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高齢化率が高い
平成２７年１２月末：３５.４１％

人口が減少し続ける
53,136人→３万人（人口ビジョン 2060年）

昔からの｢結（ﾕｲ）｣｢合力（ｺｳﾘｬｸ）｣
集落で助け合う共同作業・精神

南砺市まちづくり基本条例(H24.7施行)
市民が主体

情報の共有

協働

南 砺市の特徴

【まちづくりの基本原則】



南砺市の「地域づくり」

南砺市は４町４村が合併して誕生 南砺市は３１の自治振興会で構成







第６期高齢者保健福祉計画
「日常生活圏域ニーズ調査」

介護保険は「砺波市」「小矢部市」「南砺市」で、
「砺波地方介護保険組合」を組織しています。



「ニーズ調査」から「地域づくり」へ

６５歳以上の高齢
者への悉皆調査

二次予防対象高齢
者の把握に利用

調査票が書けない
高齢者への対応

職員による未提出
の高齢者への訪問
も実施



№ 月　日 会議の名称 時　間 場　所
1 ４月　９日（水） 利賀地域区長会 15時00分～ 天竺温泉
2 ４月１０日（木） 平地域区長協議会 19時00分～ 平行政センター
3 ４月１１日（金） 上平区長会 19時00分～ 上平行政センター
4 ４月１１日（金） 城端地域区長全体会 20時00分～ 城端庁舎３Fホール
5 ４月１２日（土） 大鋸屋地区社協総会 18時30分～ 大鋸屋公民館　
6 ４月１３日（日） 高瀬地区社協総会 19時30分～ 高瀬公民館
7 ４月１５日（火） 福野地域民生児童委員総会 14時30分～ 福野庁舎２階講堂
8 ４月１５日（火） 上平地区社協総会 19時00分～ 上平行政センター
9 ４月１９日（土） 吉江地区社協総会 17時30分～ 吉江地区公民館

４月１９日（土） 南砺市ボランティア連絡協議会総会 15時30分～ 井口社会福祉センター
10 ４月２０日（日） 石黒地区社協総会 19時00分～ 石黒公民館
11 ４月２１日（月） 井波地域民生児童委員総会 13時30分～ 井波庁舎３階多目的ホール
12 ４月２１日（月） 山田地区社協総会 20時00分～ 山田地区公民館
13 ４月２３日（水） 南砺市民児協理事会 14時00分～ 井波福祉センター
14 ４月２４日（木） 井口地域民生児童委員総会 13時30分～ 井口行政センター相談室
15 ４月２４日（木） 城端地域民生児童委員総会 15時20分～ 城端庁舎
16 ４月２４日（木） 井波地域行政推進会議 19時30分～ 井波総合文化センター
17 ４月２５日（金） 福野地域行政推進会議 18時00分～ 福野庁舎２階講堂
18 ４月２５日（金） 福光地域民生児童委員総会 14時30分～ 福光庁舎別館

４月３０日（水） 南砺市老人クラブ連合会総会 14時30分～ 城端行政センター３階
19 ５月　７日（水） 福光地域自治会代表者会議 19時00分～ 福光庁舎別館３階ホール
20 ５月１４日（水） 利賀地域地域福祉研修会 19時00分～ 利賀行政センター会議室

５月１５日（木） 介護支援専門員・地域ケア合同研修会 15時10分～ 井口社会福祉センター２階

５月１９日（月）
上平地域民生児童委員協議会
高齢福祉推進員連絡会合同会議

19時00分～ 上平行政センター２階

５月２０日（火） 平地域民生児童委員総会 19時00分～ 平行政センター
21 ５月２２日（木） 山野地区第１回評議委員会 19時30分～ 山野公民館
22 ５月２３日（金） 城端地区社協総会 19時00分～ 西下公民館
23 ５月２４日（土） 井波地区社協総会 20時00分～ 井波福祉センター２階
24 ５月２７日（火） 井口地域自治振興会運営委員会 19時00分～ 井口行政センター２階
25 ５月２９日（木） 高瀬西地区社協役員会 19時30分～ 高瀬西公民館
26 ６月　５日（木） 安居地区ケアネット連絡会定例会 19時00分～ 安居公民館
27 ６月１４日（土） 福野北部地区社会福祉研修会 19時00分～ 福野北部公民館（近思会館）

６月１５日（日） 福野東部地区法話会 15時00分～ 福野東部公民館
28 ６月１６日（月） 西太美地区自治振興会定例会 19時00分～ 西太美公民館
29 ６月１７日（火） 石黒地区地域福祉学習会 19時00分～ 石黒公民館
30 ６月２１日（土） 福野南部地区いこいの会（地域交流会） 10時00分～ 福野南部公民館

「ニーズ調査」の意義を各地区で説明

４月から６月にかけて説明会を実施

平成２６年



・「日常生活圏域ニーズ調査」は、厚生労働省が示したもの

に一部の設問を追加し、組合調査と同一項目で実施。

・対象者は、平成26年４月１日現在、65歳以上の方。

・（調査期間）平成26年６月１日～７月30日。

配布数 18,060人
回収数 14,326人
回収率 79.3％



３１地区を単位に「意見交換会」を実施
№ 日　　付 自治振興会名 日常生活圏域 時　間 会　　場
1 　１月１５日（木） 山野地区自治振興会 東部（井波・井口地域） 14：00～ 山野公民館
2 　１月１８日（日） 上平地域自治振興会 五箇山（平・上平・利賀地域） 14：00～ 上平行政センター
3 　１月２２日（木） 西太美自治振興会 西部（福光地域） 19：00～ 西太美公民館
4 　１月２３日（金） 井口地域自治振興会 東部（井波・井口地域） 13：30～ 井口行政センター
5 　１月２４日（土） 太美山自治振興会 西部（福光地域） 14：00～ 福光温泉
6 　１月２７日（火） 福野西部協議会 北部（福野地域） 18：30～ 福野西部公民館
　１月２８日（水） 31地区自治連合会説明会 13：30～ 福野庁舎講堂
7 　１月２８日（水） 高瀬地区自治振興会 東部（井波・井口地域） 19：00～ 高瀬公民館
8 　２月　４日（水） 広瀬自治振興会 西部（福光地域） 14：00～ 広瀬公民館
9 　２月　５日（木） 大鋸屋地区自治振興会 南部（城端地域） 17：30～ 城端食事処まねき
10 　２月１５日（日） 福野北部自治振興会 北部（福野地域） 15：00～ 北部近思会館
11 　２月１６日（月） 南山見自治振興会 東部（井波・井口地域） 19：00～ 南山見公民館
12 　２月１７日（火） 北野地区自治振興会 南部（城端地域） 19：00～ 北野公民館
13 　２月１９日（木） 南山田地区自治振興会 南部（城端地域） 18：30～ 南山田公民館
14 　２月２０日（金） 高瀬西地区自治振興会 北部（福野地域） 19：00～ 高瀬西公民館
15 　２月２４日（火） 福野南部自治振興会 北部（福野地域） 19：30～ 福野南部公民館
　３月　２日（月） 地区社協連絡会 19：00～ 井口社会福祉センター２Ｆ

16 　３月　４日（水） 福野東部地区社会福祉協議会 北部（福野地域） 19：00～ 福野東部公民館
17 　３月　５日（木） 安居地区自治振興会 北部（福野地域） 19：00～ 安居地区会館
18 　３月　６日（金） 蓑谷地区自治振興会 南部（城端地域） 19：00～ 蓑谷公民館
19 　３月２２日（日） 福光自治振興会 西部（福光地域） 19：00～ 福光公民館
20 　３月２５日（水） 福野中部自治振興会 北部（福野地域） 19：00～ 福野産業文化会館
21 　３月２７日（金） 石黒自治振興会 西部（福光地域） 19：00～ 石黒公民館
22 　４月１３日（月） 広瀬舘自治振興会 西部（福光地域） 18：30～ 広瀬舘公民館
23 　４月２８日（火） 山田自治振興会 西部（福光地域） 19：00～ 山田地区公民館
24 　５月２０日（水） 平地域自治振興会 五箇山（平・上平・利賀地域） 18：30～ 平GC２F会議室
25 　５月２５日（月） 北山田地区自治振興会 西部（福光地域） 19:00～ 北山田公民館
26 　５月２７日（水） 吉江自治振興会 西部（福光地域） 19：30～ 吉江公民館２Ｆ集会室
27 　５月２８日（木） 南蟹谷自治振興会 西部（福光地域） 19：00～ 南蟹谷公民館
28 　５月３０日（土） 井波地区自治振興会 東部（井波・井口地域） 19：30～ 井波社会福祉センター２F
29 　６月１０日（水） 利賀地域自治振興会 五箇山（平・上平・利賀地域） 19：00～ 利賀ＧＣ３Ｆ大広間
30 　６月１５日（月） 城端地区自治振興会 南部（城端地域） 19：00～ 城端ＧＣ２Ｆ和室
31 　６月２２日（月） 東太美自治振興会（社協） 西部（福光地域） 19：30～ 東太美公民館

「地域づくり」や「新しい総合事業」などを説明

平成２７年



活発な既存事業との調整

サロン事業 ケアネット事業

 ふれあい・いきいきサロ
ンは、地域の高齢者や体
の不自由な方など、家に
閉じこもりがちな方達が
気軽に集い、楽しく過ご
せる場所と内容を自分達
でつくっていく活動

 茶話会・昼食会

 体操・軽スポーツ

 物づくり（手芸・工作）

 各種講和・教室 etc.

 地域の支援が必要な人を
対象に同じ地域の人達が
見守りグループとして支
援するボランティア活動

 平野部では、チームは町
内単位で、６名程度の関
係者により構成され、２
～３人の対象者を見守る
というパターンが多い。

 山間部では、昔からの近
隣での助け合い「結」の
精神が強い。



経過措置期間

２７’ ２８’ ２９’

保
険
者
数

３０’

法改正

27、28年度は市町村の選択で移行（エリアごとも可）

要支援認定期間→最大12か月

全ての保険者・エリアで導入

○ 市町村が条例で定める場合は、総合事業の実施を平成29年４月まで猶予可能。
○ 市町村は、できる限り早期から新しい総合事業に取り組む。一方で、受け皿の整備等のため、一定
の時間をかけて、総合事業を開始することも選択肢。
※ 総合事業の実施を猶予する場合も、総合事業の実施猶予の趣旨を踏まえ、現在から着実に受け皿の整備を行うよう努めることが適当。

＜段階的な実施例＞

①エリアごとに予防給付を継続（【例】広域連合の市町村ごと）

②初年度は総合事業によるサービスの利用を希望する者以外は予防給付を継続

③既に給付によるサービスを利用している者は、初年度は予防給付とし翌年度当初からすべての者を総合事業に移行

：予防給付
（訪問介護・通所介護）

：新しい総合事業

既にサービスを受けている者については事業移行後も
必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。

訪問介護、通所介護（予防給付）から訪問型サービス・通所型サービスへの移行

新しくサービスを受ける者については多様なサービスの利用を促進
（必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする）

総合事業への円滑な移行

砺波地方介護保険組合
（砺波市・小矢部市・南砺市）

南砺市
「モデル事業」開始



提 案 団 体 案 事 業 名 事 業 の 内 容
【提案団体】
いなみ地区社会福祉協議会

【実施団体】
NPO法人なんと元気

井
波
井波地区配食＋見守り支
援サービス

いなみ地区社会福祉協議会・NPO法人なんと元気が連携して、それぞれの
地区の在宅一人暮らしや高齢者のみの方々に配食・見守りを行っていただ
ける地域ボランティアを募り、お弁当の宅配を行う。その際に、体調ケアや生
活上の困りごとの聞き取りを行ったり、また、いなみ本町通り商店街とも連携
し食品・日用品の購入代行も行う。

【提案団体】
福野南部自治振興会
【実施団体】
福野南部社会福祉協議会
（いこいの会）

福
野

一般介護予防事業
【健康体操を中心としたサ
ロン事業】

実施体制
週1回、運動指導士等の指導により、健康体操を中心としたミニサロンを実施
参加予定者 南部地区の高齢者 ２０～３０人程度
実施場所 南部地区公民館（玉成会館）

【提案団体】
南山見地区社会福祉協議会

【実施団体】
同 上

井
波

地域介護予防活動支援事
業
「月曜（週一）サロン」

実施体制
当面は地区社協役員が中心で実施しつつ運営組織を立ち上げる。
参加予定者 地区内の全対象者にサロン及びサロン支援参加を呼びか

けるが当面は居場所の常時確保に重点を置く。
実施場所 当面は南山見公民館で実施。あわせて活動に制約の少な

い専用の場所（旧南山見保育所跡）を模索する。
その他の事項 夏季朝市（５～１０月）１Hを含む定期的活動

【提案団体】
西太美自治振興会

【実施団体】
同 上

福
光
「福祉の里西太美」

①身近な生活支援活動（各地区区長、民生委員、みまもり隊）
除雪・ゴミだしの手伝い・話し相手・電球交換などちょっとしたボランティア
②ふれあい交流活動（西太美公民館を中心に地域の人が気軽に立ち寄れる
「たまり場」として西太美公民館でふれあい交流活動を行う。）
・高齢者サロン、子供とお年寄りの交流
・週１回のジョキング

【提案団体】
大鋸屋地区社会福祉協議会

【実施団体】
同 上

城
端
大鋸屋地区生活支援モデ
ル事業

・一人暮らし高齢者・日中一人高齢者・高齢者所帯等に働きかけて交流・見
守り活動を実施。
・日程等の案内チラシを全戸配布し対象者に声かけをする。
・毎回スタッフ４名が常駐。昼食をはさんで開催
・遠方の人や自分で参集できない人は送迎を行う。
・１５～２０名程度/回
・大鋸屋地区交流センターを主とする。

【提案団体】
福野北部社会福祉協議会
【実施団体】
福野北部生活支援部隊

福
野
福野北部生活支援事業

・介護予防支援
各集落連携型（軽体操含む）週一サロンを目標とする。
・実態調査活動
①ケアネット総合型 ②配食サービス ③課題調査

「生活支援モデル地区」事業の内容 【予算】一地区３０万円×５地区＝１５０万円



モデル事業６地区意見交換会



「地域包括ケア」意識の醸成

市政出前講座・総合事業の地区説明会

 地域内の「話し合い・活動」の活性化

地域ごとの高齢者把握・ニーズ調査

「新しい総合事業」に向けた意欲向上

モデル地区は総合事業への意欲が高い

「ケアネット事業」との住み分け

ボランティア活動と、無償・有償

取り組みの「成果」と「課題」



自治振興会・地区社協向けの説明会

平成２８年３月２３日（水）

活動拠点施設改修及び備品等整備事業

住民主体B型 １地区200万円×3地区

住民意識の高揚（規範的統合）

いろいろな機会を活用して啓発

第７期の高齢者保健福祉計画に向けて

日常生活圏域ニーズ調査

今後の取り組み


