の避難体制の検討など 

⑪「獣害」に関する問題意識 

 イノシシによる農作物への被害、カラスの増加、猫の増加、猫の糞尿問題など 

⑫「健康」に関する問題意識 

 健康維持に対する不安、健康寿命伸長の対策、認知症への不安など 

⑬「防犯」に関する問題意識 

 通学路の見守り、安全確保、街灯の設置など 

⑭「未婚・晩婚」に関する問題意識 

 独身男性が多い、未婚・晩婚の問題など 

 

 全体的に、移動や買い物のように日常生活に関わることがほぼすべての地域で課

題として挙がっています。特に移動に関しては、買い物や通院、通学、通勤など多く

のことに影響するものであり、最も意見が多く出される結果となりました。 

  

 

（２）中学校２年生の生徒・保護者に対するアンケート集計結果 

 

①「未来の七尾市に向けた住民アンケート（中学生編）」 

アンケート実施期間 令和２年８月２１日～９月１１日 

対象 七尾市内の中学２年生 ４０３人 

配布数 403  回収数 361  回答率 89.6％ 

 

性別 

男 160人 44.3％ 

女 186人 51.5％ 

無回答 15人 4.2％ 

第２章 計画策定の背景 



 

7 

 

○地域との関わり 

  祭りなど町会行事への参加について 

している 228人 63.2％ 

していない 127人 35.2％ 

無回答 6人 1.7％ 

 

  参加している人のうち、参加してよかったことはあるか 

ある 192人 84.2％ 

ない 36人 15.8％ 

 

  参加してよかったことはどんなことか（自由記載） 

 ・楽しい 

 ・地域の人と親しくなれる、沢山触れ合うことができる 

 ・（参加すると）お菓子やお金などの報酬がもらえる 

 ・同じ地区（町）の友達ともっと仲良くなれる 

 ・地域の文化や歴史について、地域の道や人について知ることができる 

 ・祭りなどでの役割にやりがいがある 

・達成感がある、大人にありがとうと言われる、町の人が楽しんでいるのがうれ

しい など 

  参加しない（できない）理由（自由記述） 

 ・したくない、興味がない、面倒くさい、疲れる、楽しさを感じない 

 ・部活・学校・勉強で忙しい、予定が合わない、時間がない 

・子ども会卒業後、機会がなくなった、中学生は参加できない、地域行事を知ら

ないなど 

・その他、親の仕事が忙しい、強制でないから、町会の人と関わりたくない  

など 
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 祭りなど町会行事への参加は、全体の６割を超えており、予想よりも多い結果とな

りました。 

 参加している人のうち、参加してよかったと思っている人は84.2％と高い割合で、

地域住民との交流の機会を持つことや、人や地域の為に貢献していることの充実感が

参加してよかったことのモチベーション3になっていることがわかりました。 

 一方で、参加しない（できない）人の理由は面倒くさいや疲れる、興味がないなど

直接的な理由と、学校や部活、勉強で忙しい、親の都合といったものと、参加の意向

は感じられるものの、中学生は参加できない、しにくいといった理由も見られました。 

 

○ボランティアなどをとおした地域への関わり 

  ボランティアへの参加経験（自発的なボランティア活動） 

ある 135人 37.4％ 

ない 218人 60.4％ 

無回答 8人 2.2％ 

 

  ボランティア活動への興味・関心の有無 

ある 149人 41.3％ 

ない 202人 56.0％ 

無回答 10人 2.8％ 

 

 どんなボランティア活動をしてみたいか（自由記述） 

 ・ゴミ拾い、ゴミ集め 

 ・募金活動 

 ・人助け、人の役に立つこと、人と関わるボランティア 

 ・環境美化、草むしり、掃除、町をきれいにする 

 ・海や川の掃除、海岸の清掃 

 

3 モチベーション…motivation（動機）から派生した言葉。刺激、やる気、意欲などの意味。人が何かをする際の

動機付けや目的意識として使われる。 

第２章 計画策定の背景 
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 ・被災地での活動、災害ボランティア 

・その他、お年寄りにインターネットを教える、犬の散歩、祭り、行事の手伝い

など 

 

 ボランティアに自発的に参加したことがある児童は、全体の 37.4％でした。また、

ボランティア活動に興味がないと回答した児童は 56.0％でした。ボランティア活動

のイメージは、環境美化や募金活動の回答が最も多く、福祉的なボランティアのイメ

ージがあまりないことがわかりました。 

 

 

○生活課題と思うこと 

自分や自分の周りに人にとっての「生活のしづらさ」はどんなことか（自由記述） 

 ・買い物をするところがない、公共交通機関が不便、車が無いと何もできない 

 ・行きたい店、遊ぶところがない、少ない 

 ・大型のショッピングモールやデパートがない 

 ・歩道が狭い、道が整備されていない、横断歩道・信号がなく危険 

 ・街灯が少ない、ない所が多い 

 ・その他、バス停や駅までが遠い、働くところや学校が少ない など 

  自分が大人になった時（１０年後）に変わっていて欲しいこと 

 ・ショッピングモールやデパートなど、いろんなお店を増やしてほしい 

 ・遊べるような場所（公園、映画館、デパートなど）が増えてほしい 

 ・人口が増える（若者が増える） 

 ・にぎやかになって欲しい（都会になって欲しい、活性化してほしい） 

 ・安全な道路、段差や悪路の整備、道路の拡張 

 ・マナーを守る人が増えてほしい（タバコのポイ捨て、駐車場） 

 ・交通の便が良くなって欲しい 

 ・その他、施設（サッカー場など）を増やして欲しい、空き家の撤去 

  １０年後に問題になっていると思うこと 

 ・人口問題（人口減少、少子高齢化、高齢者の増加、過疎化、人口・若者の流出） 

 ・環境問題（ゴミ、温暖化、環境破壊） 

 ・空き家の増加 

 ・経済不安（仕事、収入、税金） 

 ・生徒数の減少による学校の統廃合 

 ・地域活動の機能不全（町会組織、祭りの催行） 

 ・その他、公共交通機関の維持、政治不安、地域の付き合いが薄れるなど 

 

 生活のしづらさや困りごとは、地域福祉懇談会と同様に買い物や移動に関する困り

ごとが多くありました。特に、子どもは親の車がないと移動することができず、中学

校の統廃合が進んだ近年では、友達の家に遊びに行くのに親に送ってもらわないと行

くことができないなど、特殊な状況も発生しています。 
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 買い物に関しては、店が少ない、行きたい店がないなどの回答が多くありましたが、

高齢者とは違い生活のための買い物ではなく、大型のショッピングモールやデパート

のような遊びに行けるところが欲しいという意味合いが強いものでした。他にもサッ

カー場や映画館、公園などの施設ができてほしいという意見もありました。 

 また、移動手段が歩きや自転車が多いためか、道路の整備や街灯の設置、信号や横

断歩道の必要性に関する意見も多く見られました。 

 

②「未来の七尾市に向けた住民アンケート（保護者編）」 

アンケート実施期間 令和２年８月２１日～９月１１日 

対象 七尾市内の中学２年生の保護者 ４０３人 

配布数 403  回収数 361  回答率 89.6％ 

 

性別 

男 53人 14.7％ 

女 307人 85.0％ 

無回答 1人 0.3％ 

 

年代 

30代 80人 22.2％ 

40代 230人 63.7％ 

50代 43人 11.9％ 

60代 4人 1.1％ 

70代 1人 0.3％ 

無回答 3人 0.8％ 

 

回答者は女性が 85.0％と多く、学校の文書等は殆どが「お母さんが確認している」

という状況が推察されます。また、この結果は、以下のアンケートの回答に関しては

女性視点の意見が多いという前提になることを表しています。 

 

○地域との関わり 

  近所付き合いの仕方 

近所の人とよく行き来している 41人 11.4％ 

仲のいい人とは行き来している 112人 31.0％ 

挨拶する程度であまり近所付き合いはない 183人 50.7％ 

近所の人とは全く付き合いがない 11人 3.0％ 

その他 4人 1.1％ 

無回答  9人 2.5％ 

無効 1人 0.3％ 
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近所付き合いをしていない（できない）理由 

仕事などで家にいない 135人 59.7％ 

煩わしいので避けている 21人 9.3％ 

つい消極的になってしまう 27人 11.9％ 

留守がちの家が多く付き合いの少ない地域 24人 10.6％ 

その他 19人 8.4％ 

 

地域から地域活動者になってほしいと依頼されたとき引き受けることができるか 

引き受ける 85人 23.5％ 

引き受けない（出来ない） 263人 72.9％ 

無回答 11人 3.0％ 

無効 2人 0.6％ 

 

引き受けることが出来ない理由 

仕事や家が忙しく地域までが回らない  231人 70.2% 

近所に顔見知りが少なく、役割を務めることが難しい 45人 13.7% 

引き受けてもいいが、つい消極的になってしまう 17人 5.2% 

地域の仕事の必要性が感じられない 17人 5.2% 

その他 19人 5.8% 

※その他の意見 

・家を留守にできないから、子育て・仕事が落ち着いたら受けられる（5） 

・県外または以前、経験があり大変だったから（3） 

・親が町会行事等に出ているから、地域に馴染みのある人がやった方がいい（2） 

・病気のため、体調の問題（2） 

・全てにおいて人数が足りないから、仲間が複数いるならできるかも（2） 

（その他）積極的にやる方ではない、町会や祭りに必要性を感じていない、 

     会長等中心として動く地域活動者は出来ないが協力は出来る、 

ひとつ引き受けるとあれもこれもと役員を押し付けられる 

 

 保護者の近所との関わりは、行き来している方は 42.4％でした。あいさつ程度又

は全く付き合いがないという回答は 53.7％となり、半数以上の方が近所付き合い

をしていないという結果となりました。 

 近所付き合いしない（できない）理由は、「仕事などで家にいない」が 59.7％と

最も多く、消極的になる、近所も留守がちで付き合いが少ない地域など地域の特性

による結果も見えてきました。 

 また、地域の役割を引き受けることについては、72.9％ができないと回答してい

ます。理由は「仕事や家のことが忙しく地域のことまで手が回らない」が 70.2％と

多く、地域役割の担い手不足の要因の一つと考えられます。一方で、「顔見知りが少

なく役割を務めることが難しい」、「引き受けてもいいがつい消極的になる」という
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回答もあり、一緒にできる人や協力してくれる人がいることで引き受ける可能性の

ある意見もありました。 

 

○困りごと 

生活のしづらさを感じる分野（複数回答） 

交通 127 15.8% 

買い物 152 18.9% 

医療・健康 82 10.2% 

福祉・介護 34 4.2% 

子育て 75 9.3% 

仕事 80 10.0% 

収入・財産 72 9.0% 

人間関係 26 3.2% 

災害・防犯 28 3.5% 

地域づくり 33 4.1% 

騒音・悪臭 10 1.2% 

その他 12 1.5% 

困っていない 72 9.0% 

 

生活のしづらさを感じる部分で回答したうち、最も大きな悩み・困りごと 

公共交通機関が不便（23）車が無いと生活できない（19） 

親の送迎がないと子どもが移動できない環境（7）、老後運転できなくなった時

が不安（7）買い物する店が少ない、大型の店舗がない（30）身近に買い物でき

る店がない（9）小児科医・専門医が少ない（10）、個人病院が少ない（2） 

子どもが遊ぶ場所がない・少ない（9）、子育て家庭・シングルマザーの支援（5） 

病児保育など環境整備（5）、子どもの医療費の窓口での立替払い、無料化（4） 

近隣に高等教育機関がない（2）、県外に進学後七尾に戻る魅力がない（4） 

働く場所がない、十分な収入を得る仕事がない（6）、生活費が高い（3）、 

保険料・市民税が高い（3）、若者が少なく地域活動が困難になる（4）、 

道路に信号・横断歩道がない・危険な場所が多い（6） 

町会行事や祭り、ゴミ当番など役割をするのが負担（4） 

モラル・マナー・ルールを守らない住民が多い（5） 

その他 行政機関が近くになくなり手続きが不便、介護や子育ての相談窓口が欲

しい、指定避難施設の老朽化が不安  など 

 

 生活に関する困りごとは全ての年代と同じく、交通と買い物が上位を占めています。

現役の子育て世帯だからこそ出てくる育児環境や医療、子どもの居場所、進学先など、

子育てに関する困りごとが具体的に挙げられていました。他には収入や仕事に関して

の困りごとが 19.0％と多く、若者世代の定着に関する課題となっていることが推測

できます。 
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（３）まとめ 

 全体を通して、交通や移動に関することが最も多く困りごととして認識されていま

す。また、買い物に関しては食品や生活必需品の購入場所としての「商店・店」と、

娯楽、あそび場としての「商業施設」など、目的や必要性の意味が年代によって差が

でました。 

 また、生活に関しては、高齢者の見守りや買い物、通院、重い荷物を運ぶ、草刈り

や畑の維持など生活面全体が老化や病気等でできなくなる不安が具体化しています。 

 担い手に関しては、子ども会や老人クラブ、青壮年会のような地縁組織4の構成員や

リーダーの他、町会長や班長など町会の役割をになう人材のなり手不足など住民自治

において深刻な問題になるおそれがあるもの、祭りなどの文化行事や伝統継承の危機

についても話し合われました。 

 地域福祉懇談会では「若い世代が町会に入らない、興味を持たない」という意見が

多く、若い世代では「旧態依然のやり方で、現代の生活になじまない」など、正反対

の意見も見られることから、各種の問題に関しても世代による考え方の差を考えなが

ら問題解決について検討する必要があることが分かりました。 

 さらに、「本章の 1．七尾市の状況」で触れた、七尾市全体の人口減少・税収の減少

による扶助費の減少に対処するため、地域で、自分の家で、少しでも長く自己選択と

自己決定に基づく、豊かな生活を維持していくためには、行政サービスに頼り切らず、

地域や家族、自分自身で努力し、健康と共同体を維持していく取り組みを進めていく

必要があります。 

 そのためにも、この第 3次地域福祉活動計画では、特に現在と将来の課題を解決す

るための住民主体による地域づくりや、福祉活動に焦点をあてて様々な取り組みを計

画としてまとめ、提案していきます。   

 

4 地縁組織…ここでは、地縁団体（地方自治法第 260条の２第 1項に定める団体）を含む、地縁（住んでいる土地

で結ばれる人と人との特別な関係、土地を仲介としてできる社会的な関係）で結ばれた集団のこと。町会、自治会、

青壮年会、老人クラブ、子ども会、スポーツ少年団、女性会、草野球チーム、神社の奉賛会・崇敬会、寺院の檀家・

門徒などのこと。 
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第 3章 第 2次地域福祉活動計画の取り組みと評価 

 

１．評価方法について 

 

 評価は地域福祉推進会議委員による外部評価と七尾市社会福祉協議会職員による内

部評価の 2種類の評価もとに地域福祉推進会議で総合的に評価しました。 

具体的には、内部評価は七尾市社会福祉協議会職員の各担当課または担当グループ

で小項目毎の実施状況一覧を確認し、現在の状況が当初の目的を達成しているか評価

を行いました。 

また、外部評価は地域福祉推進会議で実施状況一覧と内部評価を確認し、内部評価

と同様、現在の状況が当初の目的を達成しているか評価を行いました。 

地域福祉推進会議では、全 50 項目のうち七尾市社会福祉協議会の独自事業を中心

にした 10 項目を抽出し協議しました。なお、評価の段階で、再掲の事業については

集約したため、全 33項目の評価となりました。 

なお、評価基準は Aから Eの 5段階で、内容は次のとおりです。 

 

評価 内容 

A 目的を達成したため完了または終了 

B 目的は概ね達成したが、継続が必要 

C 未達成のため強化が必要 

D 未達成のため継続が必要 

E 終了（事業自体を現在はしていない、他の主体で実施済等も含む） 

 

この章では第2次地域福祉活動計画における七尾市社会福祉協議会の取り組みと総

合評価について記載しています。 

※一部の受託事業や特定サービスに関しては「内容」を記載していません。 
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２．第 2次地域福祉活動計画評価 

 

取り組み １ 総合評価 

■地域福祉ネットワーク1の構築と拡充 

■住民福祉活動の推進 
C 

○内容 

町会をはじめ、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、防災・防犯組織、

老人クラブ、PTAなど様々な団体同士の連携を構築します。 

連携（ネットワーク）ができることで住民自らが、地域の課題（福祉ニーズ）を解

決する「地域力」を持つことを支援します。 

また、地域ボランティアの支援や、住民の組織化をコーディネートします。 

 

○今後の課題 

地域福祉ネットワークは地域で福祉活動を行ううえで、不可欠なものです。 

現在は、団体同士の連携が有機的に機能していないという意見が多くあり、団体の

活動内容等の整理が課題となっています。 

また担い手が固定化し、高齢化が進んでいるため、若い年齢層を巻き込んだネット

ワークの構築を目指します。そのためには、若い年齢層とのつながり方を改めて考え

ていく必要があります。 

地域福祉ネットワーク・自主防災組織2の結成率は 9 割と高いことは評価されます

が、具体的な活動に結びつかないため、町会毎に活動を考えていくことが必要です。 

 

 

取り組み ２ 総合評価 

■地区社協等活動（中地域）の活性化 

■地域福祉推進員の配置・研修 
C 

○内容 

地区社会福祉協議会の活動が活発化することで、地域のニーズ把握や、住民の関係

が進みます。 

また地域福祉推進員を委嘱し、各地区社会福祉協議会に設置します。定期的に研修

を行うことで資質向上に向けた支援をします。 

 

 

 

1 地域福祉ネットワーク…七尾市と七尾市社会福祉協議会が推進する助け合いの仕組みで、町会単位または地区単位

で住民相互の助け合い、見守り合いの仕組みをつくる基盤であり、具体的な住民福祉活動を実施する主体となること

が期待されます。 

2 自主防災組織…地域福祉ネットワークと密接に連携し、災害時の対策や防災活動を住民が主体的に企画し実施する

ことが期待される組織で、災害発生時には避難支援や安否確認、避難所の運営を行っていくことが想定されます。 
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○今後の課題 

「地域福祉ネットワークの構築と拡充」と同じく、団体同士の連携が大切になって

きます。地区単位においては、町会の理解を得て共に活動していく必要があります。 

地域福祉推進員と民生委員、町会など、地域の支援者を中心とした連携を進め、平

時も非常時も要支援者を見守る体制を作ることが肝要です。ただし、担当する個人の

負担が過度にならないよう努める必要があります。 

 

 

取り組み ３ 総合評価 

■ボランティアセンターの充実 

■福祉ボランティアの養成 
C 

○内容 

コーディネート力を強化し、様々なニーズにこたえられるセンターにします。また

ボランティアの交流を促進し地域のボランティアの活動を活発にします。 

また、地域住民やボランティア団体を対象にボランティア養成講座を開催し、ボラ

ンティア活動の普及啓発を図ります。 

 

○今後の課題 

ボランティアセンターの認知度が低い現状にあります。学生を含んだ幅広い層をタ

ーゲットとした周知が課題となっています。 

また、ボランティアのニーズ調査とシーズ（ここではニーズ対応につながる潜在的

なボランティアや、活動者の技術やアイデア、できること）の把握が必要です。調査

から「こんなこともボランティアになるのか」という気づきを促し、若い年代のボラ

ンティアの発掘にもつなげていきます。 

 

 

取り組み ４ 総合評価 

■地域関係機関のプラットフォーム化3
 B 

○内容 

地域の様々な関係機関が「横」でつながり、住民のニーズに総合的に対応するしく

みをつくります。 

 

○今後の課題 

おおむね目的は達成されているが、引き続き、多職種、多機関との連携を図り地域

支援につなげます。 

 

 

3 プラットフォーム…様々な機関やサービス実施主体が連携し、情報共有や支援を協働で行う仕組みや、協議する場

のことを指します。 
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取り組み ５ 総合評価 

■共同募金活動の推進 C 

○内容 

多様な団体や住民参加による共同募金委員会の設置により、住民活動に密着した活

動助成を行います。 

 

○今後の課題 

募金の使途内容が理解されていない課題があります。地区の広報誌等で使途は周知

していますが、見ていない人が多い現状です。結果として、年ごとに募金額が減少し

ており、また、町会費と同様に一斉に集金されることが多いためか、募金活動自体へ

の意識や理解が低い現状があります。そのため、募金の意義や使いみちが伝わるよう、

目に留まるような周知の仕掛けが必要となります。 

 

 

取り組み ６ 総合評価 

■地域生活支援体制の整備 C 

○今後の課題・取り組み 

各地域でのきめ細やかなニーズ把握と地域住民の福祉活動の促進と社会資源の創出

を期待します。 

 

 

取り組み ７ 総合評価 

■地域包括支援センターによる総合相談体制 B 

○内容 

介護保険法において地域のネットワークづくりの中核の一つに位置付けられている

公的機関です。主に介護問題や虐待対応、介護予防など地域にお住まいの高齢者や高

齢者に関する問題に対応する相談支援を行います。在宅介護支援センター（市内 7ヶ

所）と連携して地域の介護・高齢者の問題に対応します。 

 

○今後の課題・取り組み 

今後、認知症高齢者及び在宅医療介護連携、地域包括ケアシステムの構築に向けた

地域づくりに取り組みます。 
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取り組み ８ 総合評価 

■在宅医療・介護連携の推進 C 

○今後の課題・取り組み 

今後、認知症高齢者及び在宅医療介護連携、地域包括ケアシステムの構築に向けた

地域づくりに取り組みます。 

 

 

取り組み ９ 総合評価 

■在宅介護支援センターとの連携 C 

○内容 

市内 7ヶ所に設置されている在宅介護支援センターと連携することで、より地域の

実情に即した、細やかな支援が期待できます。 

 

○今後の課題 

地域住民（高齢者）に関する身近な相談窓口として、また、地域包括支援センター

のブランチ4として周知と連携を進める必要があります。 

 

 

取り組み １０ 総合評価 

■障害者相談支援事業所との連携 B 

○内容 

身体・知的・精神の障害者の相談事業所と連携することで、専門外の相談を受けて

も適切な機関につなぐことができます。 

 

○今後の課題 

ワンストップサービス5として連携が図れている。今後、障害者の地域移行に向けて、

より継続した支援体制の構築が求められる。 

   

 

4 ブランチ・・・支店、分店のことで、ここでは地域包括支援センターの機能を在宅介護支援センターが代替し、相

談や支援を行うことを指します。 

5 ワンストップサービス…複数の場所や担当に分かれている機能を一か所に集約させて対応する仕組みのことで、こ

こでは障害者が市内のどの窓口で相談してもたらいまわしにならずに、適切な相談支援を受けられるよう各機関が連

携して対応することを指します。 
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取り組み １１ 総合評価 

■福祉総合相談 B 

○内容 

福祉に関する様々な相談に対応し、必要時は専門機関につなぎます。 

 

○今後の課題 

福祉相談窓口として周知を図る必要があります。多様化する問題を把握し、関係機

関につなぐ等のコーディネート力を高めます。 

 

 

取り組み １２ 総合評価 

■生活困窮者に対する総合相談 B 

○今後の課題 

相談支援の対応はできてきているが、①緊急的な支援が必要な相談者、②就労先の

確保、③家計相談など、制度上での体制整備が必要です。 

 

 

取り組み １３ 総合評価 

■児童館（１センター・４館）の運営 E 

○今後の課題 

所期の目的を達成しました。事業は終了しましたが、子どもの居場所づくりに関し

て検討が必要です。 

 

 

取り組み １４ 総合評価 

■放課後児童クラブの支援 C 

○内容 

社会参加の促進や、子育てに関する相談を行い子育て家庭の孤立を解消します。ま

た、児童・生徒の居場所づくりを行います。 

 

○今後の課題 

身近な地区社協・地域づくり協議会等が実施主体となっています。子どもたちの居

場所づくりについては、地区懇談会やアンケートから作りたいとの意見が多く、検討

する必要があります。   
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取り組み １５ 総合評価 

■生活福祉資金貸付制度 B 

○内容 

生活の安定と経済的自立を目的とし、資金の貸し付けと必要な相談支援を行います。 

 

○今後の課題 

相談が他のニーズ（特に障害等）に結び付くことが多く、今後も総合相談窓口の一

つとして機能することが期待されます。 

 

 

取り組み １６ 総合評価 

■福祉機器リサイクル事業 B 

○内容 

ベッド、車イス等の福祉用具を貸与し家庭や地域での生活をサポートします。 

 

○今後の課題 

機材のメンテナンス、老朽化等課題がありますが、所期の目的は達成できています。 

 

 

取り組み １７ 総合評価 

■権利擁護体制の充実 

■福祉サービス利用支援事業 
B 

○内容 

福祉サービス利用支援事業では、主に認知症、知的障害、精神障害などの理由で判

断能力が低下してきた方の各種福祉サービス利用料支払いの手続きや、日常生活に必

要なお金の出し入れの支援を行います。 

また、判断能力が低下したため支援が必要な方の消費者被害相談や成年後見制度に

関する相談等、その方の権利を守るために必要な支援の体制を整えます。 

 

○今後の課題 

潜在的なニーズがあるため、事業につないでくれる人材の育成が必要です。 
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取り組み １８ 総合評価 

■弁護士による無料法律相談 B 

○今後の課題 

所期の目的を達成できているが、相談者 1人あたりの相談時間や回数について今後

検討の必要があります。 

 

 

取り組み １９ 総合評価 

■住環境のコーディネート D 

○内容 

住民による交通危険区域調査や、障害者・高齢者の意見を調査し、住民の誰もが使

いやすいまちになるように地域づくりのサポートをします。 

 

○今後の課題 

住民からは通学路、車いす・老人車の移動等について道路の危険個所や施設の改善

の声があります。またバリアフリー6の観点から公共施設や道路の改善提案など住民活

動への支援が必要です。 

 

 

取り組み ２０ 総合評価 

■市民健康福祉まつりの開催支援 B 

○内容 

住民が参画する市民健康福祉まつり委員会・実行委員会の運営をサポートします。 

 

○今後の課題 

会場や、開催方法について、委員会が主体的に活動していくことが求められます。   

 

6 バリアフリー…高齢者や障害者が社会生活を送るうえで、障壁となるものを取り除くこと。物理的なもの以外にも、

制度上、文化情報、意識上（心）のバリアフリーがあり、どんな人でも不自由なく生活できる社会の実現を目指す考

え方です。 
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取り組み ２１ 総合評価 

■よりあいの場開催支援 B 

○内容 

地域住民の他世代交流や活動の場づくりを支援します。 

 

○今後の課題 

継続支援から立ち上げ支援に切り替わり、現在は生活支援体制整備の視点からも世

代間交流は重要となっています。今後も助成による支援を継続します。 

 

 

取り組み ２２ 総合評価 

■いきいき講座の開催 E 

○内容 

市内 4か所で単位老人クラブを対象に健康と生涯学習の講座を実施します。 

 

○今後の課題 

所期の目的は達成できました。七尾市では事業が終了しました。 

 

 

取り組み ２３ 総合評価 

■介護予防教室への協力 B 

○今後の課題 

認知症予防教室をはじめとし、介護予防・認知症予防の取り組みを周知しています。 

 

 

取り組み ２４ 総合評価 

■住民福祉懇談会の実施 C 

○内容 

住民自身が、地域のニーズを把握し解決の方法を話し合うしくみをつくります。 

 

○今後の課題 

住民（地域）福祉懇談会の参加者は地域で役職に就いている高齢者が多く、メンバ

ーが固定化している傾向があります。若い年齢層の参加が著しく少ないことが課題で

す。そのため、新しい層の地域参加者を促すための、つながる仕掛けが必要です。 

開催を通して、地域の中の課題を認識し共有しますが、その課題を地域住民が主体
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的に解決していくことまでつながっていないことが現状です。 

高齢化率も高くなり、一人暮らしや二人暮らしの高齢者が多い町もあります。高齢

者が地域福祉活動の主体を担っていますが、限界があり若い年代の人にも担って欲し

いという声を聞きます。そのため、若い年代に向けた情報発信をし「今何もしなくて

いいのか」と考える機会を作ったり、若い世代が入りやすい町会組織にしたりするこ

となども有効な手段となってきます。 

 

 

取り組み ２５ 総合評価 

■福祉活動の普及・啓発 B 

○今後の課題 

広報誌等で定期的に福祉活動を紹介しています。支え合いマップづくりインストラ

クターを養成し、仕組みづくりを継続しています。 

 

 

取り組み ２６ 総合評価 

■福祉教育の推進 

■ボランティア協力校との連携・活動援助 
B 

○内容 

ボランティア協力校と連携し児童生徒の福祉教育の推進と、ボランティア活動の普

及を図ります。また、児童・生徒に福祉体験などをとおして、福祉を学ぶ機会をつく

り、住民に出前講座や機関誌の発行、各種講座の開催をとおして、意識啓発を図りま

す。 

 

○今後の課題 

福祉教育についての情報提供や、授業の企画に協力するなど、学校等教育機関と連

携が必要です。 

また、各種企業や団体に対しても福祉体験やボランティア実施を働きかけるなど、

将来的に地域の困り事に解決に取り組む、地域の社会資源が増加するような取り組み

が必要です。 

 

 

取り組み ２７ 総合評価 

■地区公民館との連携 B 

○今後の課題 

公民館機能は地域づくり協議会の社会教育関係部会へ引き継がれました。コミュニ

ティセンターとの連携を継続します。 
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取り組み ２８ 総合評価 

■地域活動の情報提供 B 

○今後の課題 

地区が作成する広報誌への助成、市社協広報誌においても地域福祉活動の紹介等を

行い、周知を継続します。 

 

取り組み ２９ 総合評価 

■身近な活動の場づくり（サロンの設置） B 

○今後の課題 

よりあいの場事業でも記載のとおり、今後は立ち上げ支援に注力し地域住民の主体

性を尊重した通いの場の活動支援を行います。 

 

 

取り組み ３０ 総合評価 

■団体活動への支援 B 

○今後の課題 

団体として行事開催だけでなく、地域の課題にも取り組む力を持った団体を増やし

ます。組織のあり方を見直し主体的な活動を行えるような関わりを継続します。 

 

 

取り組み ３１ 総合評価 

■七尾サンライフ福祉センターの運営 E 

○今後の課題 

やすらぎの場は長年近隣地域住民の憩いの場として利用され、特に福祉風呂は高齢

者や障害者の利用も多く、所期の目的は達成しました。七尾市社会福祉協議会として

は指定管理が終了しました。 

 

 

取り組み ３２ 総合評価 

■高齢者・障害者・生活困窮者への就労支援 

■障害者等交流ショップの開設 
C 

○今後の課題 

七尾市においても生活困窮者の相談があるため、生活サポートセンターななおとし

て支援を継続し強化します。 

第３章 第 2次地域福祉活動計画の取り組みと評価 



 

26 

生活困窮者の中でスムーズに一般就労に就くことが難しい方には就労訓練という場

があります。七尾市には、生活困窮に対応する就労訓練の場が少ないことが課題です。

就労訓練する場があれば、訓練することで収入を得て生活費の一部に充てたり、一般

就労につながったりする場合もあります。 

 

 

取り組み ３３ 総合評価 

■世代間交流の推進 B 

○今後の課題 

現在は生活支援体制整備の視点からも世代間交流は重要です。今後も助成による支

援を継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の結果一覧 

評価 内容  

A 目的を達成したため完了または終了 0 

B 目的は概ね達成したが、継続が必要 19 

C 未達成のため強化が必要 10 

D 未達成のため継続が必要 1 

E 終了（事業自体を現在はしていない、他の主体で実施済等も含む） 3 
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第 4 章 計画の基本理念と基本方針 

 

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。  

この目指す将来像は、七尾市民ふれあい福祉条例（平成 16 年 10 月 1 日

条例第 128 号：改正平成 17 年 9 月 30 日条例第 60 号）の理念のもと、年

齢、性別、障害や疾病の有無に関わらず、人間としての尊厳と人格の自由な発

展を守り、基本的人権の尊重を遵守し、地域と個人の主体性、そして社会、地

域、個人の連携と相互扶助、助け合いの地域福祉を実現する福祉都市としての

七尾市の創造を目指しています。  

地域福祉活動計画は、七尾市地域福祉計画と緊密に連携し推進していく計画

であり、市民、事業者、行政が一体となり地域共生社会の実現を目指すもので

あるため、目指す将来像、基本理念、基本方針を共有します。  

  

２．基本理念 

 

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、七尾市地域福祉計画と同じく、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 

第４章  計画の基本理念と基本方針  
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３．基本方針 

 

 本計画では、前記基本理念を基に以下 3 点を基本方針とします。  

 

  基本方針１  支え合いの「しくみ」づくり  

私たちはみな「いつまでも住み慣れた地域で、自分らしく暮らした

い」と願っています。地域において、安全に安心して自分らしく暮ら

すこと（地域における生きる力）を考えるとき、自分だけがよければ

いいのではなく、他人の存在も受けとめ、自分の問題も他人の問題も

地域の問題として捉え、解決に向けて取り組むことが必要になりま

す。  

「地域で共に生きる力」を培うとき、幅広いネットワーク（人間関係

のつながり）が求められます。ネットワークを支え育成するしくみや

環境をつくり整えることで、「希望と安心に満ちた福祉都市」を目指

します。  

 

  基本方針 2 支え合いの「こころ」づくり  

誰もが、安心して暮らせるまちづくりのためには、その問題解決に向

けて「まず自分ができること」から取り組むことが大切です。そして

その中から互いに「助けてほしい」という声を発することができる仲

間づくりや、「助けて」という声をキャッチできる人材の育成・支援

を行い、地域に住む「人とのつながりづくり」を通じて、「希望と安

心に満ちた福祉都市」を目指します。  

 

  基本方針 3 支え合いの「活動の場」づくり  

私たちの生活は物質的には豊かになりましたが、反面、心のゆとりや

豊かさは失われつつあります。心のゆとりや豊さは「人とのつなが

り」から満たされ、生まれるものです。このためには、人と人とをつ

なぐ場が必要になります。  

気軽に行ける範囲で集まり、ふれあうことができる場をつくることに

より、人とのつながりを通じて、人を思いやる優しい気持ちや温かさ

を育て、「生きる力」を育み「希望と安心に満ちた福祉都市」を目指

します。  
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第 5 章 地域課題解決のための取り組み（重点項目） 

 

 本計画では、地域福祉懇談会からの意見、市内中学校の 2 年生と保護者を

対象としたアンケートから、現在の困りごと及び 10 年後に予想される困り

ごと、福祉問題を中心とした様々な課題を地域課題とし、地域福祉推進会議

作業部会において話し合い、優先度の高い課題に対して、地域に住んでいる

私たちが取り組むべきものをまとめ、具体的な取り組みを重点事項として提

案するものです。  

 重点事項には、タイトル、困りごと、10 年後の理想、主体別の具体的な

取り組み、ポイントを記載しています。また、対応する先進事例等も紹介し

ています。  

 これは七尾市全体の一般化された課題であり、各地区で取り組む個別計画

の基礎計画としても活用できます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第５章  目標達成のための取り組み（重点項目）  

重点項目  

タイトル  

困りごと  

10 年後

の理想  

主体別の

取り組み  

ポイント  
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41 

 

第 6章 七尾市社会福祉協議会が強化する取り組みについて 

  

 七尾市社会福祉協議会では、地域福祉懇談会及びアンケートで確認した課題

を解決するために中長期の計画として取り組みを実施していきます。  

 

１．住民課題に対する取り組み  

 

 住民課題に対しては、地域住民主体による取り組みを支援します。  

課題  方針  

買い物  
高齢者や障害者など、食料品をはじめとした生活必需品の購入

ができる環境を整える支援をします。  

生活  
地域の人が互いに助け合える関係づくりを進めるための支援

をします。  

移動  

住民によるデマンドタクシーや、社会福祉法人の地域貢献な

ど、地域の社会資源を活用した課題解決にむけた取り組みを支援

します。  

見守り  

地域福祉ネットワークを活用し、民生委員や地域福祉推進員、

町会長など限られた人だけでなく、地域で暮らすだれもが互いに

見守り合う温かい地域づくりを支援します。  

つながり・担い手  

町会単位の取り組みや地域活動の存続について、ボランティア

の活用を含めた組織改編の提案など継続可能な自治組織の運営

を支援します。  

介護・健康  

健康寿命の伸長や介護予防の取り組みを支援します。  

可能な限り在宅で生活し続けられる地域づくりの取り組みを支

援します。  

空き家  
住民による空き家の活用や、所有者の意向確認など、町会や地

域の取り組みを支援します。  

環境整備  

高齢者や障害者、児童が安心して利用できる環境を整備するた

め、町会をはじめとする地域住民が危険個所の把握や改善に関す

る提言等を行えるように支援します。  

防災・災害対策  
町会単位での防災や災害時活動の取り組みや組織作りを進める

ため、自主防災組織・地域福祉ネットワークの活動を支援します。 
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２．第 2 次地域福祉活動計画から引き継ぐ取り組み  

 

（１）七尾市社会福祉協議会が主体的に取り組む活動  

 

第 3 章で記載した第 2 次地域福祉活動計画の振り返りから、本計画で特に

強化すべき項目について以下にまとめました。  

 

①地域福祉ネットワークの構築と拡充・住民の福祉活動の促進  

見守りや課題解決を地域の力で進めていけるように、地域福祉ネットワー

クの活動を促進します。地域福祉ネットワークは、障害者や高齢者など支援

が必要な方の地域生活を支えるしくみでもあり、自主防災組織による防災活

動や、避難活動の対象者の把握や具体策の検討にも必要です。  

 

②地区社会福祉協議会等（地区単位）活動の活性化・地域福祉懇談会の実施  

地区社会福祉協議会や地域づくり協議会（福祉関連部会）の活動を支援し

ます。  

地域福祉は町会単位の活動の集約です。町会単位の福祉活動を活性化させ、

連携させるには、地区単位で活動の方向性を考えたり、情報共有したりする

ことが肝要です。また、地区単位の規模で課題の整理や解決策を協議するこ

とで、七尾市全域での提言や活動につながります。  

地区単位で方向性を考える場として地域福祉懇談会があります。地区社会

福祉協議会や地域づくり協議会の福祉関係部会が実施主体として想定され

ます。  

 

③ボランティアセンターの充実・ボランティアの養成  

七尾市内におけるボランティア活動のニーズ調査を実施します。また、組

織的なボランティア活動がしやすくなるよう各種団体の連携支援や、新たな

活動につながるボランティア講座等を開催します。  

七尾市では、ボランティアグループの高齢化が顕著で、新たな活動ができ

にくい状況です。そのため、高齢者と児童が一緒にできるボランティアや、

多世代で参加できるボランティアを企画します。さらに、児童生徒によるボ

ランティア活動や、企業による社会貢献活動を促進するような事業を実施し

ます。  

 

④権利擁護体制の充実  

認知症高齢者や障害者の成年後見制度や金銭管理など、本人の権利と財産

第 6 章  強化する取り組みについて  



43 

を守るという潜在的なニーズがある一方、総合的な相談窓口が現在ない状況

です。そのため、地域の中で相談を受けたり支援につないだりできる人材を

育成します。  

また、障害者の権利擁護及び認知症高齢者の増加に伴うニーズの顕在化に

対応するため、成年後見制度の普及と利用の円滑化を図ります。  

 

⑤福祉教育の推進  

生活圏の中で、地域と密着したボランティア養成や福祉体験のプログラム

を企画・実施します。  

ボランティア養成後または福祉体験の後に地域に活動が反映される仕組

みを作ります。  

学校と協力し、福祉体験を積極的に実施し幼い時から福祉に触れることで、

高齢者や障害者を始め、妊産婦や児童などが排除されない社会（ソーシャル

インクルージョン）を目指します。  

 

⑥多職種連携・専門機関のプラットフォーム化・地域との連携  

様々な福祉事業所、相談機関が連携することで、課題に対し多角的な視点

で解決にむけ関わることができます。  

多くの福祉課題は地域で起きており、専門機関の支援だけで解決できるも

のではありません。居住する地域の住民や福祉に関わる支援者、家族などと

連携し課題に取り組む必要があります。  

そのため、専門機関と地域が連携するためのプラットフォーム化を推進し

ます。  

七尾市社会福祉協議会は、地域の困りごとの調査や地域資源をつなぐ役と

しても機能する必要があります。そのため、福祉課題の分野を限定すること

なく幅広く相談を受け、福祉活動につなげていく総合相談の取り組みも強化

していく必要があります。    
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（２）具体的な取り組みの例  

 

①地区担当制の導入  

七尾市社会福祉協議会職員で地区担当制を敷くことが考えられます。担当

地区に深く関わることにより、住民との連携が深まり、地域の課題が見えや

すくなり、また総合相談の窓口になるなど、本計画における重点項目の展開

が円滑に進むことが期待できます。  

 

②権利擁護センターの設置  

 成年後見制度の相談や、福祉サービス利用支援事業（日常生活自立支援事

業）の実施、市民後見人の育成、親族後見の支援等、金銭管理や財産管理に

関する相談支援の総合窓口として権利擁護センターを設置します。  
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第 7 章 計画の進行管理について 

 

 本計画は、七尾市社会福祉協議会が地域住民の意見や困りごと集約し、福祉、

教育等関連分野の住民代表が参加する地域福祉推進会議及び同作業部会にお

いて協議した内容をもとに策定した民間計画です。  

 行政計画による各種施策を利用しながらも、制度やサービス、専門サービス

だけでは解決しきれない細かな地域の課題を、住民も力を出し合って解決し

ていくための方針や提案をまとめたものであり、七尾市社会福祉協議会を始

め、地区社会福祉協議会や地域づくり協議会、民生委員、町内会など自治団体

や地縁団体が協働していくことを計画の根幹としています。  

 多様な団体、我々一人一人の取り組みが「10 年後の七尾」づくりにつなが

っていくため、この計画で提案する取り組みの進捗状況を確認し、評価しなが

ら、取り組みの強化又は見直しを行っていくことが肝要です。  

 そのため、七尾市社会福祉協議会では、進捗状況の確認及び評価を継続して

行っていきます。  

 

 

（１）地域福祉推進会議の開催  

 

 地域福祉活動計画を総合的に推進するため、現状の把握と、俯瞰的・全体的

な視点で評価することが大切になります。七尾市社会福祉協議会では、第 2 次

地域福祉活動計画から引き続き、地域福祉推進会議を設置し、計画推進に関す

る事項について、進捗状況の把握、評価、見直しや強化などの調整を行ってい

きます。  

 開催頻度は、原則として年に 1 回以上とします。評価年は開催回数を増や

し、内容について協議を行います。  

 また、見直し期は、見直しに必要な様々な調査を行うことも想定されるため、

必要に応じて開催していきます。  

 

（２）計画の進行管理の時期と評価の方法  

 

 計画を前期 3 年・中期 3 年・後期４年の 3 期に分けて評価を行います。  

 また、最終の 2 か年は、見直し期として、10 年の総括と第 4 次計画に向け

た策定の期間とします。  

 計画の評価の方法は以下の方法を用いて行います。  
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 なお、評価は本計画第 5 章の重点項目及び第 6 章の七尾市社会福祉協議会

の取り組みを中心に行います。  

 また、行政計画との整合性も図るため、評価時には行政担当課への情報提供

や、社会情勢に即した取り組みを随時検討します。  

 

主な現状調査の例  

  ・七尾市内中学２年生とその保護者へのアンケート  

  ・地域福祉懇談会  

・地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、女性会、子ども会等各種

団体へのアンケート  
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