
第３回「第３期南砺市地域福祉計画」策定委員会 

 

  日 時：令和３年１２月３日（金） 

  午後２時００分～ 

         場 所：南砺市地域包括ケアセンター２階 

             多目的研修室 

 

議 事 次 第 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 議  事 

 

（１）「第２期南砺市地域福祉計画」の評価について   資料１ 

 

（２）「第３期南砺市地域福祉計画」骨子（案）について 資料２－１ 

                          資料２－２ 

 

（３）「第３期南砺市地域福祉計画」素案について    資料３ 

 

（４）策定スケジュールについて            資料４ 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

 

 



（任期　令和２年１０月８日　～　令和４年３月３１日まで）

氏　　名 職　　　　名 区　　分

1 鷹西　恒 富山福祉短期大学

2 松　智彦 ＮＰＯ法人南砺市医師会

3 中山　繁實 南砺市社会福祉協議会

4 得能　金市 南砺市民生委員児童委員協議会

5 柴田　芳雄 社会福祉法人　マーシ園

6 前川　達夫 社会福祉法人　福寿会

7 川口　正城 南砺市老人クラブ連合会

8 上久　雅美 男女共同参画推進員南砺市連絡会

9 玉井　順一 南砺市身体障害者協会

10 長谷川 京子 南砺市手をつなぐ育成会

11 吉井　文子 南砺市ボランティア連絡協議会

12 真草嶺 信義 南砺市地域づくり協議会連合会

13 吉田　茂信 南砺市ＰＴＡ連絡協議会

14 開　貴視 公募委員

15 野嶋　京子 公募委員

16 古瀬　陽子 公募委員

17 井波　瑞穂 公募委員

公募委員　４名 

南砺市地域福祉計画策定委員会委員名簿

学識経験者　２名　

関係市民団体等の
代表者　７名

保健・医療・
福祉関係４名



【「最終目標値達成状況」の表示の判断基準】

○：　最終目標値を達成

△：　指標は改善しているが、最終目標値を未達成

×：　指標が改善していない

計画当初
（状況）

最終
目標値

R2
実績値

最終目標
達成状況

最終目標
値に対す
る進捗率

（％）

（a) （c) （ｄ) ① ②

1 特定健診における受診率 ％ 63.1 65.0 56.9 ✕ △ 326.3 総合計画

2
心身ともに健康だと感じている
市民の割合

％ 49.3 55.0 51.0 △ 29.8 総合計画

3 人口10万人当たり医師数 人 163.3 175.0 182.9 ○ 167.5 総合計画

4 人口10万人当り看護師・准看護師数 人 1,197 1,257 1,323 ○ 210.5 総合計画

5 ボランティアコーディネーター 名 4 4 4 ○ 100.0 地域福祉
活動計画

6 ボランティアセンター団体数 団体 179 185 163 ✕ △ 266.7 社会福祉
協議会

7
ボランティア活動に参加している
市民の割合

％ 46.8 52.3 38.5 ✕ △ 150.9 総合計画

8 学習活動を行っている市民の割合 ％ 27.6 30.0 19.9 ✕ △ 320.8 総合計画

9 民生委員・児童委員の相談・支援件数 件 4,220 4,350 3,622 ✕ △ 460.0 民生委員
活動状況調

10 民生委員・児童委員数 人 155 155 155 ○ 100.0 福祉課

11 日常生活自立支援事業にかかる専門員数 名 3 3 3 ○ 100.0 社会福祉
協議会

12 生活支援員数 名 55 60 56 △ 20.0 地域福祉
活動計画

13
成年後見人制度の名前も内容も
知っている人の割合

％ 19.7 50.0 － 数値なし － アンケート
調査

14
不当な差別的扱いや
嫌な思いをしたことがない人

％ 52.9 60.0 52.2 ✕ △ 9.9
アンケート

調査
R2実施

15 生活困窮者自立支援制度の認知度 ％ 9.5 16.7 － 数値なし － アンケート
調査

16
就労しながらも無理なく子育てするこ
とができると感じる保護者の割合

％ 65.2 70.0 69.7 △ 93.8 総合計画

17 インターネットを利用している市民の割合 ％ 75.7 85.0 82.4 △ 72.0 総合計画

18 ケーブルテレビの加入率 ％ 62.9 65.0 62.4 ✕ △ 23.8 総合計画

19 手話通訳者等の利用件数 件 56 70 67 ○ 78.6 障がい者
計画

20
市開催行事への手話通訳者
要約筆記者の派遣回数

回 3 7 2 ✕ △ 25.0 障がい者
計画

21 手話講習会の受講修了者数 名 9 15 11 △ 33.3 障がい者
計画

■　第２期南砺市地域福祉計画　成果指標・目標値　一覧表

５．情報提供と相談窓口
　　の充実

基
本
目
標

施策の方針 成　果　指　標
単
位

参考
指標

１
　
健
や
か
な
や
す
ら
ぎ
の
ま
ち
づ
く
り

１．健康づくりの推進

２．社会・地域活動への
　　参加の促進

３．生活支援の充実

４．自立を支える
　　働く場づくり

○
17
37%

△
10
22%

✕
17
37%

数値なし
2
4%

最終目標達成状況

○

△

✕

数値なし

資料１

R1

R1



計画当初
（状況）

最終
目標値

R2
実績値

最終目標
達成状況

最終目標
値に対す
る進捗率

（％）

（a) （c) （ｄ) ① ②

基
本
目
標

施策の方針 成　果　指　標
単
位

参考
指標

22 支え合いマップの作成 地区 4 31 18 △ 51.9 地域福祉
活動計画

23 地区社会福祉協議会連絡会の開催回数 回 2 3 1 ✕ △ 100.0 地域福祉
活動計画

24 地域福祉サポーター数 人 59 62 59 △ 0.0 社会福祉
協議会

２．気軽に参加や
　　交流ができる場所づくり

25 ケアネット研修会等開催支援回数 回 23 30 21 ✕ △ 28.6 地域福祉
活動計画

３．地域で支えあう
　　仕組みづくり

26 市民支援者となっている市民の割合 ％ 11.16 15.10 11.94 △ 19.8 総合計画

４．地域でできる福祉
　　サービスの開発と
　　普及促進

27 南砺市内にあるNPOの数 団体 22 30 23 △ 12.5 総合計画

５．福祉にかかわる
　　団体間の連携

28 地区社会福祉協議会連絡会の開催
回数（再掲）

回 2 3 1 ✕ △ 100.0 地域福祉
活動計画

29 ボランティア活動に参加している
市民の割合

％ 46.8 52.3 38.5 ✕ △ 150.9 総合計画

30 福祉出前講座の実施回数 回 17 20 19 △ 66.7 地域福祉
活動計画

31 災害に対する備えをしている世帯の割合 ％ 75.0 90.0 95.0 ○ 133.3 総合計画

32 自主防災組織 組織 36 37 37 ○ 100.0 総務課

33 自主防災組織が実施した訓練回数 回 32 37 57 ○ 500.0 総合計画

34 福祉避難所協定数 箇所 5 10 10 ○ 100.0 福祉課

35 自主防災組織が実施した訓練回数
（再掲）

回 32 37 37 ○ 100.0 総合計画

36 防災こころえ隊の人数 人 54 70 97 ○ 268.8 総合計画

37 犯罪対策を心がけている市民の割合 ％ 71.6 76.0 70.1 ✕ △ 34.1 総合計画

38 交通安全活動等に参加した市民の
割合

％ 35.9 40.0 30.6 ✕ △ 129.3 総合計画

39 公共交通機関を使いやすいと感じる
市民の割合

％ 36.7 40.0 24.2 ✕ △ 378.8 総合計画

40 道路を快適に移動していると
感じる市民の割合

％ 53.8 58.0 60.1 ○ 150.0 総合計画

41 ホームページ閲覧件数 万件 92 100 1630 ○ 19225.0 総合計画

42
住基カードからマイナンバーカードの
発行に切り替わったことを知っている
市民の割合

％ 76.2 95.0 63.7 ✕ △ 66.5 総合計画

43 冬期に安心して暮らすことができると
感じる市民の割合

％ 65.3 68.0 74.0 ○ 322.2 総合計画

44 現在の住宅が住みやすいと
感じる市民の割合

％ 72.8 75.0 75.3 ○ 113.6 総合計画

45 ごみの総排出量（家庭系可燃ごみ） 千t 8.3 7.3 8.0 ○ 30.0 総合計画

46 一人一日当りのごみの排出量
（家庭系可燃ごみ）

ｇ 444.0 410.0 445.0 ✕ △ 2.9 総合計画

２
　
支
え
あ
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

１．支えあいのある福祉
　　サービスの環境づくり

６．福祉教育の推進

３
　
安
全
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り

１．災害時対策の推進

２．防犯・事故防止
　　対策の推進

３．安全な移動環境の
　　整備促進

４．快適な生活環境
　　の推進

R1

R1



赤字：追加変更
部分

第1部　計画策定の背景 第1部　計画策定の背景

1 地域福祉計画の定義 1 地域福祉計画の定義

2 地域福祉計画の背景 2 地域福祉計画の背景

3 社会福祉法の規定 3 地域福祉とは

4 地域共生社会とは

4 地域包括ケアシステムとの関係 6

5 地域福祉計画の策定 7 地域福祉計画の策定

8 社会福祉法の規定

第2部　計画基本目標 第2部　計画基本目標

1 計画の基本的な考え方 1 計画の基本的な考え方

2 計画の位置付け 2 計画の位置付け

3 地域福祉を進めるうえでの「圏域」の捉え方

3 計画の期間　平成29年～令和3年（5年間） 4 計画の期間　令和4年～8年（5年間）

4 計画の構成 5 計画の構成

第3部　南砺市の現状 第3部　南砺市の現状

1 総人口の状況 1 総人口の状況

2 高齢者の状況 2 高齢者の状況

3 障がい者の状況 3 障がい者の状況

4 児童の状況 4 児童の状況

5 地域活動の状況 5 地域活動の状況

6 生活困窮者・生活保護世帯の状況 6 生活困窮者・生活保護世帯の状況

第4部　基本計画 第4部　基本計画

第１章　健やかなやすらぎのまちづくり 第１章　健やかなやすらぎのまちづくり

1 健康づくりの推進 1 健康づくりの推進

2 社会・地域活動への参加の促進 2 社会・地域活動への参加の促進

3 生活支援の充実 3

4 自立を支える働く場づくり 4 自立を支える働く場づくり

5 情報提供と相談窓口の充実 5 情報提供と相談窓口の充実

第２章　お互いに支え合いのあるまちづくり 第２章　お互いに支え合いのあるまちづくり

1 支えあいのある福祉サービスの環境づくり 1 支えあいのある福祉サービスの環境づくり

2 気軽に参加や交流ができる場所づくり 2 気軽に参加や交流ができる場所づくり

3 地域で支えあう仕組みづくり 3

4 地域でできる福祉サービスの開発と普及促進 4 地域でできる福祉サービスの開発と普及促進

5 福祉にかかわる団体間の連携 5 福祉にかかわる団体間の連携

6 福祉教育の推進 6 福祉教育の推進

第３章　安全で快適なまちづくり 第３章　安全で快適なまちづくり

1 災害時対策の推進 1 災害時対策の推進

2 防犯・事故防止対策の推進 2 防犯・事故防止対策の推進

3 安全な移動環境の整備促進 3 安全な移動環境の整備促進

4 快適な生活環境の推進 4 快適な生活環境の推進

第5部　地域福祉計画と共に進める計画（仮）

第１章　重層的支援体制整備事業実施計画

第2章　成年後見制度利用促進基本計画

第3章　再犯防止推進計画

第5部　計画の推進 第6部　計画の推進

1 計画推進のための基本的な考え方 1 計画推進のための基本的な考え方

2 推進体制 2 推進体制

3 計画の見直しと評価 3 計画の見直しと評価

計画の数値目標 計画の数値目標

資料編 資料編

南砺市地域福祉計画策定委員会設置要綱 南砺市地域福祉計画策定委員会設置要綱

南砺市地域福祉計画策定委員会委員名簿 南砺市地域福祉計画策定委員会委員名簿

南砺市地域福祉計画策定経過 南砺市地域福祉計画策定経過

アンケート結果 アンケート結果

地域で支えあう仕組みづくり

地域福祉計画　新旧対照表

第2期南砺市地域福祉計画
～南砺市地域包括ケア推進プラン～

第３期南砺市地域福祉計画（案）
～南砺市地域包括ケア推進プラン～

地域包括ケアシステムとの関係

生活支援の充実

資料２－１



基本目標 取り組む方向性 基本目標 取り組む方向性

（１）健康づくり活動の推進 （１）健康づくり活動の推進
（２）医療体制の充実 （２）医療体制の充実
（３）介護予防の推進 （３）介護予防の推進
（４）正しい食生活の指導 （４）正しい食生活の指導

（１）ボランティアの育成・支援 （１）ボランティアの育成・支援
（２）生活課題に直面している当事者及び当事者団体への支援 （２）生活課題に直面している当事者及び当事者団体への支援
（３）活動拠点の充実・支援 （３）活動拠点の充実・支援
（４）生涯学習の充実 （４）生涯学習の充実
（５）地域のふれあいの場づくり （５）地域のふれあいの場づくり
（６）青少年の健全な育成 （６）青少年の健全な育成

（１）自立生活支援の充実 （１）自立生活支援の充実
（２）身近な地域での助け合いの仕組み （２）身近な地域での助け合いの仕組み
（３）成年後見制度・日常生活自立支援事業の促進 （３）成年後見制度・日常生活自立支援事業の促進

（１）高齢者・障がい者の自立と環境の整備 （１）高齢者・障がい者の自立と環境の整備
（２）生活困窮者等の環境の整備 （２）生活困窮者等の環境の整備
（３）子育て家庭の環境の整備 （３）子育て家庭の環境の整備
（４）地域における就労支援 （４）地域における就労支援

（１）情報伝達手段の多様化 （１）情報伝達手段の多様化
（２）適切な情報発信・諸団体の情報交換促進 （２）適切な情報発信・諸団体の情報交換促進
（３）地域に情報交換できる場の設置 （３）地域に情報交換できる場の設置
（４）相談窓口の充実 （４）相談窓口の充実

（１）交流の場づくり （１）交流の場づくり
（２）人の交流促進 （２）人の交流促進
（３）地域福祉サポーターの設置 （３）福祉活動リーダーの育成・支援

２．気軽に参加や交流ができる場所づくり （１）地域交流活動の構築 ２．気軽に参加や交流ができる場所づくり （１）地域交流活動の構築

（１）高齢者・障がい者・子育て中の人への支援 （１）高齢者・障がい者・子育て中の人への支援
（２）地域の横の連携 （２）地域の横の連携

（１）サービスの普及についての支援 （１）サービスの普及についての支援
（２）日常生活についての自立支援の拡充 （２）日常生活についての自立支援の拡充
（３）移動サービスの支援 （３）移動サービスの支援
（４）地域福祉活動施設の充実 （４）地域での支えあい体制の推進

５．福祉にかかわる団体間の連携 （１）福祉にかかわる団体間の連携強化 ５．福祉にかかわる団体間の連携 （１）福祉にかかわる団体間の連携強化

（１）福祉人材の育成 （１）福祉人材の育成
（２）学校における福祉教育の推進 （２）学校における福祉教育の推進

（１）情報伝達体制の整備 （１）情報伝達体制の整備
（２）高齢者や障がい者への避難支援 （２）高齢者や障がい者への避難支援
（３）防災・減災の推進 （３）防災・減災の推進

（１）防犯パトロールの実施 （１）防犯パトロールの実施
（２）地域と学校の連携 （２）地域と学校の連携
（３）虐待・家庭内暴力の防止 （３）虐待・家庭内暴力の防止
（４）事故の防止 （４）事故の防止

（１）使いやすい公共バスルート （１）使いやすい公共バスルート
（２）安全に通れる道路の整備 （２）安全に通れる道路の整備
（３）交通マナーの推進 （３）交通マナーの推進

（１）インクルーシブデザインの推進 （１）インクルーシブデザインの推進
（２）情報通信ネットワークの活用 （２）情報通信ネットワークの活用
（３）克雪の推進 （３）克雪の推進
（４）良質な住環境の支援 （４）良質な住環境の支援
（５）生活マナーの向上 （５）生活マナーの向上

安
全
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り

１．災害時対策の推進 １．災害時対策の推進

２．防犯・事故防止対策の推進 ２．防犯・事故防止対策の推進

３．安全な移動環境の整備促進 ３．安全な移動環境の整備促進

４．快適な生活環境の推進 ４．快適な生活環境の推進

支
え
あ
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

１．支えあいのある福祉サービスの環境づくり １．支えあいのある福祉サービスの環境づくり

３．地域で支えあう仕組みづくり

４．地域でできる福祉サービスの開発と普及促進 ４．地域でできる福祉サービスの開発と普及促進

６．福祉教育の推進 ６．福祉教育の推進

３．地域で支えあう仕組みづくり

 　　　南砺市地域福祉計画　施策体系　新旧対照表

第2期南砺市地域福祉計画 第３期南砺市地域福祉計画（案）

健
や
か
な
や
す
ら
ぎ
の
ま
ち
づ
く
り

１．健康づくりの推進 １．健康づくりの推進

２．社会・地域活動への参加の促進 ２．社会・地域活動への参加の促進

３．生活支援の充実 ３．生活支援の充実

４．自立を支える働く場づくり ４．自立を支える働く場づくり

５．情報提供と相談窓口の充実 ５．情報提供と相談窓口の充実

資料２－２
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１．地域福祉計画の定義 
 

地域福祉は、社会福祉サービスを必要とする個人やその家族の自立を地域住民が主体と

なって地域社会全体で支えることを目的とし、それを可能とする地域社会の福祉力及び住

み慣れた地域での生活に必要な条件整備の推進と、必要とする福祉サービスの提供を実現

するためのネットワーク活動の促進といわれています。 

地域福祉計画は、地域住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域福祉推進の主体

である住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必

要となる施策の内容や量、体制等について、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、

目標を設定し、計画的に整備していくことを内容とするものです。 
 

２．地域福祉計画策定の背景 
 

昨今、人口減少や少子高齢化、多様な価値観や生活様式、働き方の広がりにより地域社

会は大きく変化しています。地域福祉においても、担い手不足や活動者の高齢化が一層進

み、地域の支え合い機能は大きな転換期を迎えています。 

加えて、生活困窮やひきこもりなど、既存の制度の枠組みにあてはまらない課題や高齢

の親と子どもの家庭の「８０５０問題」、介護と子育てを同時に行う「ダブルケア」とい

った一世帯で複数のリスクを抱えるといった問題も生じています。 

このような状況を受け、国では、高齢者、障がいのある人、子どもなどへの対策に応じ

た福祉制度を整備し、支援を求める人への取り組みを進めるだけでなく、地域福祉を充実

させ、制度の枠組みに捉われず一人ひとりが尊重される「地域共生社会」を実現していく

施策を進めるようになりました。 

南砺市では、多様な特性のある地域があり、少子高齢化の進行が早く、従来にも増して

家族構成、相互扶助の仕組みが大きく変化してきていたことから、平成 19 年３月に「南

砺市地域福祉計画（10 年計画）」を策定しました。その後、社会情勢の変化や福祉課題生

活ニーズに対応するため計画を盛り込み、平成 29 年４月、「第２期南砺市地域福祉計画

（5年計画）」を策定し、地域福祉の取り組みを進めてきました。 

こうした中で、第２期地域福祉計画の満了を迎えることから、再度住民の方々の意見、

南砺市の状況の変化、法令改正状況を踏まえ、本計画を策定するものです。 

第３期地域福祉計画では、地域や住民が抱える多様化・複合化する課題を解決するた

め、これまでの地域福祉の取り組みを活かしつつ、南砺市が進める小規模多機能型自治と

の融合を図り、さらなるネットワーク強化を進めるなど重層的な支援体制を整備していく

こととします。 

地域共生社会を目指し、包括的な地域福祉施策を推進していくための指針として策定しま

す。 

第１部 計画策定の背景 
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■地域福祉推進に向けた国の動向 

「社会福祉法」の改正（平成 12 年 6 月成立、平成 15 年 4 月施行） 

国の社会福祉基礎構造改革のなかで、福祉サービスを必要とする人々が自立した生活

や社会参加ができるように、地域住民はもとより、社会福祉事業者、地域で福祉にかか

わる人々が相互に協力し、地域福祉を推進していくことが求められ、この地域福祉を計

画的に推進していくため、市町村において「地域福祉計画」を策定することが規定され

ました。 

 

 

 

地域福祉推進の主体は、「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社

会福祉に関する活動を行う者」の三者であり、目的は、これらの者が相互に協力し合う

ことにより「福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常

生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる

ようにすること」であるとし、地域福祉を推進する方策として「市町村地域福祉計画及

び都道府県地域福祉支援計画」の策定が求められました。 

 

３．地域福祉とは 

「社会福祉」とは、支援を必要とする特定の人に向けた福祉の考え方ですが、「地域福 

祉」には、特定の人に限定せず、地域に住む誰もが“しあわせな暮らし”を送ることがで

きる地域をつくっていく、という意味が込められています。 

地域福祉の推進に当たっては、「自助」、「共助」、「公助」の役割分担と相互の連携によ

って取り組むことが基本となります。 

南砺市では、平成 31 年４月より小規模多機能自治の手法による住民自治の再構築をは

かり持続可能な地域づくりを進めることとしましたので、第 3期地域福祉計画より互助と

共助の区分けをやめ、地域の中で助け合うことを「共助」とすることとしました。 

 

「自助」… 個人や家族による自助努力 

日常生活のなかの様々な課題に対して、個人の意志と行動や家族の支えあいによって主

体的に解決を図ることを「自助」といいますが、すべての生活課題を自力で解決しなけれ

ばならないということではありません。自分の努力で解決できない課題については、隣近

所や友人への相談や、行政や専門機関に支援を求めることも「自助」の範囲であり、極め

て重要です。また、自分の身の回りのことで問題が生じないように、普段から対策を考

え、準備しておくことも大切です。 

 

「互助」… 地域住民同士の支えあい 

近隣の住民同士や地域で活動する団体同士の支えあい・助け合いで地域の課題の解決を 

図ることを「互助」といい、地域福祉において中心的な取り組みです。 

社会保障審議会福祉部会において、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計

画策定指針の在り方「一人ひとりの地域住民への訴え」を公表（平成 14年１月） 
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「互助」を進めていくためには、地域で暮らすだれもが、福祉の受け手であると同時に 

担い手でもあることを自覚し、地域のなかでそれぞれが役割を担っていくことが大切で

す。 

 

 

 

近隣の住民同士や地域で活動する団体同士、友達などの支えあい・助け合いで地域の課

題の解決を図ることや自治会活動、介護保険や医療保険等に代表される社会保険制度及び 

サービスのことを「共助」といいます。 

地域で暮らすだれもが、福祉の受け手であると同時に担い手でもあることを自覚し、地

域のなかでそれぞれが役割を担っていくことが大切です。 

 

「公助」… 行政が行うサービスや支援 

行政が提供するサービスや、行政がなすべき支援を「公助」といいます。「自助」や

「互助」だけでは解決できない生活課題に対応し、地域福祉推進の基盤づくりを行うこと

も「公助」となります。「公助」としてなすべきことは行政が責任を持って対応しなけれ

ばなりませんが、「自助」や「互助」で解決できることは、できる限り地域で解決すると

いう意識を持つことが大切です。 

 

４．地域共生社会とは 

近年の地域福祉では「地域共⽣社会」の考え⽅が重要となっています。 

「地域共⽣社会」とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「⽀え⼿」「受け⼿」という 

関係を超えて、地域住⺠や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、人と人、人と

資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住⺠⼀⼈ひとりの暮らしと⽣きが

い、地域をともに創っていく社会のことをいいます。 

（平成 29 年 2 月 7 日厚⽣労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「共助」… 地域住民同士、活動する団体、友達などの支えあいから自治会活動や社会

保険のような制度化された互いの支えあい 
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■地域共生社会の実現に向けた国の動向 

「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」（平成 27 年 9 月） 

地域社会を取り巻く環境の変化によって、福祉ニーズが多様化・複雑化していること

を背景に、従来の分野別の社会福祉サービスから、すべての人が世代や背景を問わず安

心して暮らし続けられるまちづくり（全世代・全対象型地域包括支援）の必要性を提

示。包括的な相談体制や総合的な福祉サービスの提供など、４つの改革の方向性を示す 

 

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年 6 月閣議決定） 

「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」を踏まえ、子ども・高齢者・障がいの

ある人など、すべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことがで

きる「地域共生社会」の実現を提唱 

 

 
 

「地域共生社会」の実現に向けた具体的な検討を⾏い、最終とりまとめとして、市町

村における包括的な支援体制の構築や、地域福祉（支援）計画で各福祉分野に共通して

取り組むべき事項等を提示 

 

「社会福祉法」の改正（平成 29 年 5 ⽉成⽴、平成 30 年 4 月施⾏） 

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の⼀部を改正する法律」によ

り、「社会福祉法」も改正。「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念の規定、市町村に

よる包括的な支援体制づくり、地域福祉計画の充実について規定 

 

 
 

 

市町村における包括的な支援体制の整備のあり方や、今後強化すべき社会保障・生活

支援の機能について検討し、「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支

援」の３つの⽀援を⼀体的に行う市町村の新たな事業の創設等について提⽰ 

 

 

 

 

地域共⽣社会の実現を図るため、⽣活課題を抱える地域住⺠を支援する体制や、地域

住⺠が地域福祉を推進するために必要な環境を一体的かつ重層的に支援できるよう、 

福祉分野に関連する法律に基づき事業を⼀体的に実施する、重層的⽀援体制整備事業の

創設等について規定 
 

 

 

 

「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の設置（平成 28 年７月） 

地域⼒強化検討会の設置(同年 10 月)、地域⼒強化検討会最終とりまとめ(平成 29 年 9 月) 

地域共生社会推進検討会の設置（令和元年 5月） 

地域共生社会推進検討会 最終とりまとめ（令和元年 12 月） 

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」（令和 2年 6⽉成⽴、

公布、⼀部を除き令和３年４⽉施⾏） 
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５．重層的支援体制とは 

地域住民が抱える課題が複雑化・複合化しており、子ども・障がい・高齢・生活困窮と

いった分野別の支援体制では、複雑・複合的な課題や狭間のニーズへの対応が困難になっ

ている現状を踏まえ、属性や分野を超えた取り組みを柔軟に実施することで、課題を抱え

る相談者やその世帯への包括的な支援や、地域住民等による地域福祉の推進を展開しやす

い仕組みのこといいます。 

この重層的支援体制整備事業は、令和 2年 6月の社会福祉法の改正により創設されまし

た。重層的支援体制整備事業では、市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止

め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支

援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施することとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：厚生労働省「社会福祉法の改正趣旨・改正概要」の重層的支援体制整備事業の全体図 

 

６．地域包括ケアシステム、成年後見制度利用促進基本計画、再犯防止推進

計画、重層的支援体制整備事業実施計画との関係 

（１）地域包括ケアシステム 
国の高齢者施策では団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、高齢者が可能な

限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、住まい・医療・介護・予防・

生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指しています。地域包

括ケアシステムは、単に「高齢者」部門の取り組みではなく、また「介護」に限定され
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た取り組みでもありません。対象者は子どもや障がい者、子育て世代、元気な高齢者も

含め、すべての市民を対象者と位置付ける 

ものであり、また支援やサービスの内容は、医 

療、看護、介護、リハビリテーション、保健、 

福祉等の専門的なサービスのみならず、住まい 

や住まい方、地域の空き家の問題等にも関連が 

あります。 

したがって、この地域福祉計画では、この計 

画と関係する各種計画が一体的かつ整合性を持 

って作成されるよう、南砺市が目指す地域包括 

ケアシステムの基本計画も示すこととします。 

 

 

 

（２）成年後見制度利用促進基本計画 

平成 28 年 4 月、成年後見制度の利用の促進に関する法律が公布（同年 5月施行）さ

れ、市町村の講ずる措置（第 14 条）が規定されました。また、平成 29 年 3 月に閣議決

定された国基本計画で、市町村は、地域連携ネットワーク・中核機関に期待される機能

の段階的・計画的整備に向け、市町村計画を定めるよう努めることとされました。 

地域福祉計画策定ガイドラインが示す盛り込むべき事項は、以下の①～③です。地域

福祉計画では、これらも含めた内容とすることとします。 

① 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者への権利擁護支援のための

地域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の在り方 

② 権利擁護支援の担い手としての市民後見人等の育成や親族後見人も含めた活動支援の

在り方 

③ 日常生活自立支援事業の対象とはならないものの判断能力に不安があり金銭管理が必

要な者や身元保証人が存在していないために生活等に困難をかかえている者への支援

の在り方 

 

（３）再犯防止推進計画 

平成 28 年 12 月、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することで犯

罪被害を防止し、安全で安心して暮らせる社会を実現するため、再犯防止推進法が公

布、施行され、市町村は、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう

努めるとされました。（第 8条第 1項）また、平成 29 年 12 月に犯罪対策閣僚会議で市

町村では、地域の実情を踏まえた地方再犯防止推進計画を早期に策定するよう努めるこ

ととされたことから、地域福祉計画では、これらも含めた内容とすることとします。 

 

 

総合ケア 

地域を基盤とするケア 

出典：「＜地域包括ケア研究会＞地域包括 

ケアシステムと地域マネジメント」 
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（４）重層的支援体制整備事業実施計画 

令和 2年 6月、社会福祉法の改正で、市町村は、本事業を適切かつ効果的に実施するた

め、「重層的支援体制整備事業実施計画」を策定するよう努めることとされました。（第

106 条の 5） 

 この事業の市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支

援体制を構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域

づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施すること、住民や関係者・関係機関と

の意見交換等を重ね、事業実施の理念や目指すべき方向性について、共通認識を醸成する

ことなどが、地域福祉計画とも同様の取り組みであることから、地域福祉計画に含めて推

進していくこととします。 

 

７．地域福祉計画の策定 

 

第３期南砺市地域福祉計画は、市民をはじめとし、福祉関係団体、事業者及び自治会、

町内会等の諸団体の協力・参画を得て策定しました。 

計画の策定に当たっては、市民 2,000 人を対象とするアンケート及び地域において活動

をされている民生委員・児童委員へのアンケート、パブリックコメントを実施しました。 

具体的な計画策定体制としては「南砺市地域福祉計画策定委員会」、「南砺市地域福祉計

画庁内策定幹事会」、「ワーキンググループ会議」の３体制で計画案を検討し、最終的には

策定委員会の審議を経て取りまとめました。 

 

南砺市における計画策定の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民 

南砺市地域福祉計画 
・南砺市地域包括ケア推進プラン 

・成年後見制度利用促進基本計画 

・再犯防止推進計画 

・重層的支援体制整備事業実施計画 

策定委員会 

庁内策定幹事会 

ワーキンググループ
会議 

民生委員 

児童委員 

アンケート 

市 民 

アンケート 

・福祉関係団体 

・事業者 

・諸団体 
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８．社会福祉法の規定 

この計画は、社会福祉法第 107 条に規定される「市町村地域福祉計画」にあたる計画で

す。社会福祉法の策定方針によると、地域福祉計画には次の５つの事項を盛り込むことと

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める

計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 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 

二 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 

三 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 

四 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 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住

民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を

行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するもの

とする。 

（包括的な支援体制の整備） 

第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地

域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等

及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活

課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民

等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地

域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報

の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制

の整備に関する施策 

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者

その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、そ

の解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策 

２ 略 

社会福祉法（抄） 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加

し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 
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１．計画の基本的な考え方 

 

本計画は、「第２次南砺市総合計画（令和２年度～令和１２年度）」の将来都市像に掲げ

ている“誰ひとり取り残さない誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ”、目指すべきまちの

姿としては、“未来に希望がもてるまち”、“多様な幸せを実感できるまち”、“心豊かな暮ら

しができるまち” 及び“皆で考えともに行動するまち”を福祉分野において具体的に推進

するため策定したものです。 

具体的には、「南砺まちづくりプラン（令和２年度～令和６年度）」の目標に沿って、施

策等を進めていく方向とします。 

本計画の目指す方向の実現に向けた基本目標については、現行の南砺市地域福祉計画の

基本理念を継承し、「健やかなやすらぎのまちづくり」、「安全で快適なまちづくり」並びに

「支えあいのあるまちづくり」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の位置付け 
 

南砺市地域福祉計画は「南砺市総合計画」を上位計画とし、福祉分野の「上位計画」で 

あることから、個別計画である「南砺市高齢者保健福祉計画（いきいきほっとプラン）」、 

「南砺市障がい者計画」、「南砺市障がい福祉計画」、児童育成としての「南砺市子ども・ 

第２部 計画の基本目標 

〖南砺市総合計画「南砺まちづくりビジョン」〗 

誰ひとり取り残さない 誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ 

第３次南砺市地域福祉計画 
〖目指す方向〗  

 
※南砺市総合計画「南砺まちづくりビジョン」と同様 

 

〖基本目標〗 

    

   

   

※現行の地域福祉計画を継承 

 
未来に希望が 

もてるまち 

多様な幸せを 

実感できるまち 

心豊かな暮らしが

できるまち 

皆で考えともに

行動するまち 

健やかなやすらぎの

まちづくり 

安全で快適な 

まちづくり 

支えあいのある 

まちづくり 
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子育て支援事業計画(なんとっ子すくすくプラン）」及び健康増進を目指す「南砺市民健康

プラン」、その他の関連する計画との調和と連携を図りながら、地域における福祉を総合的

に推進するための計画です。その他、重層的支援体制整備事業実施計画、地域包括ケア推

進プラン、成年後見制度の利用促進に関する法律に基づく「成年後見制度利用促進基本計

画」及び再犯防止等の推進に関する法律に基づく「再犯防止推進計画」を包含しています。 

また、社会福祉協議会  が策定する「地域福祉活動計画」は、ともに地域福祉の推進を

目指すものであることから、南砺市地域福祉計画は、社会福祉協議会と連携して策定する

ものです。 

 

【関連する計画】 
計画の名称 担当課 策定年月日 計画期間 

南砺市高齢者保健福祉計画 地域包括ケア課 令和３年３月 令和３年度～令和５年度 

南砺市障がい者計画 福祉課 令和４年３月 令和４年度～令和８年度 

南砺市障がい福祉計画 福祉課 令和３年３月 令和３年度～令和５年度 

 

【他計画との関連図】 

 第２次南砺市総合計画まちづくりビジョン 

   （令和 2 年 4 月～令和 12 年 3 月） 

 まちづくりプラン(前期) (令和 2 年 4 月～令和 7 年 3 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
  社会福祉協議会：社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体。 

社会福祉法 

関連する各分野の計画 
・南砺市都市計画マスタープラン 

・南砺市住生活マスタープラン 

・南砺市男女共同参画推進プラン 

・南砺市地域支えあい 

いのちを守る自殺対策計画 

富山県民福祉基本計画 

南砺市地域福祉活動計画 
(南砺市社会福祉協議会) 

富山県活動推進計画 
(富山県社会福祉協議会) 

南砺市高齢者保健福祉計画 

南砺市障がい者計画 

南砺市障がい福祉計画 

砺波地方介護保険事業計画 
(砺波地方介護保険組合) 

南砺市地域福祉計画 (社会福祉法第 107 条) 

（南砺市地域包括ケア推進プラン）令和 3 年 4 月～令和 8 年 3 月 

〇福祉サービスの適正な利用の推進 

〇社会福祉を目的とする事業の健全な発達 

〇社会福祉に関する活動への住民の参加の促進 

 

成年後見制度利用促進基本計画（成年後見利用促進法第 14 条） 

再犯防止推進計画 (再犯防止推進法第 8 条第 1 項) 

南砺市子ども・子育て支援事業計画 

南砺市民健康プラン 

重
層
的
支
援
体
制
整
備 

事
業
実
施
計
画 
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３．地域福祉を進めるうえでの「圏域」の捉え方 
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４．計画の期間 

 

本計画は、令和４年度を初年度とし、令和８年度までの５年間を計画期間とします。 

ただし、大幅な見直しが必要になった場合には、この期間にかかわらず見直すものとしま

す。 

 

 

 

５．計画の構成 

 
第３期南砺市地域福祉計画の基本構想は、「目指す方向」とそれを展開した３つの基本目

標を定めています。具体的な施策は、第４部の基本計画で示します。 
 

〖目指す方向〗 

 

 

 

 

〖基本目標〗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

 
１．災害時対策の推進 
２．防犯・事故防止対策の推進 
３．安全な移動環境の整備促進 
４．快適な生活環境の推進 

 
１．支えあいのある福祉サービスの環境づくり 
２．気軽に参加や交流ができる場所づくり 
３．地域で支えあう仕組みづくり（「再犯防止推進計画」含む） 
４．地域でできる福祉サービスの開発と普及促進 
５．福祉にかかわる団体間の連携 
６．福祉教育の推進 

 
１．健康づくりの推進 
２．社会・地域活動への参加の促進 
３．生活支援の充実 （「成年後見制度利用促進基本計画」含む） 
４．自立を支える働く場づくり 
５．情報提供と相談窓口の充実 

未来に希望がもてるまち, 多様な幸せを実感できるまち, 

心豊かな暮らしができるまち, 皆で考えともに行動するまち 

第１章 健やかなやすらぎのまちづくり 

第２章 支えあいのあるまちづくり 

第３章 安全で快適なまちづくり 



第３部 南砺市の現状 
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１．総人口の状況 
 

住民基本台帳によれば、市の総人口は、平成 29 年が男性 24,934 人、女性 27,308 人で

合計 52,242 人でしたが、５年後の令和３年では男性 23,652 人で 1,282 人の減少、女性が

25,583 人で 1,725 人の減少、全体では 49,235 人で 3,007 人（5.8％）の減少となってい

ます。 

世帯数も平成 29 年には 17,758 世帯でしたが、令和３年には 17,687 世帯となり、71 世

帯（0.4％）減少しています。 

 

■南砺市の人口推移 
単位：人･世帯 

  平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

男性人口 24,934 24,566 24,314 23,997 23,652 △ 1,282 

女性人口 27,308 26,919 26,539 26,043 25,583 △ 1,725 

総 人 口 52,242 51,485 50,853 50,040 49,235 △ 3,007 

世 帯 数 17,758 17,739 17,763 17,698 17,687 △ 71 

資料：住民基本台帳 ３月 31日現在 

 

 

 

  

第３部 南砺市の現状 

24,934 24,566 24,314 23,997 23,652

27,308 26,919 26,539 26,043 25,583

17,758
17,739

17,763

17,698
17,687

17,600

17,700

17,800

0
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20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

男性人口 女性人口 世帯数
（人） （世帯）
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２．高齢者の状況 
 

（１）65 歳以上の高齢者数の推移 

市の 65 歳以上の高齢者人口は、平成 29 年には 18,974 人で、５年後の令和３年は

18,984 人であり、10 人の増加となっています。高齢化率は、平成 29 年には 36.3％

で、５年後の令和３年には 38.6％となり 2.3 ポイント増加しています。 
 

■65 歳以上の高齢者数の推移 
単位：人･％ 

  平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

高 齢 者 18,974 19,053 19,038 19,044 18,984 10 

高齢化率 36.3 37.0 37.4 38.1 38.6 2.3 
資料：住民基本台帳 ３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）65 歳以上のひとり暮らし高齢者数の推移 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者数が増加傾向にあります。 
 

■65 歳以上のひとり暮らし高齢者数の推移（特養含む） 
単位：人 

 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

高齢者 2,706 2,806 2,849 2,901 2,967 261 

資料：地域包括ケア課 ３月 31日現在 

 

 

  

18,974 19,053 19,038 19,044 18,984

36.3 37.0 37.4 38.1 38.6

0.0
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19,000

20,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
高齢者 高齢化率

（人） （％）
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第３部 南砺市の現状 
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（３）地域別 65 歳以上の高齢者数の推移 

65 歳以上の高齢者数は、平成 29 年から令和３年までの５年間において市全体では

10 人増加しています。利賀地区においては、この５年間で 27 人（10.7％）の減少と

なっています。 

 

■地域別 65 歳以上の高齢者数の推移 
単位：人 

 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

城端 3,413 3,415 3,417 3,431 3,408 △ 5 

平 425 419 412 413 417 △ 8 

上平 265 266 264 263 258 △ 7 

利賀 253 251 242 235 226 △ 27 

井波 3,275 3,268 3,295 3,294 3,279 4 

井口 429 433 439 443 444 15 

福野 4,471 4,495 4,476 4,481 4,497 26 

福光 6,443 6,506 6,493 6,484 6,455 12 

合計 18,974 19,053 19,038 19,044 18,984 10 

資料：住民基本台帳 ３月 31日現在 
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（４）地域別高齢化率の推移 

65 歳以上の高齢化率がすべての地域で上昇傾向にあります。 

 

■地域別高齢化率の推移 

単位：％ 

 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

城端 39.8 40.3 41.0 41.5 42.2 2.4 

平 42.9 43.6 43.6 44.7 46.0 3.1 

上平 39.3 40.2 41.3 41.7 42.6 3.3 

利賀 45.3 48.1 48.2 47.6 46.6 1.3 

井波 37.8 38.4 39.3 40.1 40.6 2.8 

井口 35.6 36.9 37.9 38.6 38.9 3.3 

福野 32.1 32.5 32.6 33.1 33.6 1.5 

福光 36.5 37.5 37.8 38.5 39.0 2.5 

全体 38.7 39.7 40.2 40.7 41.2 2.5 

資料：住民基本台帳 ３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25

30

35

40

45

50

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

城端 平 上平 利賀 井波
井口 福野 福光 全体

（％）



第３部 南砺市の現状 
 

17 

（５）要介護認定者の推移 

要介護認定者は、全体として概ね増加傾向にあります。 

 

■要介護認定者の推移 
単位：人 

介 護 度 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

要介護５ 399 388 388 371 390 △ 9 

要介護４ 465 421 480 482 501 36 

要介護３ 491 518 541 558 549 58 

要介護２ 690 682 648 672 609 △ 81 

要介護１ 823 867 850 891 901 78 

要介護計 2,868 2,876 2,907 2,974 2,950 82 

要支援２ 297 310 321 316 313 16 

要支援１ 332 359 301 310 303 △ 29 

要支援計 629 669 622 626 616 △ 13 

合計 3,497 3,545 3,529 3,600 3,566 69 

資料：地域包括ケア課 ３月 31日現在 
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３．障がい者の状況 

 

（１）身体障がい 者の状況 

身体障害者手帳 保持者は減少傾向にあります。部位別では、「肢体不自由」の割合

が最も高くなっています。 

 

■身体障害者手帳保持者の推移（等級別） 
単位：人 

等級 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

１級 619 596 567 576 569 △ 50 

２級 348 347 330 318 310 △ 38 

３級 533 529 525 500 482 △ 51 

４級 607 581 566 536 509 △ 98 

５級 166 155 151 149 142 △ 24 

６級 206 204 208 199 194 △ 12 

合計 2,479 2,412 2,347 2,278 2,206 △ 273 

資料：福祉課 ３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
  身体障がい：身体機能に何らかの障害があり、日常生活に制約がある状態。 
  身体障害者手帳：身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場合に本人（15歳未満は、その保護

者）の申請に基づいて交付されるもので、各種のサービスを受けるための証明となります。 
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■身体障害者手帳保持者の推移（障がい別） 
単位：人 

種 別 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

 視 覚 132 127 123 120 119 △ 13 

 聴覚・平衡機能 278 266 273 260 249 △ 29 

 音声・言語機能 23 25 24 24 24 1 

 肢体不自由 1,319 1,268 1,212 1,168 1,118 △ 201 

 内部障がい 727 726 715 706 696 △ 31 

合  計 2,479 2,412 2,347 2,278 2,206 △ 273 

資料：福祉課 ３月 31日現在 
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（２）療育手帳 所持者の推移 

療育手帳保持者は横ばいに推移しており、「Ａ（重度）」に比べ「Ｂ（中・軽度）」

の割合が高くなっています。 
 

■療育手帳保持者の推移                          単位：人 

等  級 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

 Ａ（重度） 172 171 172 174 170 △ 2 

 Ｂ（中・軽度） 286 270 274 281 285 △ 1 

合  計 458 441 446 455 455 △ 3 

資料：福祉課 ３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

  

 

（３）精神障がい 者保健福祉手帳所持者の推移 

精神障がい者保健福祉手帳保持者は増加傾向にあります。級別では、２級（中度）

の割合が高く、年々増加しています。 
 

■精神障がい者保健福祉手帳保持者の推移                  単位：人 

 等  級 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

１級（重度） 20 20 20 19 19 △ 1 

２級（中度） 192 202 208 228 231 39 

３級（軽度） 93 101 122 113 112 19 

合  計 305 323 350 360 362 57 

資料：福祉課 ３月 31日現在 

 

 

 

 

 

  

                             
  療育手帳：知的障がい者（児）として判定を受けた方が、福祉サービスを受けるために必要な手帳。 
  精神障がい：統合失調症、気分障害（うつ病等）等の様々な精神疾患により、継続的に日常生活や社会生活に支障が

ある状態。 

172 171 172 174 170

286 270 274 281 285

458 441 446 455 455

0

100

200

300

400

500

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

Ａ（重度） Ｂ（中・軽度） 合 計

（人）

20 20 20 19 19 

192 202 208 228 231

93 101 122 113 112
305 323 

350 360 362 

0

200

400

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
１級（重度） ２級（中度）

（人）



第３部 南砺市の現状 
 

21 

４．児童の状況 

 
（１）出生数と合計特殊出生率の状況 

出生数は減少傾向にあります。 

 

■出生数と合計特殊出生率の状況 
単位：人 

区分 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 ５年間の増減 

出 生 数 326 269 303 281 253 △ 73 

合計特殊出生率 1.67 1.27 1.50 1.47 1.41 △ 0.26 

資料：市民生活課・保健センター ３月 31日現在 
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（２）保育園等の入所状況 

保育所への「入所状況」は、平成 29 年は 1,407 人でしたが、令和３年では 1,231

人となり 176 人（12.5％）減少しています。保護者の就業率の向上等により、０歳児

の入所が増えていましたが、令和２年、３年では大幅に減少しています。 

 

■保育園等の入所状況 
単位：人 

区 分 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

定 員 1,725 1,740 1,740 1,590 1,590 △ 135 

０歳児 26 32 27 13 15 △ 11 

１歳児 205 193 212 196 182 △ 23 

２歳児 255 264 235 242 241 △ 14 

３歳児 308 283 290 248 256 △ 52 

４歳児 307 308 277 288 248 △ 59 

５歳児 306 308 311 284 289 △ 17 

合 計 1,407 1,388 1,352 1,271 1,231 △176 

※保育所型認定こども園 井波にじいろ保育園の入園児数を含む                  資料：こども課 ４月１日現在 
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（３）幼稚園等の入園状況 

幼稚園への入園は、保育の必要性がなくても入園できること、福野青葉幼稚園が平

成 29 年度に新築された影響等により、増加しています。 

 

■幼稚園等の入園状況                          

単位：人 

※幼保連携型認定こども園 福野青葉幼稚園・福光青葉幼稚園の入園児数     資料：こども課４月１日現在  
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（４）小学校の児童の状況 

小学校の児童は平成 29 年には 2,312 人でしたが、減少傾向が続き、令和３年では

2,059 人となり 253 人（10.9％）減少しています。 

 

■小学校の児童の状況 
単位：人 

区 分 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

１年生 370 331 335 345 332 △ 38 

２年生 333 368 332 336 347 14 

３年生 390 333 371 332 336 △ 54 

４年生 389 389 335 372 337 △ 52 

５年生 404 390 388 334 371 △ 33 

６年生 426 406 392 388 336 △ 90 

合 計 2,312 2,217 2,153 2,107 2,059 △ 253 

資料：教育総務課 ５月１日現在 
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（５）中学校の生徒の状況 

中学校の生徒は平成 29 年には 1,244 人でしたが、減少傾向が続き、令和３年では

1,184 人となり 60 人（4.8％）減少しています。 

 

■中学校の生徒の状況 
単位：人 

区 分 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

１年生 398 420 400 389 391 △ 7 

２年生 407 396 422 399 394 △ 13 

３年生 439 408 394 421 399 △ 40 

合 計 1,244 1,224 1,216 1,209 1,184 △ 60 

※生徒数に特別支援学級の生徒含む                     資料：教育総務課 ５月１日現在 
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５．地域活動の状況 

 

（１）ボランティア団体登録数 

登録団体数は平成 29 年の 179 団体から令和３年には 163 団体と減少しています。 

 

■ボランティア団体の登録数と登録者数                  

単位：団体･人 

区 分 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

登録団体数 179 181 179 160 163 △ 16 

登録者数 4,255 4,603 4,651 4,523 4,410 155 

資料：南砺市社会福祉協議会 ３月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＮＰＯ団体数 

ＮＰＯ団体数は平成 29 年の 19 団体から令和３年には 23 団体と増加しています。 

 

■ＮＰＯ団体数の推移                           

単位：団体 

区 分 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

ＮＰＯ団体数 19 20 22 23 23 4 

資料：南砺で暮らしません課 ３月 31日現在 
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（３）老人クラブ登録数 

老人クラブの登録数及び加入率は横ばいで推移していますが、60 歳以上の人口、

会員登録数には減少傾向がみられます。 

 

■老人クラブ登録数 
単位：団体･人･％ 

区 分 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 ５年間の増減 

登録数 200 202 201 200 200 0 

会員登録数（Ａ） 17,856 17,436 17,175 16,812 16,404 △ 1,452 

60 歳以上人口（Ｂ） 22,698 22,611 22,527 22,448 22,253 △ 445 

加入率 
[会員登録数Ａ/60 歳以上人口Ｂ] 

0.79 0.77 0.76 0.75 0.74 △ 0.05 

資料：地域包括ケア課、市民生活課（住民基本台帳）３月 31日現在 
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６．生活保護受給世帯の状況 

 

（１）生活保護受給者と世帯数 

生活保護の受給者世帯は減少傾向にあります。 
 

■生活保護受給者と世帯数 

単位：人･世帯 

資料：福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）生活保護相談者数・生活保護相談者延べ人数の推移 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による影響等で増加しています。 
 

■生活保護相談者数・生活保護相談者延べ人数の推移 
単位：人 

区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 ５年間の増減 

生活保護相談者数 13 13 14 10 18 5 

生活保護相談者数延べ人数  13 13 14 12 22 9 

資料：福祉課 
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 ｂ 

 
地域福祉を推進するために、市民 2,000 人を対象とするアンケート及び地域において活

動をされている民生委員・児童委員へのアンケート等から浮かび上がった問題・課題を分

析しました。また、現行の地域福祉計画で計画した施策を評価するとともに、社会情勢や

国の指針及び県の考え方と整合性を図り、今後５年間の施策を展開していきます。 

なお、本計画に関連する「障がい者計画」、「障がい福祉計画」、「高齢者保健福祉計

画」、「南砺市民健康プラン」、「介護保険事業計画(砺波地方介護保険組合)」、「子ども・子

育て支援事業計画」、「子どもの貧困支援計画」等、他の計画と重複する部分については、

当該計画をもって地域福祉計画の一部とします。 

 

 

現行の地域福祉計画は進捗状況で評価しました。 
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１．健康づくりの推進 

 

厚生労働省では、平成 25 年８月に「国民の健康寿命が延伸する社会」に向けた予防・

健康管理に関する取り組みを公表しました。これは、平成 37 年に向け、『国民の健康寿命

が延伸する社会』の構築を目指して予防・健康管理等に関する具体的な取り組みを推進す

ることとし、「高齢者の介護予防等の推進」、「現役世代からの健康づくり対策の推進」、

「医療資源の有効活用に向けた取り組みの推進」を掲げ、健康日本２１（第２次）の推進

や介護予防等の推進による健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指しています。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

健康の維持増進には、日頃からよい生活習慣を送ることが大切ですが、気づきが遅く、

病気になってから日常の生活習慣を改善しようとする人が多く見受けられます。しかしな

がら、長い年月を経て身についた生活習慣はなかなか改善できるものではありません。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

自分自身の身体状況に合わせた健康づくりを実践することにより、生涯を通じて心身と

もに元気に生活（活動）できる人の増加を目指します。 

市民の健康で豊かな生活を支え、市民の信頼に基づいた、安心で充実した医療の提供を

目指します。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

現行の地域福祉計画の施策を継承し「南砺市民健康プラン」や「子ども・子育て支援事

業計画」に基づきつつ、健康づくり、医療、介護予防、食生活について計画的に推進して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 健やかなやすらぎのまちづくり 

健康づくりの推進 

（１）健康づくり活動の推進 

（２）医療体制の充実 

（３）介護予防の推進 

（４）正しい食生活の指導 
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市民一人ひとりが健やかで心豊かに生活するためには、心身の健康を保持、増進して疾

病を予防することが大切です。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 南砺市民健康プランの推進 

○特定健診における受診率 
【H27:63.1％ → H31:62.9％】 
○心身ともに健康だと感じている市民の割合 
【H27:49.3％ → H31:49.0％】 

２ 
市民組織等との連携による健康づくり

の推進 

健康づくりボランティア活動者  
【H27:747 名 → R2:597 名】 
健康づくりボランティア養成講座参加者 
栄養教室及びヘルスボランティア 隔年開催 

 

・特定健診における受診率と心身共に健康だと感じている市民の割合は、概ね横ばいとなって
います。 

・生活習慣病の要因となるメタボリックシンドローム対象者が多いことから、生活習慣病予防
のために、市民一人ひとりが食事や運動の生活習慣の改善や疾病予防に関する健康行動を
実践するよう引続き支援を行います。 

・健康づくりボランティアの養成講座の参加数や活動者数が年々減少していますが、市民の健
康づくりに対する意識醸成には健康づくりボランティアの活動は欠くことが出来ないため、
今後も養成、活動への支援を継続します。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

・個人が取り組む健康づくり 

市民一人ひとりが自身の健康管理や介護予防にむけた健康行動を実践するため、 

食事や運動等の生活習慣の改善や疾病予防について、専門職による支援を行います。 

・地域ぐるみで取り組む健康づくり 

健康づくりに関わる地域の団体や関係者がそれぞれの役割を明確にし、連携を図ります。 

・健康を支援する環境づくり 

市民が健康づくりに対する意識を持ち、望ましい生活習慣を身につけ実践し、保 

持増進につながるよう、環境の整備を進めます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・南砺市民健康プランの推進 
 
 
・市民組織等との連携による健康づくりの推
進 

〇特定健診における受診率 
〇心身ともに健康だと感じている市民の割合 
 
〇健康づくりボランティア活動者 
〇健康づくりボランティア養成講座参加者 

  

（１）健康づくり活動の推進 

第２期計画の評価・課題 
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高齢化の進行に伴い、在宅医療サービスに対する需要が増加しており、市民の視点に立

った地域包括ケアシステムの実現に向けて、公立医療機関や民間開業医等との連携強化、

在宅支援機能や砺波医療圏での医療救急体制の対応が重要です。 
 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域包括ケアシステムの推進 

「南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会」、「地域
医療・地域活性化マイスター養成講座」（～H30 年度）、
「コミュニティ・メディカルデザイナー」（R 元年度～）
の開催 

２ 診療体制の充実 

（南砺市民病院） 
・富山大学総合診療部と連携した初期研修医の受入及び 

後期研修医の勤務 
・富山大学附属病院と連携した「こども医療センター」の運  

営、病児保育室「ぽけっと」の開設、「ドクターカー」の稼
働 

（公立南砺中央病院） 
・保健センター、訪問看護ステーション等を移転し、医療・  

介護・福祉の複合施設として地域包括ケアを推進 
・砺波医療圏病院群の輪番制方式による休日・夜間救急

患者受入れへ復帰 
（共通） 
・看護学生修学資金貸与事業利用者のうち、令和 3 年度

現在で 26 名が市立病院に勤務 
○人口 10 万人当たり医師数 

【H27:163.3 人→H31：182.9 人（計画値 175.0 人）】 
○人口 10 万人当たり看護師・准看護師数 

【H27:1,197 人→H31:1,323.3 人（計画値 1,257 人）】 

 

1.地域包括ケアシステムの推進 
・地域住民と共に医療の課題を学ぶ養成講座等を開催し、地域医療全体を守り育てるネットワ 

ークづくりを図り、住民自ら課題解決に取り組むまちづくりを目指しています。 
2.診療体制の充実 
・在宅医療の充実を目指した取り組みや、関係機関との連携、救急医療体制の充実については、 

各種の取り組み実績により概ね順調に進捗しています。 
・産婦人科医の新規開業支援については、開業に向けた問い合わせが無かったこと、リスクの 

高い出産の対応と医師の勤務環境の負担軽減のため、県や地域の基幹病院に集約することで 
周産期医療の提供体制の確保を図っていることから、事業実施時に定めた事業終期の令和元 
年度末をもって事業終了としました。 

・人口 10万人当たりの医師数、看護師・准看護師数はともに増加しています。計画値を上回 
る要因として、市内医療機関における勤務者数が増加していることが挙げられますが、人口
減少に伴って 10万人単位の値も大きく上昇することも起因しています。 

・医師については、研修医の受入れ等が毎年安定していることから病院勤務者数の増加につな
がっています。 

・看護師については、市全体の勤務者数の増加があるものの、市立病院においては離職、休業
による欠員を充足するには至っておらず、今後も継続した確保が課題となっています。 

 
 

（２）医療体制の充実 

第２期計画の評価・課題 
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第３期計画の取り組みの方向 

国は、平成 27 年度に 20 年先を見据えた「保健医療 2035」を策定しました。これ

は、いかに保健医療システムの役割を発展させていくのかという観点を基本に、従来の

発想にとらわれることなく、官民の垣根、世代の垣根を超えた「健康づくりのインセン

ティブ」を構築し、健康の向上、医療の質の向上を目指すものです。 

第３期計画では高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう

地域包括ケアシステムを推進し、医療体制の充実を図ります。 

 

  

 

（推計値算出方法）   

〇人口 10 万人あたり南砺市立病院に勤務する医師数 ①×10 万人／②   

 ①新南砺市立病院改革プラン（令和３年度～令和７年度） 常勤医師数   

 ②国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（2018 年推計）南砺市人口

   

〇看護学生等就学資金貸与事業における南砺市立病院勤務者の割合   

貸与事業利用者のうち南砺市立病院に勤務した者／貸与事業終了者（利用中の者を除く）

   

 

 

 

 

 

 

 
  

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域包括ケアシステムの推進 
・診療体制の充実 

・在宅医療の充実を目指した医療の強化 
・市立医療機関や医師会、民間医療機関との連携 
・救急医療体制の充実 
・市立医療機関における医師、看護師、薬剤師等の医療 

職員の確保に向けた取り組みの推進 
〇人口 10万人あたり南砺市立病院に勤務する医師数 
 【R2：77.0 人→R7：76.2 人】 
〇看護学生等就学資金貸与事業における南砺市立病院 

勤務者の割合 
 【R2：67.5％→R7：82.6％】 
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団塊の世代の高齢化とともに、認知症・虚弱高齢者の急増が予測されます。要介護状態 

にならないように、あるいは、悪化しないようにする介護予防の取り組みを一層強化する

必要があります。 
 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 
介護予防・日常生活支援総合

事業の推進 

・介護予防教室の開催 
 要支援認定者や基本チェックリスト該当者を対象に、訪問

介護や通所介護と事業所主体のサービスを一体的に実施 
・高齢者地域サロンの開催 
 地域住民グループ支援事業（サロン事業）や、高齢者の生

きがいと健康づくり推進事業を実施 
・健康づくり教室の開催 
 運動器機能向上教室、口腔機能向上教室、低栄養予防伝達

講習を実施 

 

・概ね計画どおり進捗しています。 
・高齢者が健康で生きがいをもって生活を送ることができるよう、地域における健康づくりや

社会参加を支援しています。 
・各地域の交流センター等を利用し、介護予防を実施しています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

「介護予防」の目的を、これまでの「心身の機能回復」から「役割や生きがいをもっ

た生活の実現」に改めて、地域づくり等の社会参加活動を充実し、役割や生きがいの創

出に努めていくこととしています。こうした活動を通じて高齢者の心身の状態が維持さ

れていくことで「介護予防」が実現されることが大切です。 

このため、要支援者等の生活支援ニーズを多種多様な主体の参画を得て支援していく

ため、高齢者保健福祉計画に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業を推進していき

ます。 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・介護予防・日常生活支援総合事業の推
進 

・介護予防・日常生活支援サービス事業 
 要支援認定者や基本チェックリスト該当者を対象

に、訪問介護や通所介護と多様な事業所主体のサー
ビスを一体的に提供 

・一般介護予防事業 
高齢者を年齢や心身の状況によって分け隔てること
なく、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの
場が継続的に拡大していくような取組を推進 

 今後も、補助金等を活用して、高齢者の自立支援・重
度化防止に向けた取組をさらに強化していきます。 

  

（３）介護予防の推進 

第２期計画の評価・課題 
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栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、人々が健康な生活を送

るために欠くことができない営みであり、生活習慣病予防の観点からも重要です。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 食育の充実 

・食に関する正しい知識の普及 
 広報なんとに「食」に関する情報掲載を行ってい 

ます。 
・食生活改善推進員を通じた栄養指導の充実 
 食生活改善推進員の中央研修会を行うほか、地域

活動の中で伝達講習会を行うことで、栄養指導の
知識習得・周知を図っています。 

・高齢者等の食習慣の自立 
 配食事業を通じ、高齢者の食習慣の実態について

情報収集を進めています。 

 

 

・食に関する正しい知識の普及や食生活改善推進員を通じた栄養指導の充実は、継続的に図る
ことができています。 

・高齢者の食習慣の自立は情報収集を進めている段階であり、生活習慣と合わせた指導方法に
ついて今後検討が必要となっています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

 ライフステージに応じた適切な食事は、生活習慣病の予防や生活の質（ＱＯＬ)の向 

上に大きな役割を果たすほか、心身の健康を保ち、社会生活を営むために必要とされて 

います。 

 そのため、市民一人ひとりが食生活を見直し改善していくことが、個人・家庭・地域

の健康づくりの向上につながります。 

 生涯にわたって健全な心身を培い豊かな人間性を育むことができるようにするため

に、南砺市民健康プランに基づき、食に関する正しい知識の普及を継続的に図ってまい

ります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・食育の推進 
 

・食に関する正しい知識の普及 
・食生活改善推進員を通じた栄養指導の充実 
・高齢者等の食習慣の自立 

  

（４）正しい食生活の指導 

第２期計画の評価・課題 
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２．社会・地域活動への参加の促進 

 

価値観が多様化するなか、社会参加活動や学習活動を通じて心の豊かさや生きがいの充

足の機会が求められるとともに、社会の変化に対応して絶えず新たな知識や技術を習得す

る機会が必要とされています。このため、高齢者や障がい者等を含めたすべての人々が、

生涯にわたって学習活動を行うことができるよう、ボランティア活動をはじめとする社会

参加活動を促進することが必要だと考えます。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

ボランティア団体やＮＰＯ団体等における社会参加は、自己実現への欲求及び地域社会

への参加意欲を充足させるとともに、福祉に厚みを加える等地域社会に貢献することか

ら、こうした機会を通じて世代間交流や相互扶助の意識を向上させることが必要です。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

市民一人ひとりが持っている技能や経験を活かした地域福祉活動やボランティア活動に

参加し、それらの力を必要としている人の手助けとなり、継続的な活動が展開されるよ

う、社会福祉協議会が中心となって各種地域福祉活動を支援します。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

現行の地域福祉計画の施策を継承し、「高齢者保健福祉計画」及び「障がい福祉計画」、

「子ども・子育て支援事業計画」等と調整を図りながら、ボランティアの育成、当事者団

体への支援、活動拠点の充実等を計画的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

社会・地域活動への参加の促進 

（１）ボランティアの育成・支援 

（２）生活課題に直面している当事者及び当事者団体への支援 

（３）活動拠点の充実・支援 

（４）生涯学習の充実 

（５）地域のふれあいの場づくり 

（６）青少年の健全な育成 
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ボランティア養成講座を開催するとともに、ボランティア体験を通じて、活動への参加

を促進します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ ボランティア活動の発展 

○ボランティア活動コーディネーターの配置 
【H27:４名 → R3:４名】 
○ボランティアセンター登録団体数 
【H27:179 団体 → R2:163 団体】 
 R3.10.31 現在のボランティア保険登録団体数 
○ボランティア活動に参加している市民の割合 
【H27: 46.8％ → R2:30.9％】 

 

 

・ボランティア活動コーディネーターにより、活動者と受入側の思いが達成されるようコーデ
ィネートしています。 

・市内の小・中学校・高等学校、支援学校へボランティア活動に取り組む活動費を助成し、児
童や生徒に取り組める活動を紹介しています。 

・ボランティア活動者の高齢化・固定化、ボランティアグループの減少が顕著になっています。
若い世代では、既存団体への加入をためらう傾向がありますが、そのような世代でも知人同
士で活動は行われています。既存団体へ加入しなくても、関心のある活動を始められるよう、
新しい考え方に応じた対応を考える必要があります。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

働く世代の地域福祉活動への関心を高めるため、福祉を身近に感じることができるテ

ーマを中心とした社会人向け福祉教育プログラムを作成し、ボランティアの育成を図

る。 
 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・ボランティア活動の進展 ・地域福祉活動やボランティア活動に取り組む人
材を養成する福祉教育プログラムの作成 

・ボランティア活動コーディネーターの設置及び
資質向上 

・ボランティア活動団体への活動費助成 

  

（１）ボランティアの育成・支援 

第２期計画の評価・課題 



38 

 

 

生活のなかで支援を必要としている人を地域で支えながら、支援していきます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 
要支援者に必要な支援
の充実 

・ケアネット活動の推進 ケアネットチーム数：188 チーム 
            ケアネットチーム員数：849 人 
・社会福祉協議会では地域でのケアネット情報交換会の開催を

支援しています。 
・また、市内の団体や企業の協力を得て、必要な人へ見守り支

援が届くよう「ケアネット推進連絡会」を開催しています。 
・共同募金委員会では、当事者団体などへの活動助成を実施し、

当事者間の交流を支援しています。 
・障がい者によるドリンクサービス事業も実施しています。 
・社会福祉協議会では、地域で孤立しがちな方が集える居場所

をつくり、定期的に開催しています。 

 

 

・社会福祉協議会では、地域の中で閉じこもりがちな方や、孤立しがちな方の社会参加の機会、
居場所として「縁の木」を定期的に開設しています。 

・ケアネット活動は高齢者の見守り活動が主です。支援の必要な障がい者、子育て世帯、生活
困窮者等は地域での把握が困難なため、対象となりにくい状況です。 

・ケアネット活動の現状として、対象者が増える一方で活動者の担い手不足が課題です。若い
世代にも参加してもらえるような働きかけが必要です。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

南砺市での地域包括システムの推進には各地域づくり協議会との連携が重要です。生

活課題を抱える当事者のニーズを地域づくり協議会の関係者と共有し、その対応に向け

た話し合いを重ね、支援体制の充実を図っていきます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・要支援者に必要な支援の充実 
 
 
 

・個別課題（ニーズ）の把握 
・ケアネット活動の推進 
・第 2層生活支援コーディネーターを中心とした

地域づくり協議会や関係機関との連携 
・社会参加できる機会の創出 

  

（２）生活課題に直面している当事者及び当事者団体への支援 

第２期計画の評価・課題 



第４部 基本計画 
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地域活動の拠点として交流・情報交換・相談の場となっている地区の交流センターやサ

ロン会場、通所型サービスＢ、福祉センター、ともいきカフェなどの活動を支援します。 

ボランティア情報の収集や発信、ボランティア団体間の連携強化を図るなど、ボランティ

ア活動推進の拠点となるボランティアセンターの充実に努めます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域福祉活動拠点の確保 

・全地区に活動拠点となる交流センターが位置づ
けられました。 

・自治会の公民館や地区の交流センターを会場に
して、サロン事業が実施されています。 

・住民主体による通所型サービスＢを開始した団
体の中には、空き家や旧の公共施設を会場とする
ところもありました。 

・ボランティア活動推進の拠点として、社会福祉協 
議会にボランティアセンターを設置しています。
ボランティア活動が継続的に行えるように、ボラ
ンティア情報の収集と発信、ボランティアコーデ
ィネート業務、ボランティア保険の手続きなど、
活動の支援をしています。また、ボランティア団
体の活動や打合せ、情報交換に利用できるボラン
ティアルームを提供しています。 

 

・全地区に交流センターと、そこに地域づくり協議会の事務局が置かれたことにより、地区の
活動拠点が強化されました。 

・地域づくり協議会の中には、活動場所として空き家や元保育所を有効活用するところもあり
ました。 

・地区の交流センターで開催されるサロンまで、遠くて行けないという高齢者もありました。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

車の運転をされなくなった高齢者にとっては、歩いて行ける範囲に活動拠点があるこ

とが求められています。身近な場所でのサロンが増え、実施回数もさらに充実するよう

支援します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域福祉活動拠点の確保 
 

・気軽に集える場所づくり 
・歩いて行ける身近な場所でのサロンの充実 
・既存施設の有効活用 

  

（３）活動拠点の充実・支援 

第２期計画の評価・課題 
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だれもが学び続ける機会と環境をつくるため、各種生涯学習講座を実施するとともに、

地区公民館や地域と連携した事業を進めます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 公民館活動の充実 
小規模多機能自治への移行後も南砺市生涯学習連
絡協議会へ助成し、活動を支援しています 

２ 生涯学習活動の充実 

子育て講座、放課後子ども教室推進事業、市民大学
講座・講演会、高齢者学級等を開催しています。 
○学習活動を行っている市民の割合 
【H27: 27.6％ → R2: 21.4％】※R1:19.9％ 

 

 

・小規模多機能自治へ移行後も地域づくり協議会の生涯学習部門の職員研修を企画、県主催
の研修などの情報を提供し、生涯学習部門職員の資質向上を図っています。各地区交流セ
ンターは、地域の生涯学習の拠点であり、子どもから高齢者まで、住民の幅広い交流の場
として重要な役割を果たしています。 

・各種講座・講演会の参加者は、年齢層に偏りがあるので、今後は幅広い年齢層に支持され
る企画も必要です。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

  多様な学習ニーズに応えるサービスの充実を一層進めるとともに、社会教育施設を情

報の発信源や、学びの拠点として有効に活用することで、誰もが生涯を通して学び続け

ることのできる学習環境の実現を図ります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・生涯学習活動の充実 ・南砺市生涯学習連絡協議会への支援 
・人材を活用した生涯学習活動の推進 
・社会教育団体等への活動支援 
 〇学習活動を行っている市民の割合 

【R2: 21.4％ → R6:25.0％】 
〇各種講座参加者の割合 
【R2:  9.8％ → R6:20.0％】 

  

（４）生涯学習の充実 

第２期計画の評価・課題 



第４部 基本計画 
 

41 

 

 

地域のだれもが参加できるふれあいの場づくりを支援していきます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ ふれあいの場の提供 

・高齢者サロンについて、社会福祉協議会や関係団体との連携
のもと、平成 30 年度からは体操等の介護予防中心のサロン
の開設希望に応え、週 1回（年 42 回）と頻度を増やした週一
型簡易サロンを新設し 28 団体が実施 

・市社会福祉協議会においては、令和 2年度から地域共生社会
を目指し、子ども、障がい者、高齢者の世代を問わない「だ
れでも型サロン」を新設 

・地域づくり協議会の 9地区において通所型サービスＢを実施 

 

 

通所型サービス B や週一サロンは、第８期南砺市高齢者保健福祉計画の中で地域での支えあいの強
化と高齢者の社会参加の促進に必要な重点事項として位置づけており、現在活動をしておられる団体
へのサポートを、従前どおり切れ目なく実施しています。 
 また、財源確保に努め、通所型サービス B や週一サロンの開設を希望される地区及び団体の皆様と
協力しながら、開設に向けできる限りの支援を行っています。 

 

 

第３期計画の取り組みの方向 

住民自身の意欲と主体性が何よりも重要であることを根気強く啓発していくことで

「住民意識」の高揚を図り、地域の関係団体や住民主体による「地域での支えあい」の

強化を推進します。また、高齢者の生きがいづくりや地域活動、就労の促進を図りま

す。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域での支えあいの強化と高齢
者の社会参加の促進 

・地縁組織等による介護事業所数 
サービスＡ（通所・訪問型） 
サービスＢ（通所・訪問型） 
週１サロン  

・フレイルサポーター数 

  

（５）地域のふれあいの場づくり 

第２期計画の評価・課題 
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青少年の地域参加や居場所づくり等、青少年の健全育成に努めます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 青少年健全育成活動の支援 
青少年育成南砺市民会議８支部へ助成し、活動を支
援しています。また、事業推進のための会議を実施
しています。 

 

 

青少年育成南砺市民会議８支部へ助成し、活動を支援しています。また、事業推進のための
会議を実施しています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

限りない可能性をもった青少年が、明るく健康でたくましく成長していくことを願

い、各支部や青少年育成団体と連携の下に、青少年育成市民活動を展開し、地域の力で

郷土愛を育んでいきます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・青少年健全育成活動の支援 ・青少年育成市民会議活動への支援 
〇街頭巡回指導回数（８支部計） 
 【R2: 124 回 → R6: 180 回】 
〇青少年育成講演会開催回数 
 【R2: 2 回 → R6: 4 回】 

 

  

（６）青少年の健全な育成 

第２期計画の評価・課題 



第４部 基本計画 
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３．生活支援の充実 

 

不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保をすることが、介護保険法

改正により、平成 27 年度から地域支援事業に位置付けられています。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

少子化、核家族化、地域社会の変化により、子ども・子育てをめぐる社会状況の変化

や、厳しい経済情勢・雇用情勢が、弱い立場にある母子世帯を一層厳しい状況に追いや

り、ＤＶ （ドメスティックバイオレンス）被害や児童虐待の増加が懸念されています。

国は、平成 27 年 12 月に、ひとり親家庭等への支援策を打ち出し、子どもの貧困対策の一

歩を踏み出しましたが、貧困家庭の子どもは多くの課題を抱えており、継続的な取り組み

が求められています。また、近年、うつ病、認知症、発達障がい 等、精神疾患で医療機

関に受診する患者数は増加傾向にあります。精神疾患は、疾患により生活の質の低下をも

たらしかねず、社会をあげて解決に取り組まなければならない課題です。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

介護保険制度や障害者総合支援法 による法的サービスでは十分に対応ができない、生

活上の支援が必要な高齢者や障がいのある人及びその家族介護者に対して支援を行い、自

立した生活が維持できる環境づくりを目指します。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

高齢者への介護予防・日常生活支援総合事業や障がい者への障害者総合支援制度、ひと

り親家庭への生活支援、生活困窮者への自立支援制度や民間事業者、ＮＰＯ団体、ボラン

ティア等による生活支援を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
  ＤＶ：同居関係にある家族や内縁関係の間で起こる家庭内暴力。 
  発達障がい：脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発現するものと規定され、心理的発達障がい

並びに行動情緒の障がいが対象とされています。 
  障害者総合支援法：障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。 

生活支援の充実 

（１）自立生活支援の充実 

（２）身近な地域での助け合いの仕組み 

（３）成年後見制度・日常生活自立支援事業の促進 

  「成年後見制度利用促進基本計画」 
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高齢者や障がい者、子育て世帯、生活困窮者世帯等が地域で自立して生活できる支援の

充実に努めます。 
 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 自立生活支援の推進 

・社会福祉協議会のふくし総合相談センターでは、職員が随
時悩み相談を受け付けています。R2 新規：378 件 
また、心配ごと相談日を設定し、民生委員・児童委員が相
談員となり、8 地域で心配ごと相談会を定期的に開催して
います。R2：32 回/13 件 

・心配ごと相談員研修会は、民生委員・児童委員研修会と合
同で開催しています。R2：2 回 

・社会福祉協議会では、ケアネット活動による見守りを推進
しています。R2：1,213 人対象/188 チーム、849 人活動 

・ケアネット協力企業を募集し、働き盛りの世代にも協力し
てもらえるよう周知を図っています。R2：14 企業登録 

・社協職員が地域のケアネット連絡会等へ出席し、活動の普
及啓発、支援体制の構築を図っています。R2：21 回 

・ケアネットチーム員研修会を開催しました。R2：1 回/55 人
参加  

・第 2 層生活支援コーディネーターを設置し、課題の把握、
共有、解決策を地域住民とともに検討し、支え合いを推進
しています。R2：5 人 

・ボランティア団体へ活動費を助成し、活動を支援していま
す。傾聴ボランティア、電話ボランティア、音訳ボランテ
ィア、点字ボランティア、手話ボランティア、外国人支援
ボランティア、障がい者によるボランティア団体等 

・障がい者寄り添い講座を開催しています。R2：1 回 

 
 

・地域住民による支援は高齢者の見守り活動が主となっています。支援の必要な障がい者、子
育て世帯、生活困窮者等については、地域ではその状況把握が困難なため支援が進まない状
況です。そのため個別支援にかかわる専門機関と地域住民が一緒に支援の役割を話し合う必
要があります。 

・課題はあるが相談できない、しない人へのアプローチの方法、支援の必要な人が声を上げら
れるような仕掛けの検討が必要です。 

 
第３期計画の取り組みの方向 

自立した生活が送れるよう専門機関と地域づくり協議会が連携するための個別支援会

議を進めます。 

個別課題（ニーズ）の把握、共有、その対応に向けた話し合いを重ね、支援体制の充

実に努めます。 
 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・自立生活支援の推進 ・個別課題（ニーズ）の把握 
・第２層生活支援コーディネーターを中心とした

地域づくり協議会や関係機関との支援相談と連
携   

（１）自立生活支援の充実 

第２期計画の評価・課題 



第４部 基本計画 
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市民一人ひとりが、住み慣れた場所で、安心して快適な生活を送るためには、お互いを

支えあっていくことが重要です。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域での助け合いの推進 

子育て家庭、子どもの地域生活の相談。支援を行っ
ています。 
ケアネット活動研修会のなかで見守り活動の働き
かけを行っています。 
民生委員・児童委員による日頃からの相談・支援活
動を実施しています。 
地域コミュニティ活動を実施しています。 
○民生委員・児童委員の相談・支援件数 
【H27：4,220 件→R2：3,622 件】 

民生委員・児童委員数（155 人） 
H28：3,370、H29：2,823、H30：2,645、R1：2,819、
R2：3,622 

 

 

・概ね計画どおり進捗しています。日頃から、民生委員・児童委員、地域福祉推進員により相
談・支援活動を行っています。高齢者宅の訪問などの際に、警察署から発行されている広報
ちらしなどを活用し、消費生活に係る様々な悪徳商法や特殊詐欺に遭わないよう注意喚起に
努めています。また、社会福祉協議会、地域づくり協議会が中心となり、ケアネット活動を
行っており、支援が必要な方の見守りを行っています。 

・災害時に支援が必要な避難行動要支援者を名簿に登録し、要支援者に対する地域の支援者を
決め、災害に備えています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

令和３年５月に災害対策基本法改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務と

なりました。個別避難計画の作成に向けて、真に支援が必要な人に支援が届くよう、地

域力を高めていくことが必要です。 
 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域での助け合いの推進 ・地域での子育て支援 
・ケアネット活動の推進 
・災害時個別避難計画の作成検討 
・民生委員・児童委員への支援発動の充実 
・高齢者や障がい者の地域での生活支援 
・子どもたちへ小さい頃からの社会参加の促進 
○民生委員・児童委員の相談・支援件数 
【R2：3,622 件→R7：3,800 件】 
民生委員・児童委員数（155 人）   

（２）身近な地域での助け合いの仕組み 

第２期計画の評価・課題 
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成年後見制度 の周知を行うとともに、自立した日常生活ができるよう支援していきます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 成年後見制度の活用と普及促進 

○日常生活自立支援事業にかかる専門員数・生活支
援員数専門員【H27:３名 → R2:３名】 
生活支援員【H27: 55名 → R2: 56 名】 
○成年後見制度の名前も内容も知っている人の割合 
【H27: 19.7％ → R2: 52.8％】 

 

・H31 年４月に呉西地区成年後見センターが開設され、相談体制の強化や市民後見人養成講座
の実施による養成が進んでいます。 

・障がい者を対象としたアンケート調査では、「（成年後見制度の）名前も内容も知っている
人」が H28:19.7％⇒R2:15.7％と低いため、引き続き周知が必要です。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成 28 年 5 月に施行され、市町村におい

ても成年後見制度利用促進基本計画の策定に努めることと規定されたことから、第３期

計画では、本項目を成年後見制度の利用促進に係る基本計画と位置づけ、地域福祉計画

と一体的に施策を推進することとします。 

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者の財産や権利を保護し、自己決定の尊重

を図るため、成年後見制度の普及・啓発に努めます。また、障がい者の親亡き後にも、

継続的・安定的に支援が得られるよう関係機関と連携し、成年後見制度の活用に取り組

みます。 

呉西地区成年後見センターが実施する市民後見人養成講座を周知し、市民後見人バン

クの登録に取り組みます。 

また、身寄りのない高齢者や障がい者に対し、市長による成年後見開始の審判の申立

て、申立てにかかる費用の助成、成年後見人等への報酬にかかる支援を適切に実施します。 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・成年後見制度の活用と普及促進 
・相談体制の充実 
・日常生活自立支援事業の推進 

・成年後見制度の利用支援 
・市民後見制度等の養成支援 

                             
・成年後見制度：判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分または困難な人について、その判

断力を補い保護支援する制度。 

・知的障がい：知的機能の障がいが発達期（概ね 18 歳まで）にあらわれ、継続的に日常生活や社会生活に支障がある

状態。 

・市民後見人：地域福祉活動として、意思決定が不十分または困難な人の生活を身近な立場で支援するため、後見活動

を 行っていくボランティアの市民活動。 

（３）成年後見制度・日常生活自立支援事業の促進 

第２期計画の評価・課題 
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４．自立を支える働く場づくり 

 

高齢者や障がい者を問わず、社会のなかでだれもが役割を持った地域社会生活をつくり

だすための環境が必要です。子育て家庭やひとり親家庭についても、それぞれが必要とさ

れる環境が大切だと考えます。 

また、平成 27 年４月から、生活困窮者自立支援制度が始まりました。生活全般にわた

る困りごとの相談窓口を設置し、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談

者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行い

ます。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

市民のだれもが尊厳を持って暮らすためには、高齢者、障がい者、引きこもりがちな若

者、子育て中の人等、だれもが生きがいを持って精神的に自立することができる地域づく

りが必要です。 

単なる経済困窮のみならず、多重債務やうつ病、対人不安、地域とのつながりの希薄化

等、多様な原因が自立を妨げています。それぞれが必要とされる環境づくりが重要です。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

地域社会への参加を推進するとともに、就労支援、就労相談の強化・拡充を目指しま

す。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

高齢者、障がい者、引きこもりがちな若者、子育て家庭、生活保護受給者や生活困窮者

世帯等がその人の能力を活かし、精神的に自立した生活を送ることができるための環境を

支援する取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自立を支える働く場づくり 

（１）高齢者・障がい者の自立と環境の整備 

（２）生活困窮者等の環境の整備 

（３）子育て家庭の環境の整備 

（４）地域における就労支援 
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働く意欲を持つ、高齢者や障がいのある人の自立と環境を整備していきます。 
 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 事業所のバリアフリー 化 ・事業所のバリアフリー化を推進しています。 

２ 
障がい者の就業面及び生活
面に関する一体的な支援の
推進 

・砺波管内の障がい者の法定雇用率は達成しています。障
がい者を対象としたアンケート調査では、差別を受けた
り嫌な思いをした内容で「就業先で障害について理解が
ない」が、21.6%（R2)と 2 番目に高くなっています。 

・障がい者の自立生活を助長し、生活施設の整備促進を図
るため、グループホーム等の施設整備に要する経費に対
して補助金を交付しています。 

○不当な差別的扱いや嫌な思いをしたことがない人【H27: 
52.9％ → R2: 52.2％】 

 

・障がい者の雇用の場における人権擁護については、把握が困難なため、「障害者週間」に
併せて、商工会「会報誌」への障害者差別解消法の掲載を依頼する等、周知・啓発が必要
です。 

・一般企業での就労が困難な障がい者には、サービス等利用計画に基づき働く場を提供する
とともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行っています。就労移行支援事業所
が砺波圏域で減少していることが課題です。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

障がいのある人や高齢者が働く意欲を持ちながら、様々な阻害要因のため雇用・就労

に際して困難な課題や問題を抱えています。 

第３期計画では、障害者差別解消法の一部を改正する法律（令和 3年 6月 4日）によ

り、現行の努力義務から義務へと改正されるため、企業等において雇用差別等、障がい

を理由とした人権の侵害を受けることがないよう、周知・啓発に努めます。また、働く

意欲を持つ障がい者が特性に応じて働くことができるよう、様々な就労形態の普及や農

福連携の推進により、働きやすい環境づくりを支援します。 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・障がい者自立への支援 
 

・雇用の場における人権の擁護 
・一般企業への障がい者就労理解 
・多様な雇用、就労形態の促進 
・農福連携事業の促進 
○不当な差別的扱いや嫌な思いをしたことがない人 
【R2: 52.2％ →R8:向上】   

                             
  バリアフリー：障壁（バリア）となるものを取り除くこと。近年では、すべての人の社会生活を困難にしている物理

的、社会的、制度的、心理的等様々な障壁を除去するという意味で用いられています。 
  相談支援：基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業を一般相談支援事業といい、基本相談支援及び計画相

談支援のいずれも行う事業を特定相談支援事業といいます。  
  グループホーム：病気や障がい等で生活に困難を抱えた人達が、専門スタッフ等の援助を受けながら、小人数、一般

の住宅で生活する社会的介護の形態のこと。 

（１）高齢者・障がい者の自立と環境の整備 

第２期計画の評価・課題 
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生活保護に至る可能性のある人で、自立が見込まれる人を生活困窮者として支援してい

きます。（第２期からの新設項目） 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 生活困窮者自立支援制度の運用 

・住居確保給付金の支給（令和２年度６件） 
・家計改善支援事業の実施（令和２年度２件） 
・就労準備支援事業の実施（令和２年度から実施：令和 
２年度１件） 

 
 

・事業は概ね計画どおりに実施しています。 
・令和２年度からは従来の事業に加え「就労準備支援事業」を実施しています。 
・生活困窮者支援窓口である「南砺市生活相談支援窓口」については広報・ホームページ等

を通じて周知しているところですが、まだ認知度は低い状況です。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

生活困窮者等の支援のため生活相談支援窓口では「断らない」相談支援を心掛け、働

きたくても働けない、住むところがない、ひきこもり等、一人ひとりの状況に合わせた

自立支援計画を作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関等と連

携して、解決に向けた支援を行います。また、生活に困窮している方や孤立している方

が地域の中で安心して生活ができるよう住民への理解を深める働きかけとしてセミナー

等を開催します。 

引き続き相談窓口の周知を図り、誰ひとり取り残されることのないような支援体制を

構築します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・生活困窮者自立支援制度の運用 ・住居確保給付金の支給 
・就労準備支援事業の実施 
・家計改善支援事業の実施 
○生活相談支援窓口の新規相談件数 【50 件／年】   

（２）生活困窮者等の環境の整備 

第２期計画の評価・課題 
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子育てと仕事の両立を支援し、安心して働けるまちづくりを目指します。 
 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 
職業生活と家庭生活の両
立 

○就労しながら無理なく子育てすることができると感じる保
護者の割合 【H27：65.2％→H31：62.6％】 

 
延長・休日・乳児保育や一時預かり事業等の保育サービスの

充実、子育て支援センターの利用促進、ファミリー・サポート・
センターによる会員間の相互支援等を通して子育て家庭の支
援に努めています。 

また、平成 29 年度から「なんと！やさしい子育て応援企業
認定制度」に取り組み、令和 2 年度までに 36 事業所を子育て
応援企に認定しています。 

職業生活と家庭生活の両立の推進については、引き続き、関
係各課ならびに商工会等の関係団体等と連携協力を図りなが
ら、社会全体の取り組みとして積極的な事業推進に努めます。 

 

○就労しながら無理なく子育てすることができると感じる保護者の割合 
【H27：65.2％→H31：62.6％】 
延長・休日・乳児保育や一時預かり事業等の保育サービスの充実、子育て支援センターの
利用促進、ファミリー・サポート・センターによる会員間の相互支援等を通して子育て家
庭の支援に努めています。 
また、平成 29 年度から「なんと！やさしい子育て応援企業認定制度」に取り組み、令和２
年度までに 36 事業所を子育て応援企に認定しています。 
職業生活と家庭生活の両立の推進については、引き続き、関係各課ならびに商工会等の関
係団体等と連携協力を図りながら、社会全体の取り組みとして積極的な事業推進に努めま
す。 

第３期計画の取り組みの方向 

令和元年度 3月に策定した第 2期子ども・子育て支援事業計画（令和 2年度から令和

6年度までの 5カ年計画）は、第 1期子ども・子育て支援事業計画の基本理念「子ども

たちの明るい未来をともに築き子育ての喜びや夢を分かちあうまちづくり」を継承し、

妊娠・出産から子育て期にかけての切れ目のない支援体制を構築し、子どもたちが未来

に向かって明るく健やかに育つまちづくりを推進します。「地域や企業における子ども

と家庭への支援」を基本目標の一つとし、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた理

解促進と啓発、子育てと仕事の両立への取組促進などに努めます。 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・職業生活と家庭生活の両立 
 
 

・多様化する働き方やニーズに対応した幼児教育・
保育サービスの充実 

・子育てを支援する環境の充実 
・多様な働き方の実現と男性の主体的子育ての推進 
・仕事と子育ての両立の支援 
○就労しながら無理なく子育てすることができると

感じる保護者の割合【R1：62.6％→R6：70.0％】   

（３）子育て家庭の環境の整備 

第２期計画の評価・課題 
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就職を希望する人に就労支援や情報提供等を図っていきます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 就業の支援・情報提供の推進 

・雇用希望事業所情報の収集及び就業希望者への
情報提供 
ハローワークや地域活動支援センターへ紹介し、
就労支援を行っています。 

・就労希望の働かない若者への職業訓練の促進 
 就労支援員があいだに入り、必要に応じて就労準 

備支援事業等につないでいます。 
・就労訓練制度等の情報提供 
 ハローワークの情報提供を行っています。 
・就労相談事業の推進 
 就労支援員がハローワーク等と連携を図り相談 

支援を実施しています。 
 【相談支援件数 R2 年度：15 件】  

 

 

・概ね計画どおり進捗しています。 
・平成 29年度から新たに就労支援員を 1 名配置し、きめ細かい対応と支援の強化に努めていま
す。 
・令和 2 年度からは就労準備支援事業を実施し、規則正しい生活習慣や就労体験など新規就労
に向けた準備を行う事業を実施しています。 
・就労場所の確保、職場定着支援に加え、高齢者の求職支援のニーズも高まっています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

生活困窮、ニート、ひきこもりなど様々な状態にあり就職を希望する方について、求

職情報の提供、就労に至る準備段階での支援（就労準備支援事業の実施）、就職活動支

援、定着支援等の就労支援を実施します。また、高齢者についても身体状況等に合わせ

た就労支援を積極的に実施します。就労支援にあたってはハローワーク等と連携を図り

ながら一人ひとりの状況に合わせた支援を行います。 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・就業の支援・情報提供の推進 
 
 
 
 
 

・雇用希望事業所情報の収集及び就業希望者へ
の情報提供 

・就労希望者への職業訓練の促進 
・就労訓練制度等の情報提供 
・就労相談事業の推進 
 【相談支援件数：20件／年】 

  

（４）地域における就労支援 

第２期計画の評価・課題 
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５．情報提供と相談窓口の充実 

 

高齢者や障がい者、子育て家庭を含めた、社会福祉全般にわたる相談事業を実施すると

ともに、地域福祉情報の提供を行う必要があります。電話や来所にて、福祉にかかわる

様々な相談を受けつける際、できる限りワンストップにて受けつけ、的確な対応が求めら

れます。相談したいけれどどこに相談すればよいかわからない等のことがないように、情

報提供を行う必要があります。また、高齢者や障がい者、認知症の方を抱える世帯のため

に、弁護士･医師・臨床心理士による人権・法律・財産・生活等の相談が必要と考えます。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

南砺市は、社会福祉協議会、地域包括支援センターや保健センター、福祉課に相談窓口

を整備しています。一方、地域においては民生委員・児童委員等が市民の身近な相談に対

応していますが、福祉サービスを必要とする人が必要とするサービスを受けるためには、

本市にどのような福祉サービスがあり、どのように利用できるのか、どこにあるのか等が

わかるよう情報を提供していく必要があります。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

南砺市では、市民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが

できるよう、保健、介護、医療及び福祉が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構

築を総合的に推進するため、地域包括ケアセンターを平成 29 年 1 月に設置しました。 

福祉ニーズが増大するなかで、このセンターを核として、相談窓口での情報提供を充実

するとともに、相談内容によっては専門的な支援につなげられるよう、相談支援体制の充

実を目指します。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

高齢者、障がい者、引きこもりがちな若者、子育てをしている母親、生活保護受給者、

生活困窮者の相談に応じることができるよう、サービス情報提供と相談窓口の充実を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情報提供と相談窓口の充実 

（１）情報伝達手段の多様化 

（２）適切な情報発信・諸団体の情報交換促進 

（３）地域に情報交換できる場の設置 

（４）相談窓口の充実 
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インターネットをはじめとした ICT（情報通信技術）は、市民生活に欠くことのできな

いものとなっています。ホームページ等各種媒体を活用し、相談機関についての情報提供

を促進します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域情報化の推進 

○インターネットを利用している市民の割合 
【H27: 75.7％ → R1: 80.5.％】 
○ケーブルテレビの加入率 
【H27:62.9％ → R1：62.5％】 

 

 

・市報「広報なんと」や社会福祉協議会の広報誌「なんとの福祉」、ホームページ等各種媒体
を活用したわかりやすい情報提供を行っています。 

・更なる行政サービスの充実や相談時の市民満足度の高いサービスの提供が求められていま
す。 

・ケーブルテレビについては、市全域が光ファイバー整備が終了し、４Ｋ及び高速大容量によ
るインターネット環境が整いました。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

市民の 7割は「広報なんと」を利用しているため、これまで以上に「読んでもらえる

広報紙」を目指し、よりわかりやすく伝え、市政への関心や理解度は図ります。 

ホームページ拡充によりコンテンツの充実を図り、利用しやすい情報共有の推進を図

ります。 

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の活用で、速やかな情報提供をし

ていきます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域情報化の推進 
 
 

・ホームページ及び SNS(ソーシャル・ネットワー
キング・サービスなど）での情報発信 

○インターネットを利用している市民の割合 
【R2: 82.4％ → R6: 85.0 ％】 

○ケーブルテレビの加入率 
【R2: 62.4％ → R6：62.7 ％】 

  

（１）情報伝達手段の多様化 

第２期計画の評価・課題 
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だれもが知りたい情報を得ることができるよう、様々な方法で情報を提供します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域福祉情報発信の充実 

○手話通訳者等の利用件数 
【H28:56 件→ R2:67 件】 
○市開催行事への手話通訳者・要約筆記者の派遣回数
【H28:３回→ R2:２回】 
○手話講習会の受講者数【H28:９人→R3:11 人】 
・社会福祉協議会は隔月発行の広報紙に、社会福祉協 
議会や地区、各種団体の取り組みを掲載し、全戸に
配布しています。 
また、ホームページやブログにより、地域福祉やボ
ランティアに関する情報を配信しています。 

・地域づくり協議会においても広報紙やホームペー
ジで身近な地域の情報を発信しています。 

・社会福祉協議会の事業を周知するためのふくし出 
前講座を実施しています。 

○ふくし出前講座の実施回数 
 【R3：20 回】（R3.11.12 現在） 

 

 

「“知りたい”情報が思うように得られない」との意見に対して、必要とされる情報が周知で
きるよう、検討する必要があります。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

社会福祉協議会は、ケアネット協力企業として登録された企業に対して、福祉に関す

る情報を提供し具体的な福祉活動への参画を提案、協議していきます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・情報提供方法の充実 ・地域福祉関係者への情報発信 

  

（２）適切な情報発信・諸団体の情報交換促進 

第２期計画の評価・課題 



第４部 基本計画 
 

55 

 

 

地域住民が情報を交換・共有する場を支援します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 情報交換の場の設置 

・地区の交流センターや集落の公民館など身近な 
場所で高齢者のサロンが開催されています。サロ
ンでは交流や情報交換が行われ、仲間づくりの場
にもなっています。 

・身近な場所で誰もが気軽に集う居場所づくりと
して、年齢を限定せず参加を広く呼び掛けて行う
だれでも型サロンが開催されています。 

・高齢者や障がい者、子育て家庭、生活困窮者にか
かわらず誰もが集える場とする「地域食堂」をモ
デル事業として実施しました。 

・社会福祉協議会では、地域で孤立しがちな方が集
える居場所を定期的に開催しています。 

 

 

・地域づくり協議会や集落の運営で身近な場所でサロンを開催しており、情報交換や交流が行
われています。 

・年齢を限定せず参加を広く呼びかけて行うだれでも型サロンも開催しています。 
・社会福祉協議会では、年齢や性別、障がいの有無に関係なく、誰もがふれあい集える場とし

て、希望の地区で「地域食堂モデル事業」を開催しました。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

地域の中で閉じこもりがちな人や孤立しがちな方への居場所づくりや、情報の提供、

情報交換を促進します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・誰もが集い必要な情報を得られるように
情報交換の場を設置する 

・誰もがふれあい集える場の設置。 
・高齢者や地域住民が交流するサロンの場を活用 
した情報提供の促進。 

・地域で閉じこもりがちな方や孤立しがちな方の 
居場所をつくり、情報交換の場とする。 

  

（３）地域に情報交換できる場の設置 

第２期計画の評価・課題 
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相談窓口での情報提供を充実するとともに、相談内容によっては専門的な相談につなげ

られるよう、相談支援体制の充実を図ります。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 相談支援体制の充実 

地域包括ケアセンターの設置により、福祉、健康、
介護の相談窓口のワンストップ化が図られ、「断ら
ない相談窓口」として横断的に相談を受けられる
体制の構築に努めている。 
令和２年７月からは、市庁舎統合に合わせ、「ふく
し相談窓口」を設置し、市民の利便性の向上に努め
ている。 

 

 

・概ね計画どおり進捗しています。 
社会福祉協議会、地域包括ケアセンター、ふくし総合窓口等、「断らない相談窓口」として
設置しています。 
地域と連携を図り、地域づくり協議会、民生委員・児童委員、地域福祉推進員と情報共有し、
相談内容によっては、より専門的な機関につなげています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

今後も、より地域との連携を強化し、支援が必要な方に必要な支援が届くよう、専門

部署、専門機関等へつなげられるよう相談支援体制の充実を目指します。 

また、的確な支援につながるよう、研修を通じて、相談窓口の人材育成、相談員のス

キルアップを図ります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・相談支援体制の充実 
 
 

・地域との連携強化 
・相談窓口構成員の人材育成 
・「断らない相談窓口」の充実 

 

（４）相談窓口の充実 

第２期計画の評価・課題 
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１．支えあいのある福祉サービスの環境づくり 

 

高齢者や障がい者、ひとり親家庭、子育て家庭の方々が、安心して自立した生活を送る

ことのできる環境をつくるためには、介護、医療や福祉等の公的サービスの充実はもとよ

り、互いに支えあって暮らすことのできる地域づくりを進めることが重要となっていま

す。地域の実情に応じて、市、事業者、ボランティア団体、ＮＰＯ団体等の団体及び地域

住民等が協働し、創意工夫を凝らした様々な支えあいの取り組みが必要です。こうした取

り組みは、市民の暮らしの安心の確保はもとより、地域の活力の創出にもつながるもの

で、地域で暮らす一人ひとりが、できることから支えあう活動に取り組むことが重要とな

っています。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

少子高齢化の進行と、核家族化の進展に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯

が増加していることに加え、要介護（要支援）認定者や認知症高齢者も増加することが見

込まれています。互いに支えあう地域づくりを実現するため、子どもの頃から、生涯を通

じた福祉に関する教育や学習機会を確保するとともに、だれもがボランティア活動に参加

できるような環境づくりが重要です。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

ボランティア活動を促進するため、活動に関する情報提供や相談体制を充実し、人材の

育成と活用を支援するとともに、活動団体相互の交流の促進を目指します。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

現行の地域福祉計画の施策を継承し「高齢者保健福祉計画」等に基づき、介護予防、コ

ミュニケーションの場等を確保し、支えあいのある福祉サービスの環境づくりに努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 支えあいのあるまちづくり 

支えあいのある福祉サービスの環境づくり 

（１）交流の場づくり 

（２）人の交流促進 

（３）地域福祉サポーターの設置 
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様々な人たちが集う居場所づくりや学童保育、高齢者のサロンといった交流の場づくり

を支援していきます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 交流の場づくりへの支援 

・地域での高齢者サロンの開催を推進しています。 
・年齢を限定せず地域住民に広く参加を呼びかける 

だれでも型サロンの助成を新設し、定期的な交流 
の場として開催を推進しています。 

・高齢者や障がい者、子育て家庭、生活困窮者にか 
かわらず誰もが集える場として希望された地区
が「地域食堂モデル事業」を行いました。 

・社会福祉協議会では、地域で孤立しがちな方が集
える居場所として定期的に「縁の木」を開催して
います。 

○支え合いマップの作成（対象：全 31 地区） 
【H28: ４地区 → R3: 20 地区】 

 

 

・おおむね 65 歳以上の方を対象にしたふれあい・いきいきサロンは、各地区や集落で開催さ
れており、交流の場となっています。男性の参加が少ないという課題を解決するために、
各サロンで内容を工夫しています。 

・年齢を限定せず地域住民に広く参加を呼びかけるだれでも型サロンも新設し、地域で開催
されています。 

・食を通して誰もが集える場を作ろうと「地域食堂モデル事業」が実施されました。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

高齢者をはじめ、子どもや障がいのある人、地域で孤立しがちな人などの生活を地域

で支えていけるよう、お互いに顔の見える関係を築くとともに、何かあった場合にも助

け合うことが出来るよう、様々な人たちが集う交流の場づくりを支援します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・交流の場づくりへの支援 ・高齢者サロンの推進 
・だれでも型サロンの推進 
・地域で孤立しがちな方が集える場づくりの推 
 進 

  

（１）交流の場づくり 

第２期計画の評価・課題 
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地域づくり協議会、老人クラブ、自治会、サロン団体、ボランティア団体、スポーツク

ラブ、その他各種団体など、多様な主体が交流する場を設け、人の交流を促進します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 人の交流支援 

社会福祉協議会では、地域づくり協議会やサロン
団体、ボランティア団体の福祉交流事業への助成を
実施しました。しかし令和２年度と３年度はコロナ
禍の影響で人の交流が制限され、活動を休止する団
体が相次ぎました。 

 

 

・コロナ禍の影響によって、人の交流が制限された時期が長くありました。 
・集まるだけでなく、訪問活動や手紙、電話など、感染症対策を工夫して活動する団体もあり

ました。 
・今後は、新しい生活様式で感染症対策をとりいれながら、活動を進める必要があります。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

長引く交流制限によって高齢者等が引きこもり、身体機能の低下や認知機能の低下を

招く恐れがあります。 

感染症対策に配慮した新しい生活様式によって、これまでとは違った交流方法も検討

する必要があります。 

換気、短時間、少人数、集まるだけでなく、訪問活動や電話など様々な方法も視野に

いれた福祉活動を支援していきます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・人の交流支援 ・地域づくり協議会、サロン、ボランティア団体
の福祉交流事業への支援。 

 

 

  

（２）人の交流促進 

第２期計画の評価・課題 
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福祉活動リーダーの育成・支援をしていきます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域福祉サポーター活動の充実 
○地域福祉サポーター数 
【H27: 59 名 → R1: 59 名】 

 

 

地域福祉サポーターについては、各地域に地域づくり協議会が発足し、福祉部会や福
祉活動リーダーが設置され、地域福祉サポーターと同じ役割を担う体制が整備された
ため、令和元年度をもって社会福祉協議会からの委嘱を終了しました。 
 

 

第３期計画の取り組みの方向 

地域づくり協議会の福祉部会等と連携を図りながら、福祉活動リーダーの育成・支援

に努めていきます。 

  

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

福祉活動リーダーの育成・支援 ・民生委員・児童委員、地域福祉推進員との連携 
・地域福祉に関する研修 
・災害時における要支援者の個別避難計画作成

支援 
 

（３）福祉活動リーダーの育成・支援 

第２期計画の評価・課題 
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２．気軽に参加や交流ができる場所づくり 
 

地域では、高齢化やご近所付き合いがなくなってきていること等により、地域に関心を

持つ人や地域の活動に参加する人が少なくなってきています。ひとり暮らしの高齢者や障

がい者、子育て家庭が安心して暮らせる環境づくり、地域全体での防災体制づくり等、新

たに必要とされている取り組みをどのように進めていけばよいのかが問われています。 

今後、少子高齢化により人口が更に減少していくなかで、地域の課題に適切に対応しな

がら、安全に安心して暮らせるまちを築いていく必要があります。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

地域づくりは、地域の人たちが本当に必要だと思って取り組み、うまく機能させられる

よう、時間をかけて話し合うことが必要です。そのためには、だれでも気軽に参加できる

場所をつくり、互いに知り合い、地域の実情と支援について話し合うことが必要です。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

世代を超えた様々な活動を通じて、交流の機会を充実し、温かな人間関係を築き、とも

に生き、ともに支える地域社会の実現を目指します。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

地域コミュニティを活性化するための効果的な取り組みは、地域住民が地域のことを話

し合い、地域活動がしやすい環境と仕組みづくりが必要です。地域活動をよりよく活発に

することで、地域のコミュニティを広げます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

気軽に参加や交流ができる場所づくり 

（１）地域交流活動の構築 
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地域の様々な情報発信を行い、地域交流活動を推進します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域交流活動の支援 

・地区福祉活動助成事業として 31地区へ助成し活 
動を支援しています。 

・だれでも型サロン助成を新設し、年齢や性別に限 
らず、だれでも集える定期的な交流の場を支援し 
ています。 

・ケアネット研修会やふくし出前講座等、地域での 
研修会の開催を支援しています。 

○ケアネット研修会等開催支援回数 
 【H27: 23 回 → R2: 21 回】 

 

 

・地域づくり協議会の福祉関係部会と子育て関係部会が連携して事業を実施し、世代間交流を
進める地区が増えてきました。  

・各地域づくり協議会ではホームページや広報紙で、各部会の事業など地域の情報を発信して
います。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

地域づくり協議会の福祉関係部会と子育て関係部会が連携して事業を実施し、世代間

交流を進める地区が増えてきました。  

各地域づくり協議会ではホームページや広報紙で、各部会の事業など地域の情報を発

信しています。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域交流活動の支援 
 

・地区の交流活動の支援 
・他地区の活動紹介や情報交換の場の提供 

  

（１）地域交流活動の構築 

第２期計画の評価・課題 
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３．地域で支えあう仕組みづくり 

 

東日本大震災や熊本地震からの復興は、社会保障制度と深くかかわっています。震災

後、被災者が支えあう姿、全国からのボランティアが支援する姿は、「人々の絆やつなが

り」という日本人と日本社会にある底力を再認識させられました。 

「互助（互に支えあう）」を合言葉にした新たな包括支援・参加型社会保障の仕組みを

構築することは、これからの南砺市における地域づくりにつながります。地域包括ケアを

中心に据えた体制整備が市民の支えあいで行われることにより、保健・医療、介護・福祉

等のサービスが一体的に提供されることになり、様々な人々の交流により構築されること

につながります。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

家族や地域で互いに支えあう機能が弱まっています。こうしたなか、住み慣れた地域で

だれもがお互いを支えあうことにより、充実した地域社会に発展させることができます。

その仕組みづくりが問われています。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

だれもが安心して暮らせるまちづくりには、市民相互の助け合いや支えあいの活動が不

可欠です。地域におけるすべての人が安心して快適な生活が送れるよう、地域ぐるみの支

えあいによる互助の取組を目指します。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

今後、地域福祉を進めていくに当たっては、身近な分野で多様な主体が互助の精神で活

動することが重要です。こうした動きを広報・啓発し、「新しい互助」の力が最大限に発

揮されるよう、活動現場からの視点に立ち、地域で支えあう仕組みの構築等に取り組んで

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域で支えあう仕組みづくり 

（１）高齢者・障がい者・子育て中の人への支援 

（２）地域の横の連携 

（３）再犯防止等の推進「再犯防止推進計画」 
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地域で支えあい、高齢者・障がい者・子育て中の人へ支援していきます。 
 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域福祉活動の推進 

災害時要支援者名簿を自治会・町内会、地域づくり
協議会、民生委員・児童委員、地域福祉推進員へ提
供し、支援が必要な方の把握と、平常時からの見守
り活動に活用しています。 
地域づくり協議会、社会福祉協議会が中心となり、
ケアネット活動を通して地域支援体制の整備に取
り組んでいます。 
○市民支援者となっている市民の割合 
【H27: 11.16％ → R1: 12.09％】 

 

 

・延長・休日・乳児保育や一時預かり事業等の保育サービスの充実、子育て支援センターの利
用促進、ファミリー・サポート・センターによる会員間の相互支援等を通して子育て家庭の
支援に努めています。 

・南砺家庭・地域医療センター内に児童精神科・心療内科の診療を行う、「こどものえがおク
リニック」が開設され、発達障害等の子どもに係る相談診療を行っています。 

・民生委員・児童委員、主任児童委員の学校訪問や、子どもたちを地域ぐるみで見守ることで、
問題を早期に発見し、専門的な相談窓口へつなげています。 

・子育て支援アプリ「なんと Hug」を活用し、様々な相談方法、手段を提供することで、子育て
世代が気軽に相談できる支援体制を整備しています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

市、自治会・町内会、社会福祉協議会、民生委員。児童委員、地域福祉推進員等が連

携して、相談支援体制の構築と、専門機関へのつなぐことができるよう、引き続き努め

ていきます。 

また、SNS 等を通じて、気軽に相談できる支援体制の充実に努めていきます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域福祉活動の推進 
 
 
 
 
 

・地域での支え合い 
・子育て支援センター等での相談や支援情報の 

提供 
・子育て支援サービスの充実 
・子育て相談事業 

  

（１）高齢者・障がい者・子育て中の人への支援 

第２期計画の評価・課題 



第４部 基本計画 
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団体同士がお互いに理解を深め、地域で活動する団体が連携して地域福祉を推進しま

す。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 関係機関との情報の共有化 

・市内全地区において地域づくり協議会が発足
し、地域で活動する団体は部会として体系化さ
れたことによって、地区内の連携は進みました。 

・社会福祉協議会では、地域づくり協議会が互い
に情報交換し、課題への対応を考える「地区福
祉活動連絡会」を開催しています。 

○地区福祉活動連絡会の開催回数 
【H27：２回 → R3: 5 圏域が 1回ずつ】 

 

 

令和２年度に市内全地区が地域づくり協議会に移行となり、地区の交流センターや事務局
が位置づけられたことにより、地区組織が基盤強化されました。地区単位で生活課題に対応
する事業が検討されており、横の連携が進んでいます。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

高齢化と人口減少が進む地区では、福祉活動の担い手の減少を懸念しています。これ

からの地域共生社会の実現にはすべての人が役割と出番をもって、できることで協働す

る体制が必要です。 

地区の生活課題を把握し、課題解決に向けて話し合うことによって、さらに地区内の

連携が強くなり協力者が増えるよう地区の取組みを支援します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域の関係団体との情報共有 ・生活支援コーディネーターによる地区への関わ
り 

・地区福祉活動連絡会の開催 

  

（２）地域の横の連携 

第２期計画の評価・課題 
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関係機関・団体との協働での取り組みや地域の見守り、連携ネットワークの活動等によ

り、支援者の早期発見に努め、包括的な支援による再犯防止に向けた取り組みを推進しま

す。また、これらの活動を通して、犯罪の抑止につなげていきます。 

 

第２期計画の進捗状況 

第３期からの新設項目 

 

第３期計画の取り組みの方向 

「再犯の防止等の推進に関する法律」が平成 28 年 12 月に施行され、県及び市町村に

おいても地方再犯防止推進計画の策定に努めることが規定されたことから、第３期計画

では、本項目を再犯防止推進計画と位置づけ、地域福祉計画と一体的に推進し、市民が

安全で安心して暮らせる社会の実現を図ります。 

主な取り組みとしては、地域の見守り等により支援者の早期発見と関係機関、関係団

体との連携を図りつつ、包括的支援を基本に再犯防止に向けた取り組みを推進していき

ます。 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・包括的支援による再犯防止の取り組みの
推進 

 
 

・関係機関、関係団体との連携強化 
・相談体制の周知、充実 
・再犯防止や楽物乱用防止等に関する啓発活動の

推進 
・防犯パトロールの強化（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）再犯防止等の推進「再犯防止推進計画」 
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４．地域でできる福祉サービスの開発と普及促進 

 

障がい者、高齢者や社会的弱者・生活弱者に対して、社会参加促進の活動を行い、だれ

もが安心して生活ができる地域社会の実現を目指し、まちづくりを視野に入れた福祉サー

ビスを普及促進する必要があります。 

また、既存の支援体制の実態を把握し、その課題に対応するため、関係機関の連携を強

化し、包括的な支援を行う仕組みづくりを構築する必要があります。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

地域で日常生活を営むためには、公的サービスだけでは不十分です。社会的弱者や生活

弱者の方々が必要とする支援は、各地域で異なることが考えられます。そのため、地域で

必要とする福祉サービスを普及促進することが重要です。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

各種事業等を効率的・効果的に実施し、地域福祉の充実を図るため、地域福祉の総合的

な体制づくりや地域福祉活動の推進について社会福祉協議会と連携を図ります。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

多様なニーズや複合的な支援を必要とする問題等については、公的な福祉サービス外で

の対応も検討し、必要な各種福祉サービスの普及促進を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域でできる福祉サービスの開発と普及促進 

（１）サービスの普及についての支援 

（２）日常生活についての自立支援の拡充 

（３）移動サービスの支援 

（４）地域福祉活動施設の充実 



68 

 

 

市民が必要とする福祉サービスの開発と、普及活動の支援を行う福祉団体への支援を行

います。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ ボランティア活動の支援 

○南砺市内にあるＮＰＯの数 
【H27: 22 団体 → R2: 23 団体】 
市内で活動しているボランティアグループへ活動
助成を行っています。 
 R2：21 団体 → R3：21 団体 

 

・社会福祉協議会ではボランティアや福祉活動グループの活動支援を実施しました。 
・令和２年度には、全市的に小規模多機能自治に移行し、ボランティア活動に限定されない地

域づくり協議会に 
 おいて、地区ごとに必要とされる福祉サービスが提供され始めました。 
・ボランティア団体への支援のみならず、地域づくり協議会の活動支援が重要となります。 
・地域でどのようなボランティア活動が求められているのか把握する必要があります。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

令和２年度に市内全地区が小規模多機能自治組織に移行となり、市民の身近な単位で

の福祉サービスの提供が始まりました。 

社会福祉協議会では、各地区独自の福祉サービスの創出支援だけではなく、市全域で

必要とされるボランティアで対応できる範囲（無資格でも対応できる範囲）でのサービ

ス開発を検討します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・生活支援サービスの創出支援 
 
 

・生活支援コーディネーターの配置 
・ボランティア活動者及び団体への支援、活動コ 

ーディネート 
・地域や学校での福祉教育の開催 

  

（１）サービスの普及についての支援 

第２期計画の評価・課題 
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日常生活自立支援事業の推進とともに、社会的弱者や生活弱者等が不安のない自立した

生活を継続できるよう支援していきます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 介護予防・日常生活支援の推進 

・社会福祉協議会では、日常生活自立支援事業の
専門員を配置し、利用に対応しています。本人
の思いを受け入れ、必要に応じて関係機関と連
携し、地域で安心して生活が送れるように支援
しています。 

・日常生活自立支援事業の生活支援員を対象に、
利用者理解、対人援助技術の向上、生活支援員
相互の情報交換を図ることを目的とした研修を
行っています。 

 

 

・日常生活自立支援事業の市内全域での利用に対応できるように体制を整えました。 
・日常生活自立支援事業だけでは対応できないような、複合的な課題がある相談が増えてお

り、関係機関と連携した支援が必要となっています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

高齢や障がいにより自分一人で判断することに不安のある方が増えており、困りごと

や課題は多岐にわたっています。複合的な課題にも関係機関が連携して支援ができるよ

うに、相談窓口を充実させ、迅速に対応できるような体制をつくる必要があります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・介護予防・日常生活支援の推進 
 
 

・日常生活自立支援事業の周知 
・相談窓口の充実 

  

（２）日常生活についての自立支援の拡充 

第２期計画の評価・課題 



70 

 

 

外出困難な人への移動サービスを支援していきます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域住民の日常生活の支援 

・社会福祉協議会では、福祉有償運送として、福
祉車両で車椅子利用者の通院送迎を実施して
きました。しかし、利用者の減少と新規運転ボ
ランティアの確保困難のため、令和 3 年度末で
サービスを終了することになりました。 

・地域づくり協議会とタクシー会社が協定を結
び、地区のサロン会場まで距離がある参加者
に、タクシー乗り合いによる安価での送迎を始
めたところもありました。 

・市では、外出支援サービス（地域包括ケア課）
障がい者のタクシー代助成（障害福祉課）を行
いました。 

・地域づくり協議会が運行主体となる交通空白
地有償運送の実証運行事業が進められていま
す。（政策推進課） 

 

社会福祉協議会の送迎サービス（福祉有償運送）は、車椅子利用者の通院を福祉車両で送
迎していましたが、利用者と運転ボランティアの減少により令和 3 年度末で終了しました。 
市の移動サービスについての市民ニーズの把握が必要です。外出支援サービス、障がい者

のタクシー代助成のほか、新たな支援サービス等が必要かどうかを含め、検討する必要があ
ります。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

第２期計画でも推進してきた、外出支援サービス、障がい者のタクシー代助成を継続

すると共に、その他の支援サービスの実施を検討します。そのために、利用者等を対象

とした実態調査を行い、ニーズの把握に努めます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域住民の日常生活の支援 
 

・外出支援サービスの継続 
・障がい者のタクシー代助成の充実 
・その他の支援サービスの検討 
 

  

（３）移動サービスの支援 

第２期計画の評価・課題 
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地域での支えあいや助け合いの仕組みづくりを推進するため、地域福祉活動の活動拠点

としての施設の充実を図ります。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域福祉活動拠点の充実 

・地域包括支援センターの機能強化 
 認知症集中支援チーム、地域ケア会議、介護予

防に資する通いの場づくりとリハビリ専門職と
の連携の実施 

・老人福祉センターや老人福祉施設、高齢者生活
福祉センターの有効活用 

  城端老人福祉センター「美山荘」、福光福祉の
家「光龍館」、上平高齢者コミュニティセンタ
ー「ことぶき館」の活用 

 

 

・概ね計画どおり進捗しています。 
・地域包括支援センターとして、地域ケア個別会議の拡大によるケアマネジメント力の向上と

指導体制の強化や、地域課題等に対して地域包括ケアセンター内での医療・介護・福祉・保
健の各種サービスや支援の一体的な実施による解決を図っています。 

・地域福祉活動として、交流センター、福祉センター等を利用し、活動を展開しています。 
・ひとり暮らしや高齢者のみ世帯、障がいのある高齢者、認知症高齢者が増加していく中で、

高齢者が地域で生活を継続していくためには、事業者による介護サービスのみならず、地域
づくり協議会等の「住民自治組織」が、できる限り多様な生活支援ニーズにきめ細かく応え
ていくことが大切です。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

住民主体の生活支援活動に、地域関係団体と連携して積極的に取り組む等、地域の支

えあい体制を推進し、安心して暮らせる地域づくりを進めていきます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域団体の支えあい体制の推進 
 

地域住民による「地域支えあい」体制 
・住民主体による地縁組織の活動拡大・支援 
・表彰制度の拡充 
地域関係団体との連携 
・社会福祉協議会、地域づくり協議会、民生委員・

児童委員、地域福祉推進員、ボランティア 

  

（４）地域での支えあい体制の推進 

第２期計画の評価・課題 
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５．福祉にかかわる団体間の連携 

 

高齢者、障がい者、子育て家庭等、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

幅広い年代に福祉意識の周知と啓発を行い、社会福祉協議会をはじめ、隣近所や自治会・

町内会、老人クラブ、ＰＴＡ、ボランティア団体、ＮＰＯ団体、等の地域における支えあ

い、助け合いの輪を一層広げ、福祉団体の連携を強化する必要があります。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

多様化する地域の課題を市民自らが自発的及び主体的に取り組み、様々な団体等の連携

を図る地区コミュニティ活動の推進や、まちづくりの基礎となる自治会及び地区コミュニ

ティへの加入促進を図り、地域住民の連帯意識の向上を図る必要があります。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

多様な民間の活動団体が担い手となり、相互に連携することによって、それぞれの団体

が有する情報を共有するとともに、専門的な知識・能力を活用しながら、きめ細かな活動

により地域の課題の解決を目指します。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

孤独死や児童虐待、育児放棄、引きこもり、生活弱者差別等が深刻な社会問題になって

います。そのため、自治会・町内会や社会福祉協議会、民生委員・児童委員、地域包括支

援センター、福祉施設、ボランティア団体、ＮＰＯ団体等の地域で活動する団体と、地域

に住む人々が情報交換や連携を強化することにより、情報を共有し、必要な福祉サービス

の提供につなげていくことが重要です。 

また、社会福祉協議会が持つ民間福祉活動のコーディネート機能を強化し、福祉を支え

るボランティア団体やＮＰＯ団体等の活動の充実を図っていきます。 

地域包括ケアを基軸とした地域福祉の増進に向け、関係の大学と連携して共同事業を推

進していきます。 

 

 

 

 

 

  

福祉にかかわる団体間の連携 

（１）福祉にかかわる団体間の連携強化 
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福祉活動にかかわる団体・市民・行政の連携を強化します。 

生活課題を抱える世帯に対して、専門機関の協働と地域との連携によって包括的な支援

に取組みます。 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 福祉団体との連携 

・社会福祉協議会は、地域づくり協議会が互いに
情報交換し、課題への対応を考える「地区福祉
活動連絡会」を開催しています。 

○地区福祉活動連絡会の開催回数 
【H27: ２回 → R2: 5 圏域で 1回ずつ】 

・また、市内の団体や企業の協力を得て見守り支
援が必要な人へ届くよう「ケアネット推進連絡
会」を年 1 回実施しています。 

・市内に所在する 8 つの社会福祉法人による「南
砺市社会福祉法人連絡会」が令和元年に組織さ
れ、協働して地域貢献活動に取り組むようにな
りました。 

・市民と行政による協働のまちづくりを推進し、
地域課題を解決する一つの手法として「地域円
卓会議（福祉）」を毎年開催しています。 

 

 

・令和２年度に市内全地区が地域づくり協議会に移行し、地区社会福祉協議会は地域づくり協
議会の福祉部会として位置づけられました。 

・市民と行政がともに意見を出し合い、具体的な課題解決につなぐために、「地域円卓会議（福
祉）」を開催しています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

核家族化が進み、支援が必要な状態になっても、相談にのったり支援したりしてくれ

る家族や親族が近くにいない場合が増えています。また複雑で複合的な問題を多く抱え

ている世帯もあります。 

支援を要する世帯には、孤立させないように、そして必要な支援が届くように、専門

的な福祉サービスと地域のケアネット活動との連携によって包括的に対応を行う必要が

あります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・個別課題の解決に向けた地域と関係機関
との連携強化 

・専門機関とケアネット活動の連携強化 
・社会福祉協議会の各種団体や協力企業とのケ

アネット推進連絡会を継続する。（年 1回） 

  

（１）福祉にかかわる団体間の連携強化 

第２期計画の評価・課題 
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６．福祉教育の推進 

 

学校教育において、福祉についての正しい理解を深めることは重要なことで、児童生徒

の発達の段階に応じて、社会科、生活総合科、道徳等において、社会福祉についての理解

を深める指導を行うとともに、思いやりの心、社会奉仕の精神等の育成を図る必要があり

ます。障がいのある子どもと、障がいのない子どもや地域の人々が活動をともにすること

は、すべての子どもの社会性や豊かな人間性を育成する上で必要であり、お互いを正しく

理解し、ともに助け合い、支えあって生きていくことの大切さを学ぶ重要な機会であると

考えられています。 

また、高齢者、障がい者、子育て家庭等の生活弱者が自立し、社会参加するためには、

市民が、福祉についての正しい知識と認識を深めることが必要です。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

少子高齢化時代にきめ細かな福祉施策を展開していくためには、福祉教育が不可欠で

す。高齢者、障がい者、子育て家庭等の様々な生活や生き方があることに気づき、福祉問

題や福祉活動の意義や役割に関心を持つことが求められます。 

福祉教育では、偏見や差別なく人権を尊重し、高齢者や障がい者との交流を通して、思

いやりの心を育むことが必要です。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

次代を担う子どもたちが、かけがえのない存在であることを認識し、また、社会の一員

であることを自覚し、自ら進んで社会に参加できるよう、家庭・学校・地域が連携して、

健全育成に取り組みます。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

すべての人を個人として尊重し、思いやりの心を育み、福祉教育を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉教育の推進 

（１）福祉人材の育成 

（２）学校における福祉教育の推進 
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福祉人材の育成を図るため、各種ボランティア講習会を開催します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 福祉人材の育成 

・社会福祉協議会では、社会福祉大会での市民を
対象とした福祉講演会や、障がい者寄り添い講
座等障がい者理解を促進するための講座を開
催しています。 

・ボランティアセンターではボランティア希望
者を活動にマッチングしています。 

○ボランティア活動に参加している市民の割合 
【H27: 46.8％ → R2: 30.9％】 

 

 

・南砺市ボランティアセンターに登録されているボランティア団体は、高齢者や障がい者など
への支援活動団体が多い状況です。 

・まちづくり、子育てなど多種多様なボランティア活動が行われるようになり、ボランティア
センターに登録で 

 きていないボランティア活動グループを把握することが必要です。 
・どのようなボランティア活動が必要とされているのかを把握した上で、ボランティア養成を

検討する必要があります。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

地域や企業でボランティアや社会貢献などの福祉活動に取り組む機会を創出するた

め、大人を対象とした福祉教育プログラムを作成し、福祉活動に携わる人材を育成しま

す。 

様々な地域課題の解決のため、南砺市ボランティアセンターに登録していないボラン

ティア活動団体の把握に 努め、連携を図ります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・福祉人材の育成 
 
 
 
 

・地域福祉の担い手となる人材の育成 
・地域や学校での福祉教育、講演等福祉講座の開 
 催 
・障がい者寄り添い講座開催や受講者の活動機 

会をコーディネート 
・大人を対象とした福祉教育プログラムの作成 
・既活動団体のうち南砺市ボランティアセンタ

ー未登録団体の把握及び新規登録数 

  

（１）福祉人材の育成 

第２期計画の評価・課題 
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子どもたちが福祉を身近に感じられるよう、学校における児童生徒の福祉体験活動等を

実施し、福祉教育の推進を図ります。 
 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 福祉教育の充実 

・「14 歳の挑戦」、ボランティア体験を実施してい 
ます。 

・学校でボランティア活動している取り組みの紹介
を行う等、社会福祉協議会の行事にボランティア
スタッフとして積極的に参加しています。 

・総合的な学習の高齢者・障がい者等の学習のなか
で、社会福祉協議会が学校とボランティア団体と
のパイプ役となり、学校にボランティア団体を紹
介しています。また、高齢者施設等に訪問する前
に、事前学習として社会福祉協議会の職員が学校
に伺い、福祉やボランティアについて講座を行っ
ています。 

○福祉出前講座の実施回数 
【H28: 17 回 → R3: 20 回】 
・市内各学校における福祉教育やボランティア活動

充実のため、補助金を交付しています。 
・社会福祉協議会では、教職員を対象としたボラン

ティア学習会を開催し、福祉教育の推進に努めて
います。また、学校からの要請により、教職員と
の連携し福祉講座を実施しています。 

 
 

・新型コロナウイルス感染症による影響もありましたが、計画どおり進捗しています。 
 学校と連携して、福祉教育「14歳の挑戦」、ボランティア体験を行っています。 
・学校独自の福祉教育活動ができるよう、補助金を交付しています。 
・砺波広域圏での小・中学校、高等学校の福祉教育担当教員を対象とした連絡会を開催し、多

彩な実践が進められるよう情報交換する機会を設けています。 
・高齢や障がい等の要因により、身体機能としてできること・できないことを学ぶだけではな

く、児童や生徒が当事者の日常生活をイメージし、福祉を身近に感じ、助け合うことができ
るような福祉教育の推進が必要です。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

少年期や青年期前半の時期には、学校内外における奉仕活動や体験活動を推進する

等、多様な体験活動の機会を充実し、豊かな人間性や社会性等を培っていくことが重要

であると考えます。第３期計画では、福祉教育の充実を図り、多様な社会に役立つ活動

人間に成長していくための支援を継続していきます。 

各学校で当事者と直接交流することのできるような福祉教育を推進するためにも、学

習時間や対応人数等を記載した講師一覧を作成し市内の各学校へ配布します。 

学びや体験だけで終わることがないよう、担当教員とともに学校のニーズに応じた福

祉教育を実践します。 

 

（２）学校における福祉教育の推進 

第２期計画の評価・課題 
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施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・福祉教育の充実 
 
 
 

 

・地域社会における体験型福祉教育の推進(「14 
歳の挑戦」、ボランティア体験) 

・社会福祉関係行事への参加（ボランティア大 
会、共同募金等） 

・「総合的な学習」を通じた地域の福祉従業者や
高齢者・障がい者との体験交流の促進 

・学校施設の有効活用 
○福祉出前講座の実施回数【R3:20 回→R8:20 回】 
・学校における福祉講座の実施 
・教職員との連携、学校での福祉教育の支援 
・ふくし・ボランティア体験講座の開催（年１回） 
・３市福祉教育・ボランティア学習会の開催（年

１回）（３市＝砺波市、小矢部市、南砺市） 
・学校へのボランティア活動助成 
・福祉教育講師一覧の作成 
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１．災害時対策の推進 

 

災害から生命を守り、被災者の暮らしを支え、再生する取り組みが必要です。先の新潟

県中越地震、東日本大震災、熊本地震や記録的な豪雨による災害等により、防災への関心

が高まっており、災害発生時の対応に向けた備えの強化や災害を予防するための多面的な

取り組みが必要です。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

地震や豪雨等、各地で災害が多く発生しており、災害時において生命を守るための初動

対応を確実に行うことや被災者の避難生活の支援、その後の生活再建に対するきめ細かな

支援が必要です。 

防災意識の啓発、関係機関、各種団体との連絡体制の確保等、迅速・的確に防災対応が

できる対策を推進する必要があります。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

「南砺市地域防災計画」に基づき、町内会・自治会、民生委員・児童委員、ボランティ

ア団体、福祉施設等と連携し、声かけや避難訓練等を通じて災害時における要配慮者の避

難支援が的確に行えるよう取り組みます。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

「南砺市地域防災計画」に基づき、風水害、雪害、火災、震災、事故災害の総合的な防

災対策について計画的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 安全で快適なまちづくり 

災害時対策の推進 

（１）情報伝達体制の整備 

（２）高齢者や障がい者への避難支援 

（３）防災・減災の推進 
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必要とされる情報を的確かつ確実に伝えるため、情報伝達体制の整備を図ります。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 防災体制の充実 

「なんと緊急メール」、「南砺市防災アプリ」に
よる防災情報の発信 
○災害に対する備えをしている世帯の割合 
【H27: 75.0％ → H31:   ％】 

 

 

・気象など防災情報を「なんと緊急メール」、「南砺市防災アプリ」により速やかに発信し
ています。 

・防災行政無線が聞こえない、聞き取りにくいなどの意見があり、災害情報にはサイレンを
付するなどの運用を改善しました。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

南砺市では防災行政無線（同報系）、ホームページ、なんと防災メール、南砺市防災

アプリのほかテレビやラジオなど多種多様な手段を活用して災害時の情報伝達を行うこ

ととしています。「自らの命は自ら守る」意識を持ち、自らが避難行動をとるとの方針

が国からも示されており、避難者等の市民へ的確かつ確実に情報を伝えることが重要で

す。 

また、防災行政無線（同報系）については、音声での情報伝達であり、気象条件や建

物の気密性など個々の事情により聞こえにくいとの意見もあります。 

第３期計画では、なんと緊急メール・南砺市防災アプリによる情報伝達体制をこれま

で以上に強く推進を図ります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・防災体制の充実 
 
 
 

・「なんと緊急メール」、「南砺市防災アプリ」 
による防災情報の発信 

・ハザードマップの充実・更新 
〇防災情報を市民自らが取得する意識の推進 
  南砺市防災アプリダウンロード数 
  【R3.3：4,669 件 → R7:7,000 件】 

  

（１）情報伝達体制の整備 

第２期計画の評価・課題 



80 

 

 

自治会・町内会、自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉関係団体等との連携によ

り、高齢者や障がい者への避難支援を行います。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 地域ぐるみの避難支援 

○自主防災組織 
【H27:36 → R2:37】(100%) 
○自主防災組織が実施した訓練回数 
【H27:32 回 → R2:57 回】 
○福祉避難所協定数 
【H27:５か所 → R2:10 か所】 

 

 

市内の自主防災組織組織率が 100％となりました（37 組織） 
自主防災組織における訓練や防災啓発活動が 100％行われています。 
 

 

第３期計画の取り組みの方向 

防災力向上のため、地域づくり協議会、自主防災組織、民生・児童委員、福祉関係団

体との連携による情報伝達や避難体制の充実、庁内防災体制の機能強化を図ります。第

３期計画では、高齢者や障がい者を含む災害時要支援者の個別避難計画の策定を進め、

避難体制の強化を図ります。 

また、災害時に福祉専門職による災害派遣福祉チーム（DWAT)を派遣して、高齢者や

障がい者などの被災者に福祉的支援活動を行います。県では、富山 DWAT が令和３年１

月に発足し、広域の支援ネットワークが構築されました。市においても、DWAT を設立

し、万が一の災害に備えます。そのため、市民に DWAT について周知し、理解の促進を

図ります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域ぐるみの避難支援 
 
 

〇自主防災組織における訓練実施率 100％ 
〇災害派遣福祉チーム（DWAT)の設立 

  

（２）高齢者や障がい者への避難支援 

第２期計画の評価・課題 
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防災意識を高め、いざというときに安全・適切な行動がとれるよう、実践的な防災教育

や防災訓練を実施し、減災を推進します。 
 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 防災・減災の推進 

○自主防災組織が実施した訓練回数（再掲） 
【H27: 32 回 → R2:57回】 
○防災こころえ隊の人数 
【H27: 54 人 → R2:97人】 

 

 

概ね計画通り進捗しています。 
３６の自主防災組織に 97 名の防災士を配置しています。 
全ての地域づくり協議会単位で訓練や防災啓発活動が行われ、複数回実施している組織もあ
ります。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

地域の災害リスクを踏まえ、実情に応じた防災活動や実用性のある災害対応について

各地域づくり協議会を核とした自主防災組織や民生・児童委員、消防団など地域と共に

進めていくことが重要です。 

子供からお年寄りまでが防災を「生涯学習」として学び、災害時においては”自らの

命は自ら守る”自助の意識を持ち、誰ひとり取り残さない、共助（協助）の精神を育め

る地域防災力を高めていかなければいけません。 

第３期計画では、実効性のある訓練の実施や防災研修による知識の普及や地域の防災

士（特に女性）などのボランティアの育成を進め、防災・減災の推進に努めます。 

 
 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・防災・減災の推進 
 
 
 
 

○自主防災組織における訓練実施率（再掲） 
【R7:100％】 

○防災こころえ隊の人数…（国土強靭化地域計画
指標） 
【R2: 97 人 → R7:148 人】 

〇防災研修会・出前講座の実施…（国土強靱化地
域計画指標） 
【R2：13 回 → R7：15 回】 

  

（３）防災・減災の推進 

第２期計画の評価・課題 
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２．防犯・事故防止対策の推進 

 

高齢者や障がいのある人は、悪質な訪問販売や「特殊詐欺（振り込め詐欺等）」、電話に

よる強引な勧誘、インターネットによる犯罪や交通事故等の被害に遭う危険性が高くなっ

ています。また、子どもへの虐待や誘拐等のおそれも市民生活に不安を与えています。 

障がいのある人や子ども等が助けを求める際、困難を取り除くための対策として、緊急

通報体制や、電話やメール等の連絡手段を確立することが必要です。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

子どもやひとり暮らし高齢者、障がいのある人等を犯罪や事故の被害から守る対策とし

て、自治会・町内会、老人クラブ、ＰＴＡ等のパトロールや巡回連絡を推進し、身近な犯

罪や事故の発生状況、防犯上のノウハウ等、安全確保に必要な情報の提供に努める必要が

あります。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

地域の安全を守るために、警察だけでなく、地域住民、行政等がそれぞれの役割を担

い、連携しながら地域の防犯対策及び事故防止対策を推進します。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

市民、関係団体、事業所、警察等との効果的な役割分担と連携の強化を図ります。防犯

活動や自主防犯活動を積極的に支援し、地域力を向上させ、地域全体の防犯意識の高揚を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防犯・事故防止対策の推進 

（１）防犯パトロールの実施 

（２）地域と学校の連携 

（３）虐待・家庭内暴力の防止 

（４）事故の防止 
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地域住民や民間団体、行政機関による自主防犯パトロールの実施及び消費生活相談を充実します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 
自治会・町内会による自主防犯パトロ
ール隊の充実と巡回の徹底 

自治会･町内会等の自主防犯パトロール隊によ
る活動等を実施しています。 
○防犯対策を心がけている市民の割合 
【H27: 71.6％ → R2: 70.1％】 

２ 防犯協会との連携 
防犯協会と連携し各種防犯活動を実施していま
す。 

３ 防犯パトロールの強化 
「青パト講習会」の実施及び公用車の貸出を実
施しています。(貸出回数 204 回) 

 

 

・概ね計画どおり進捗しています。  
・自治会・防犯組合等の自主防犯パトロール隊による活動等を実施しています。                
・コロナ禍の現状を鑑み、リモートによる青パト講習会を実施しています。 
・悪質商法等の消費者トラブルに対する対策、犯罪の抑止に繋がる対策等、市民の防
犯意識の向上を図る施策が求められています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

 第３期計画では、自治会や防犯組合による自主防犯パトロールの推進により街頭犯

罪に対する不安感の払拭及び消費生活相談の充実を図ります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・防犯対策の推進 
 
 
 
 
 

・自治会・町内会等による自主防犯パトロール隊
の充実とパトロール活動の実施。 

・防犯協会等との連携 
・消費生活相談の充実 
〇防犯対策を心がけている市民の割合 

【R2:70.1％→R7:76.0％】 
〇クーリングオフの制度を知っている市民の割  
 合【R2:84.6％→R7:86.0％】 

  

（１）防犯パトロールの実施 

第２期計画の評価・課題 



84 

 

 

学校への不審者侵入防止のための施設対策、及び登下校時における児童生徒等の安全管

理体制等を図るため、地域と学校の連携を図ります。 
 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 児童生徒等の安全確保 

・「子ども１１０番の家」を設置しています。（483
件） 

・青少年育成南砺市民会議総会等の出席、薬物乱
用防止教室の開催を行っています。 

・子どもの通学時間帯等において｢子ども見守り
隊」の活動を行っています。（15 隊 1,952 名） 

・子どもの通学時間帯等において見守り活動を
行っています。 

 

 

新型コロナウイルス感染症による影響もありましたが、概ね計画どおり進捗しています。 
子ども 110 番の家の設置、子ども見守り隊等の活動により、児童生徒の安全確保を図ってい
ます。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

登下校時において、児童生徒の安全が確保されるよう教育機関と地域が協力・連携

し、児童生徒の安全確保を図ります。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・児童生徒等の安全確保 
 
 
 

・「子ども１１０番の家」の拡充 
・「青少年健全育成事業」の拡充 
・「子ども見守り隊」の充実 
・防犯協会との連携強化 

  

（２）地域と学校の連携 

第２期計画の評価・課題 
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虐待が深刻化する前の早期発見・早期対応のための情報収集に努めます 

安心できる身近な相談体制の拡充を推進します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 虐待・家庭内暴力の防止 

要保護児童・高齢者にかかわる相談・訪問活動を
実施しています。市広報及び「南砺市障がい者福
祉のしおり」に障がい者虐待及び南砺市障害者虐
待防止センターについて掲載し、周知を図ってい
ます。 
虐待やＤⅤ等で一時的な保護が必要な場合、高岡
児童相談所、富山県女性センターで児童や女性の
保護を実施しています。 
民生委員・児童委員、主任児童委員、社会福祉協
議会、警察署、学校とのネットワークによる見守
りを行っています。 

 

 

・概ね計画どおり進捗しています。 
要保護児童・高齢者にかかわる相談・訪問活動を実施しています。 
要保護児童対策地域協議会の場で、適切な支援を行うため、関係機関との情報交換を行って
います。 

・連携が必要な事例については、ケース会議等で関係者との連携を強化していきます。 
・令和２年８月に、「南砺市児童虐待防止・対応マニュアル」を作成し、各関係機関の連携強

化、周知に努めています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

市広報及び「南砺市障がい者福祉のしおり」に障がい者虐待及び南砺市障害者虐待防

止センターについて掲載し、周知を図ります。高齢者について、引き続き地域包括支援

センターが通報・相談窓口となり、対応します。 

虐待やＤⅤ等で一時的な保護が必要な場合、高岡児童相談所、富山県女性センターで

児童や女性の保護を実施します。また、民生委員・児童委員、主任児童委員、社会福祉

協議会、警察署、学校とのネットワークによる見守りを行います。 

令和４年度に「子どもの権利条例」を制定し、「子どもにやさしいまちづくり」、「誰

一人取り残さず、すべての子どもが心豊かに成長できるまちづくり」を目指します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・虐待・家庭内暴力の防止 ・虐待防止情報の提供 
・避難施設や組織との連携 
・相談支援の強化 
・地域住民・専門家等関係者への支援 

 

（３）虐待・家庭内暴力の防止 

第２期計画の評価・課題 
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ひとり暮らしの高齢者が増えているなか、病気や事故等で自らの身に危険が迫ったとき

に、直ちに連絡を取ることができる緊急通報システムの利用を促進します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 
犯罪や事故が発生しやすい危険性の

ある場所の点検整備 

南砺警察署からの犯罪発生状況・交通事故情報

の提供を基にして、自主防犯パトロール等を実

施しています。 

○交通安全活動等に参加した市民の割合 

【H27: 35.9％ → R2: 30.6％】 

２ 防犯灯設置の推進 
各地域づくり協議会に交付している住民自治推

進交付金にて対応しています。 

３ 高齢者自主返納支援制度 

運転免許証を自主返納する70歳以上の高齢者に

対し、支援事業を実施しています。(R2 実績 255

件） 

４ 

犯罪や事故が発生しやすい危険性の

ある場所の点検整備 

南砺警察署からの犯罪発生状況・交通事故情報

の提供を基にして、自主防犯パトロール等を実

施しています。 

○交通安全活動等に参加した市民の割合 

【H27: 35.9％ → R2: 30.6％】 

 

 

・概ね計画どおり進捗しています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

第３期計画では、各世代を対して、防犯・交通指導を効果的に行い事故の防止を図り

ます。高齢者運転免許自主返納支援等の各種交通事故防止対策を講じます。 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・各種事故対策の充実 ・犯罪や事故が発生しやすい危険性のある場所

の点検整備 

・高齢者運転免許自主返納制度 

〇交通安全活動等に参加した市民の割合 

【R2:30.6％→R7:40.0％】 
  

（４）事故の防止 

第２期計画の評価・課題 
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３．安全な移動環境の整備促進 
 

平成 18 年 12 月 20 日に施行されたバリアフリー新法に合わせて、対象施設や整備基準

の改正等が行われました。これに伴い、富山県民福祉条例においても、建築物の生活関連

施設に公共用歩廊を追加、避難誘導灯の設置箇所の明文化等の改正が行われています。 

本市においては、都市計画街路、都市公園整備において、バリアフリーを計画的に実施

しています。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

豊かで充実した生活を実現する上で、だれも制約や危険を感じない、安全で快適な移動

環境の整備が求められています。 

そのために、高齢者や障がい者及び子どもを含むすべての人々が安全かつ円滑な行動を

可能とし、積極的に社会参加できる環境の整備が必要とされています。 

 

◇◆基本目標◆◇ 

すべての人が住み慣れた地域で生きいきと活動し、安全で快適な生活が送れるよう、市

民・事業者・行政が一体となって移動環境の整備に努めます。 

 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

今後、歩道等の交通環境、バス環境、高齢者及び障がい者、子ども等の移動環境の支援

を行うとともに、通行マナー等の促進を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安全な移動環境の整備促進 

（１）使いやすい公共バスルート 

（２）安全に通れる道路の整備 

（３）交通マナーの推進 
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市営バスや民間公共交通のバリアフリーと運行の充実を図ります。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 公共交通利用対策の推進  

 市営バスはノンステップバス３台のほか、マイ

クロバスやワゴンタイプの車両については、乗降

しやすいよう全て補助ステップを設けて運行し

ています。 

 民間路線バスは、観光路線の一部便を除き、全

てノンステップバスで運行されています。 

○公共交通機関を使いやすいと感じる市民の 

割合 【H27: 36.7％ → H31: 33.1％】 

 

 

・市営バスについては、ワゴンタイプ車両の比率が高まっている状況にありますが、高齢
者等も乗降しやすいようノンステップバス以外の車両は、全て補助ステップを設けて運
行しています。 

 ・民間路線バスについては、大勢の観光客を輸送する必要のある世界遺産バスの一部便は、
大型の観光バス車両が使用されていますが、その他は全てノンステップバスで運行され
ています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

冬期間に積雪があることから、市営バスは四輪駆動のマイクロバスやワゴン車を採用

する必要がありますが、車両更新にあたっては、限られる車種の中で可能な限り低床の

車両を導入するとともに、低床でない車両については全て補助ステップを設けます。 

また、バス停以外の場所でもバスを降りることができる自由降車や、予約に応じて該

当のバス停等間を運行するデマンド方式を検討し、バス停の徒歩圏にお住まいでない高

齢者等も利用しやすいバス運行を目指します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

市営バスの利便性向上 

・市営バスの低床車両への更新、または補助ス

テップ設置 

・市営バスの自由降車導入 

・市営バスのデマンド方式拡大や、実証運行の

実施 

  

（１）使いやすい公共バスルート 

第２期計画の評価・課題 
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安全・快適な歩行者通行、及び自転車利用環境の整備に努めます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 道路網の整備促進 

○道路を快適に移動していると感じる市民の割
合 【H27: 53.8％ → H31:58.0％（目標値）】 

 指標 H23：47.7 R1：53.6 R2：60.1 
○生活道路（市道等）を通行する際に不都合を感

じていない。R3：54.3％ 

 

・概ね計画どおり推進しています。 
 令和３年度には消融流雪施設の延長 148.4 ㎞、地域ぐるみ除排雪機械台数 250 台を整備し

ています。 
・道路改良、雪寒対策、維持修繕等により、安全で機能的な道路網の形成に向け、引き続き

取り組む必要がある。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

 引き続き歩行者の安全通行を確保するため、安心して歩ける歩行エリアの整備や歩行

空間のバリアフリー化を推進します。 

 また、道路交通上の弱者である歩行者と自転車利用者等を分離することにより、安全

で快適性を確保するとともに、歩道及び自転車歩行者道の整備を図っていきます。 

 第３期計画でも、高齢者や障害者等が安心して生活できるよう、冬期間の交通確保、

安全な道路環境の整備に努めます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・道路網の整備促進 
 
 
 
 
 

・計画的な幹線道路及び通学路の歩道整備 
・歩道除雪の推進や計画的な消融雪設備による

冬期間の交通確保 
・交差点改良、道路の拡幅改良による安全な道路

環境の整備 
○道路を快適に移動していると感じる市民の割

合 【R2：60.1％】 
○生活道路（市道等）を通行する際に不都合を

感じていない。【R3：54.3％ → R7：60.0％】   

（２）安全に通れる道路の整備 

第２期計画の評価・課題 
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小中学校での交通マナーの学習を支援します。また、高齢者の交通事故の減少に向けた

取り組みを推進します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 小中学校での交通マナー教育の促進 
小中学生を対象とした交通安全教室を実施して
います。(14 回/年） 

２ 交通安全意識の啓発 
交通安全意識の向上を目的に行事や交通安全教
室(13 回/年)等を実施しています。 

３ 高齢者交通安全教室の開催 
高齢者を対象とした交通安全教室を実施してい
ます。(19 回/年） 

 

 

概ね計画どおり進捗しています。 
小中学生から高齢者まで幅広い世代を対象とした交通安全教室を実施しています。 
交通安全教室や行事等を通じて、交通安全意識の向上を啓発する必要があります。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

令和３年３月に策定した「第４次南砺市交通安全計画」により、本市では、「交通事

故のない社会を目指す 人優先の交通安全思想 少子高齢化等の変化に応じた適切な施

策の実施」を基本理念とし、交通安全施策を実施しております。第３期計画では、「高

齢者及び子供の安全確保 歩行者及び自転車の安全確保 地域が一体となった交通安全

対策の推進」を対策の視点として取り組みます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・交通安全の啓発 
 

・小中学校での交通マナー教育の促進 
・高齢者交通安全教室の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――   

  ＩＣカード：集積回路（ＩＣ）を埋め込んでデータ処理を行えるようにしたカード。 

（３）交通マナーの推進 

第２期計画の評価・課題 



第４部 基本計画 
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４．快適な生活環境の推進 
 

南砺市は、人口の減少とともに平成 28 年３月 31 日現在の高齢化率は 35.7％に達して

おり、ひとり暮らしの高齢者は平成 18 年の 1,795 人にくらべ平成 28 年は 2,637 人と、

842 人増加しています。今後、二世帯住宅や若者向け住宅の建設等、多様な住宅の供給が

求められています。高齢者が安心して暮らせるため、道路、公共施設、住宅等のバリアフ

リー化を進めるとともに、高齢者や交通弱者が安全で手軽に利用できる交通システムの構

築が求められています。生活環境の向上には情報の高度化が不可欠と言われており、情報

環境の改善に向けた取り組みが求められています。 

 

◇◆現状と問題・課題◆◇ 

災害情報の迅速な把握や快適な生活の確保に向けて、地域の情報通信網の高度化や多様

化に対応した取り組みを進め、情報通信網の整備・促進に努めます。 

乳幼児のいる人、障がい者、高齢者等が地域社会のなかで生活するためには、インクル

ーシブデザイン による生活環境や、地域内でのコミュニティによる助け合いの促進が必

要です。 
 

◇◆基本目標◆◇ 

高齢者や障がい者をはじめ、だれもが安心して暮らせるよう、施設整備に配慮するとと

もに、必要なときに必要な情報を得ることができるまちづくりを推進します。 
 

◇◆取り組みの方向性◆◇ 

快適な生活環境を推進するため、高齢者や障がい者等、だれもが快適に暮らせるインク

ルーシブデザインや情報のネットワーク化等を進め、良質な住環境を促進するとともに、

生活マナーの向上を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
* インクルーシブデザイン：高齢者、障がい者、外国人等、従来、デザインプロセスから除外されてきた多様な人々

を、デザインプロセスの設計や開発の初期段階から積極的に巻込み、対話や観察から得た気づ

きをもとに、一般的に手に入れやすく、使いやすいものを新しく生み出すデザイン手法です。 

快適な生活環境の推進 

（１）インクルーシブデザインの推進 

（２）情報通信ネットワークの活用 

（３）克雪の推進 

（４）良質な住環境の支援 

（５）生活マナーの向上 
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公共施設や身近な施設のインクルーシブデザインの推進に努めます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 
公共施設等のインクルーシブデザイ
ンの推進 

市内すべての交流センター（旧公民館）をバリア
フリーに改修しました。 
 

 

 

・計画どおり進捗しています。 
・市内すべての交流センター（旧公民館）をバリアフリーに改修しました。 
市営住宅は○○箇所についてバリアフリー化しています。 

・高齢者や障がい者にやさしい施設づくり配慮する必要があります。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

第２期計画同様、第３期計画においても、すべての利用者が利用しやすいデザインを

基本として、公共施設の整備、改修時においてインクルーシブデザインの推進に努めて

いきます。 

また、施設の駐車場における「ゆずりあいパーキング」について周知を図っていきま

す。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・公共施設等のインクルーシブデザインの
推進 

・子育ての支援施設や高齢者支援施設の整備 
・高齢者や障がい者にやさしい施設づくり 
○ゆずりあいパーキング利用証発行数 
 【R2：新設 → R7：350 枚】 

  

（１）インクルーシブデザインの推進 

第２期計画の評価・課題 



第４部 基本計画 
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情報通信ネットワークの活用、マイナンバー制度の周知と利用促進に努めます。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 進捗状況 

１ 地域情報化の推進 

○ホームページ閲覧件数 
【H27: 92 万件 → R1:1,259 万件】 

○住基カードからマイナンバーカードへ切り替
わったことを知っている市民の割合 
【H27: 76.2％ → R1: 62.3％】 

 

 

・ホームページについては、市の情報発信ツールとして定着しており、新型コロナウイルス
感染症等の情報伝達に活用されています。 

・マイナンバーカードついては、カード取得によりマイナポイントが付与されることから、
普及につながっています。今後、保険証利用など利活用の拡大が期待されています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

今後のマイナンバー利活用に対応した情報発信し更なる普及に努めます。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・地域情報化の推進 ・マイナンバー利活用の普及啓発 

  

（２）情報通信ネットワークの活用 

第２期計画の評価・課題 
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地域の特性に応じた克雪・親雪・利雪活動を行い、雪に強いまちづくりを推進します。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 克雪・親雪・利雪の推進 
○冬期に安心して暮らすことができると感じる

市民の割合【H27: 65.3％ → H31: 68％】 
R3：62.9% 

 

 

・地域ぐるみ除排雪促進事業や消融雪施設の整備は進捗しているが、冬季に安心して暮らすこ
とができると感じる市民の割合は下がっている。 

・高齢化に伴い、市に対する冬季の通行確保の要望が年々多様化している。 
・ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の支援等、安心して暮らせる生活環境を支えるため、

地域が主体となった雪に強いまちづくりが求められています。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

  県内でも有数な豪雪地帯であり、地域の特性に応じた除排雪や、ひとり暮らしや高齢

者のみ世帯の屋根雪処理除排雪活動の支援等、安心して暮らせる生活環境を支えるた

め、地域ぐるみで行う除排雪を強化する必要があります。第３期計画では、南砺市総合

計画に基づく、雪に強いまちづくりとして「地域ぐるみ除排雪」「親雪・利雪活動」を

推進します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・克雪・親雪・利雪の推進 ・地域ぐるみ除排雪の推進 
・消融雪施設の整備 
・親雪・利雪活動の推進 
・ひとり暮らし、高齢者世帯等への除雪支援 
〇冬季に安心して暮らすことができると感じる

市民の割合 
【R2: 62.9％ → R6: 68.0％】 

  

（３）克雪の推進 

第２期計画の評価・課題 



第４部 基本計画 
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安全で快適な住環境を創出するため、耐震改修支援や克雪住宅普及事業等を実施しま

す。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 住環境の整備 
○現在の住宅が住みやすいと感じる市民の割合 

【H27: 72.8％ → R1: 73.0％】 

 

 

・「現在の住宅が住みやすいと感じる市民の割合」は、上昇と下降を続けながらも概ね横ば
いとなっています。大雪など気象の影響により変動あるものと推測されますが、常に７割
以上の市民が住みやすいと感じています。 

・安全で快適な住環境が整うよう、引き続き住宅改善にかかる費用の支援を行う必要があり
ます。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

住み慣れた住宅で安心して暮らし続けることができるよう、「木造住宅耐震改修支援

事業」や「克雪住宅普及事業」を推進し、地震や豪雪などの自然災害に強い住環境の整

備を促進します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・住環境の整備 ・耐震改修支援や克雪住宅普及事業の実施 
○住み続けたいと思う市民の割合 

【R2: 70.6％ → R6: 75.0％】 

  

（４）良質な住環境の支援 

第２期計画の評価・課題 
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安心して生活できる環境衛生対策の充実を図ります。 

 

第２期計画の進捗状況 

 第２期計画 実   績 

１ 生活環境衛生対策の充実 
  

２ ごみ減量化・資源化の推進 
○ごみの総排出量（家庭系可燃ごみ） 
【H27: 8.3 千ｔ → R2: 8.0 千ｔ】 
○一人一日当りのごみの排出量（家庭系可燃ご
み）【H27: 444.0ｇ → R2: 445.0ｇ】 

 

 

ごみ減量化については、人口減少により削減はされているが、一人当りのごみ排出量はほ

ぼ横ばいとなっており、目標値には届いていない。今後、市民に対してより積極的なごみ減

量化意識の高揚が求められる。 

 

第３期計画の取り組みの方向 

第３期計画では、ごみの減量化や資源化の取組をさらに強化し、ごみの排出量を減ら

すとともに資源化により地球環境を守り、SDGS を推進します。 

 

施   策 事業・取り組み及び主な指標 

・ごみ減量化・資源化の推進 ・ごみ減量・分別意識の高揚を図り、ごみ減
量、資源化の向上 

〇ごみの総排出量（家庭系可燃ごみ） 
【R2:8.0 千ｔ → R7:7.5 千ｔ】 

〇一人一日当りのごみの排出量（家庭系可燃ご
み）【R2:445.0ｇ → R7:428.0ｇ】 

 

 

 

 

（５）生活マナーの向上 

第２期計画の評価・課題 



10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

10/8
第1回

3/19
第2回

12/3
第3回

第4回

「第３期南砺市地域福祉計画」策定スケジュール概要

令和3年度

(３)社会福祉協議会とのすり合わせ
　　・実施事業概要・役割分担

作業内容
令和2年度

(１)市民アンケートの実施

(２)アンケートの取りまとめ、分析

■策定委員会

(４)ワーキンググループによる検討

(５)地域福祉関連データの収集
　　児童福祉・高齢者福祉
　　・障害福祉等

(６)現計画（第2期）の検証
　　施策分野別進捗状況

(７)地域福祉計画骨子案作成

(８)計画素案の策定

■策定委員会での協議事項等

骨子案作成

アンケート
結果の報告

素案策定・協議編集・修正 確定

現計画に記載されている施策の実施状況の評価

計画書案の
最終協議等

児童福祉・高齢福祉・障害福祉等の把握

現計画の評価、
骨子案、素案の

意見調整

アンケート
実施について

●

骨子案、素案の検討 素案の修正

数値目標案作成



○南砺市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

令和２年４月３０日 

告示第１８４号 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づき、令和４

年度から令和８年度までを計画期間とする南砺市地域福祉計画（以下「次期計画」

という。）を策定するに当たり、幅広く関係者の意見等を反映させ、地域の特性に

応じたものとするため、南砺市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、必要に応じて市長に提言を行うものと

する。 

（１）次期計画の策定に関する事項 

（２）その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）市民団体関係者 

（２）保健医療福祉団体関係者 

（３）学識経験を有する者 

（４）公募による者 

（５）前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、令和４年３月３１日までとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長が

あらかじめ指名した者がその職務を代理する。 

 



（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じて招集し、

議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説

明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、地域包括医療ケア部福祉課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年５月１日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

（この告示の失効） 

３ この告示は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 


