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第５章 

「計画の推進」の見直し 

 

「第 2 次輪島市地域福祉計画」（５４～５６頁）において、福祉保健の分野ごとの目

標を定め、推進してきた現計画の各分野に対する、成果、課題、今後の方向性を示しま

した（赤字）。また、新規の分野（地域共生社会の実現）は目標のみを示しました。 

 

１ 計画の推進体制 

（１）福祉保健の各分野の目標 

高齢者分野 

高齢者自らが介護予防活動に参加し、生きがいをもって生活するために、高齢者の在

宅生活を支える担い手を増やし、高齢者が地域で安心して暮らせるための「地域包括ケ

アシステム」の構築を目指します。 

 

⚫ 在宅サービス・居住系サービスの強化 

介護人材の独自育成や地域支援ボランティアの育成に努め、地域での高齢者支援活動を

推進します。 

⚫ 介護予防・重症化予防 

介護や医療の関係機関との連携や住民主体による介護予防活動をより一層推進し、リハ

ビリテーションの視点を取り入れた効果的な介護予防事業を推進していきます。 

⚫ 認知症対応の推進 

認知症施策総合推進事業の継続により、支援体制の拡大、充実を推進していきます。 

⚫ 医療と介護の連携強化 

「わじまケアネット連絡協議会」を中心に、介護・医療等の関係機関のネットワーク

を強化し、継続的・包括的なケアの提供を目指します。 
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【成果】 

 介護予防活動「いきいき百歳体操」のグループ数・参加人数は年々増加傾向にあ

ります。また、介護予防サポーターやリハビリテーション専門職の指導により、

住民および参加者の参加意欲が向上しています。 

 「認知症初期集中支援チーム」を立ち上げ、認知症の方やその家族に早期診断・

早期対応に向けた支援を行っています。 

 認知症サポーター養成講座や認知症カフェなどで認知症の正しい理解や接し方

について普及・啓発しています。 

【課題】 

 介護従事者等の深刻な人材不足、それに伴い福祉サービスや高齢者の暮らしを地

域で支え合う仕組みが不足しています。 

 地域の住民同士のつながりが弱まってきたことにより、高齢者を含む地域住民の

孤立化が進んでいます。 

 高齢者独居世帯や高齢者のみの世帯の増加により、契約や金銭管理などのトラブ

ルが起きるリスクが高まっています。それに伴って、成年後見制度の利用促進や

高齢者虐待への対応についての普及・啓発を積極的に行う必要があります。 

 多様な地域ニーズに対応して、高齢者福祉だけでなく、その他関係機関との連携

強化が必要です。 

【今後に向けた方向性】 

 高齢者の社会参加を通じた介護予防の促進や、社会的孤立の発生・深刻化を防ぐ

多様なつながりや参加を創出する地域づくり（輪島市よりあい構想）を行ってい

きます。 

 判断能力に問題がある高齢者等の契約や金銭管理などを軸にした権利擁護支援

の体制整備を行っていきます。 

 わじまケアネット連絡協議会や地域ケア会議の更なる充実はもちろん、障害や子

ども、生活困窮等の分野と連携の構築を図っていきます。 

 

子育て分野 

すべての子どもが健やかに成長し、親の子育ての不安や負担が軽減され、日々の生活

に喜びや生きがいを感じることができるよう、地域や社会全体が支え合えるような環境

づくりを進めます。 
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 地域子育て支援の充実 

子育て支援センターの活動（子育て親子の交流、育児相談、子育てサークルの活動支援

など）の充実に努めます。また、入園・入所していない親子が同世代の親子と交流でき

る場も増やしていきます。地域全体で子どもや子育て中の親を支えていくファミリーサ

ポートセンター事業の利用拡大やサポート会員の増員も図ります。 

 

 児童健全育成の向上及び地域での子育て支援 

児童館において、親子で楽しめるイベントの開催やジュニアボランティア育成など、

「行政・家庭・地域」が一体となった子育て支援活動を充実させます。また、児童福

祉施設、公民館における子どもたちの居場所づくり、安心できる子育て支援のネット

ワーク形成に努めます。 

 

 

 

 

【成果】 

 子育て支援センターにおいて、子育てに必要な情報を載せた「わじま子育て

MAP」を作成し、地域の子育て家庭はもちろん、地域の情報を持たない転入家庭

が安心して子育てができるよう情報提供に努めました。 

 児童が地域に出かけ、実際の職場において仕事を体験する事業を実施し、地域交

流や子どもの健全育成を図りました。 

 平成３０年度に「妊娠子育て相談窓口」を立ち上げ、妊娠期から子育て期に関す

る相談支援を行っています。 

 児童虐待の防止、子育て家庭の課題の多様化と地域における孤立化を防ぐため、

平成３１年度に「子ども家庭総合支援室」を立ち上げ、専門職（保育士、保健師）

を配置しました。 

 輪島市社会福祉協議会が主体となり、「わ・もっそこどもレストラン」（こども食

堂）を月 1 回開催しています。地域のボランティアの方々と料理したり、活動の

中で役割を担うなど、自立に向けた体験ができる子どもの居場所となっていま

す。 

【課題】 

 市街地以外も含めた、すべての家庭が子育て支援センター等の乳幼児親子の交流

の場やサービスを利用できる環境整備が求められています。 
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 児童センター、児童館、公民館における子どもたちの居場所づくり、安心できる

子育て支援のネットワーク形成が必要です。 

【今後に向けた方向性】 

 子育て支援センターを中心として、すべての家庭が参加しやすい乳幼児親子の交

流の場の提供に努めていきます。 

 児童センター、児童館、公民館は、子どもの自発的な活動を尊重し、必要に応じ

て援助を行いながら、自己肯定感を醸成できるような支援をしていきます。 

 子ども家庭総合支援室が中心となり、関係機関と連携を強化しながら、虐待の

早期発見、虐待防止の体制を整備していきます。 

 望ましい子どもの包括支援体制について、保育所や学校、民生委員児童委員及び

主任児童委員とともに考える機会を設けていきます。 

 

障害分野 

障害のある人の自立と社会参加を推進し、障害のある人もない人も共に暮らしやすい

まちづくり（共生社会の実現）を目指します。 

 

 切れ目のない支援の充実 

障害のある人・子はもちろん、特別な配慮が必要な人・子も含め、ライフステージに応

じた切れ目のない支援の充実に努めます。 

 誰もが安心して暮らしていけるまちづくり 

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れなど、地域の実情に応じて福祉サービスを充

実させ、地域に暮らす障害のある人やその家族がいつまでも安心して生活できるまちづ

くりを目指します。 

 差別解消・権利擁護の推進 

障害のある人への差別的な扱いの禁止、その普及啓発に取り組み、障害のある人が日常

生活・社会生活を営む上での障壁を除去するための配慮や工夫を推進します。また、障

害者の権利を今まで以上に保障していくまちづくりに努めます。 
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【成果】 

 平成２９年度に発達支援室を立ち上げ、保育所や認定こども園から小学校、中学

校、高校まで、発達に特性のある子どもに対する支援の充実を図っています。ま

た、教育分野との連携を強化し、不登校・不登校傾向にある子どもの支援も行っ

ています。 

 障害者差別解消法についてわかりやすく解説した市民向けの冊子を作成しまし

た。輪島市のホームページへの掲載や商工会議所や観光等の関係機関などに対し

研修会を開催するなど、市民向けの広報活動を行っています。 

 平成３０年度に「手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段の利用を

促進する条例」を策定しました。福祉課に手話通訳者を配置することにより、聴

覚障害者等の意思疎通支援を充実するとともに、保育所における手話教室等を通

じて手話の普及啓発に努めています。 

【課題】 

 障害のある人の重度化や高齢化、「親亡き後」を見据えた居住支援のための機能

や相談体制の整備が必要です。 

 成人期以降のひきこもりの方など、顕在化していないが支援が必要な人が地域に

多くいると考えられます。そのような方のいる世帯を把握し、見守りや支援につ

なげていく必要があります。 

【今後に向けた方向性】 

 障害のある人の「親亡き後」に関して地域の実情を調査し、それに対応した福祉

サービスや地域資源を創出していきます。 

 成人期以降のひきこもりの方は高齢の親と同居している場合も多く、高齢者分

野、生活困窮分野、民生委員などと連携を強化していく必要があります。 

 

保健分野 

市民一人ひとりの健康長寿を目指し、健康づくりに対する意識啓発をはじめ、疾病予

防、疾病の早期発見及び早期治療のための健診体制・保健指導の充実に取り組みます。

また、学校や企業等の地域資源を活用した健康づくり活動を展開することは、個人の健

康づくりに留まらず、健康なまちづくりにつながります。 
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⚫ 市民の健康づくり支援 

市民の食と運動に関する正しい知識の情報提供と意識啓発に取り組みます。また、こ

ころの健康に関する支援を行います。 

⚫ 生活習慣病の発症及び重症化予防対策の強化 

生活習慣病の発症予防と重症化予防対策等の保健指導を推進します。 

⚫ 生涯にわたる健康づくりの推進 

小児期から高齢期まで、ライフステージに応じた健康づくりを支援します。 

⚫ 健康づくりのための人材育成 

母子保健推進員や健康づくり推進員、食生活改善推進員等、地域の「核」となる人材

を育成し、その人々を中心とした住民主体の活動を展開していきます。 

 

 

 

 

 

【成果】 

 市民全般を対象とし、広報を活用した健康情報の提供や健康づくり教室を開催し

ています。 

 生活習慣病のリスクを抱える方を対象とし、発症や重症化を予防するため保健指

導・栄養指導を実施しています。 

 平成３０年度に「自殺防止対策計画」を策定しました。それに伴い、青壮年期層

への啓発事業や小・中学校における「こころの授業」を開催しました。心の不調

を訴える方への対応を学ぶゲートキーパー養成講座にも取り組んでいます。 

【課題】 

 各種健診（検診）の受診率が県内他市町と比較し、低い状況です。 

 メタボリックシンドローム該当者のうち、高血圧・脂質異常症・糖尿病の 3 つの

リスクを持った方が増えています。 

 生活習慣病の重症化予防（保健事業）と、生活機能低下の予防（介護予防）の双

方を一体的に実施する必要性があります。 

【今後に向けた方向性】 

 検診無料クーポン事業や夜間・休日検診、総合検診の実施など、検診を受けやす

い体制づくりに努めます。 

 高額な医療費や要介護の原因となる疾患を予防するため、引き続き生活習慣病対
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策に取り組んでいきます。 

 健康寿命を延伸するため、医療・介護・保健が連携し、保健事業と介護予防を効

果的・効率的に提供できるよう体制を整備します。 

 

生活困窮分野 

地域住民の多様な心配ごとや困りごとを広く受け止められる相談支援体制を整備す

るとともに、誰もが安心して生活できる地域づくりを目指します。 

 

 相談窓口の充実と連携強化 

「くらしサポートセンターわじま」を中心に、生活において自分では解決できない多

様な困りごとの相談を幅広く受け、相談者の状況に応じて関係機関との連携を図るなど、

切れ目のない支援を行います。 

 課題の検証と資源の創出 

生活困窮者への支援過程で見えてくる地域の課題を検証し、課題解決に向けて必要な

社会資源の創出を目指します。 

 

 

 

 

 

【成果】 

 くらしサポートセンターにおいて、任意事業である「就労準備支援」「家計改善

支援」が始まりました。 

 くらしサポートセンターと高齢、障害、子どもなどの支援機関が連携し、世帯レ

ベルで支援を行っています。 

【課題】 

 教育、就労、医療等と課題が複雑に絡み合って、一つの相談・支援機関だけでは

解決できない支援ケースが増加しています。特に 8050 問題※やひきこもりの相

談が増加しています。 

 数年後、8050 問題やひきこもりが課題になると予想される世帯が増えており、

予防の観点からアウトリーチ支援※を行っていく必要があります。 
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【今後に向けた方向性】 

 支援対象者への切れ目のない支援を行うためには、さらなる連携や情報共有を行

うことで、支援体制の強化を図る必要があります。 

 多職種連携の支援会議を定期的に開催し、今後の支援について支援方法や情報の

共有を図っていきます。 

※8050 問題 

80 代の高齢の親が働いていない独身の 50 代の子の生活を支えている問題。 

※アウトリーチ支援 

受け身ではなく、能動的に潜在的な支援対象者に丁寧に働きかける支援。 

 

地域共生社会の実現（新） 

 近年、地域では 8050 問題やひきこもりの方がいる世帯など、高齢、障害、子ども、

その他対象者ごとで整備された福祉サービスでは対応できない、複合化した課題が増加

しています。また、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能が減退してきており、人口

減少が本格化し、高齢化も含め、従来の枠組みを超えた地域づくりが求められていると

言えます（図参照）。 

輪島市では、これらの地域課題に対応するため、各分野をまたがる総合的な支援体制

への転換や、一人ひとりの多様な参加の機会の創出や地域社会の持続の観点から地域づ

くりを行っていきます（地域共生社会の実現）。 

 

 多職種連携の相談支援体制 

生活困窮、児童虐待、ひきこもり、8050 問題など、複雑な生活課題のある住民を早期

発見し、専門職と連携しながら、地域の中で支え合える支援体制を構築していきます。

また、分野横断で複合課題を支援していけるよう、相談支援方法や関係機関内の連携、

地域課題の共有について検討を図っていきます。 

 人とのつながりを回復する参加支援 

様々な理由で地域や所属先から孤立した方や、自己肯定感が低下してしまった方が、

人とのつながりや人間関係を回復できるような活動や居場所を創出していきます。また、

必要に応じて、就労支援や居住支援、学習支援に結びついていくように支援していきま

す。 

 地域づくりをサポートする支援 

 人口減少、高齢化が進む地域の中で、住民一人ひとりが楽しい人間関係や生きがい、
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役割を持ち、支え合いながら、共に生きるコミュニティづくりが重要となります。行政

は住民の「やりたい」という思いを共有し、実現していくサためのポートを行っていき

ます（輪島市よりあい構想）。 

 

図 地域福祉の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各主体の役割 

一部加筆修正（赤字）しました。 

 

地域福祉計画を推進していくためには、市民、地域、事業者、社会福祉協議会、行政

世帯の複合的課題 
制度の狭間にある課題 

社会的孤立 
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支援 
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これまでの福祉分野ごとの支援体制 

複合的な課題に対応する地域共生型の支援体制 
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多問題家族 
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などがお互いに協働し、それぞれの役割を果たしながら一体となって、地域福祉の目標

実現に向けて活動していくことが重要です。 

 地域共生社会の視点に立てば、今後さらに「自助、互助・共助、公助」をそれぞれ発

展させていくことが必要であり、置かれた立場において得意分野を活かしながら、誰も

が「支える側」として地域活動に関わっていくことがより一層求められると言えます。 

 

◆自分や家族にできること 

住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、地域のことをよく理解している住

民一人ひとりが「自分たちの暮らす地域は自分たちでよくしていこう」という意識をも

つことが大切です。そうした意識のもと、地域住民それぞれが積極的に声かけやあいさ

つを行い、市民活動に参加することを通じて、お互いに支え合い、助け合える関係を築

いていきます。 

また、今後は認知症の高齢者、ひきこもり、子育てのしにくさを抱えた核家族世帯、

地域や所属先から孤立した方などが身近に存在することを知り、自分自身がそういった

地域課題に対し、どのように関わっていけるかを考察する視点が求められます。 

 

◆地域で取り組むこと 

 身近な地域で行われている、サロンや見守り活動などの市民活動においては、持続的、

継続的な取り組みにより、地域福祉の活性化へとつなげていきます。また、各団体によ

る連携と協力のもと取り組みを進めていきます。 

 今後は、様々な地域活動が横のつながりを作り、発展的な関係性を構築していくこと

が求められます。また、社会的孤立の発生・深刻化を防止するネットワークづくり（輪

島市よりあい構想）を市内各地域で行っていく必要があります。 

 

◆社会福祉協議会が取り組むこと 

地域住民が主体的に様々な生活課題や福祉課題を解決する「地域の福祉力」を向上

させるため、地域特性に応じた市民活動への支援、活動団体間のネットワークづくり

の支援など、地域福祉推進のための中心的な役割として機能させます。 

特に「輪島市よりあい構想」を進めていくうえでは、コーディネーターとして中心的

な役割を担います。また、相談業務の中からつかんだ具体的な生活課題を解決する個別

支援を拡充させるために、住民や関係機関と協働を図ることで地域共生社会の実現を目

指します。 
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◆行政が取り組むこと 

 支え合いの地域づくりに向けた住民の主体的活動を支援します。また、住民が安心し

て福祉サービスを利用できる環境づくりを行います。また、サービスや制度だけでは解

決できない問題については、市民・事業者・社会福祉協議会などと連携し、住民一人ひ

とりのニーズに応じたきめ細かな支援ができる体制をつくります。 

今後、人口減少や社会保障のあり方が大きく変動していくことを想定し、地域福祉の

充実のために、住民、地域、社会福祉協議会、行政が相互理解を図り、より発展的な関

係を構築するためのコーディネートを行政が担っていきます。こうした視点から、分野

ごとでは解決できない複合的な地域課題を受け止め、対応していく体制をまずは行政内

で構築していくことが必要です。また、「輪島市よりあい構想」を段階的に行っていく

中で、地域住民が役割をもち、互いを支え合いながら、そこにある地域課題を行政等と

連携して解決していく地域づくりの実践をサポートしていきます。 

 

（３）行政と社会福祉協議会の連携 

加筆修正はありません。 

 

（４）社会福祉協議会、ボランティア、NPOの活動支援 

加筆修正はありません。 

 

（５）人材の確保、育成 

加筆修正はありません。 

 

２ 計画の管理と評価 

加筆修正はありません。 

  


