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和光市総合振興計画審議会保健福祉医療部会第２回会議 要点記録 

 

開 催 日：平成２２年２月２０日（土） 午後１３時３０分～午後１６時１０分 

開催場所：和光市役所６０２会議室（市役所６階） 

出 席 者：荒木保敏部会長（３号委員） 

３号委員（市内公共的団体等の役員）小野玲、山本恵子、 

４号委員（知識経験を有する者）山﨑保、松井望 

５号委員（公募による市民）西村祐介、和田勝行 

（欠席：１名） 

 

議  事：１ 議題 

（１）施策体系・施策内容について 

  【検討施策】 

  施策３６「多様な保育サービスの推進」 

  施策３７「安心で楽しい育児の推進」 

  施策３８「地域における健やかな子育ての実現」 

  施策３９「子育て家庭への経済的支援」 

  施策４６「健康な次世代を育む母子保健の推進」 

  施策４７「健康で元気となる食育の推進」 

  施策４８「安心できる健康づくりの推進」 

  施策４９「地域との連携による保健・医療体制の推進」 

  施策５０「国民健康保険の適正な運営」 

  施策５１「国民年金の普及」 

 

 

１ 施策３６「多様な保育サービスの推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 年度の途中でいろいろな事情で急に仕事に就いたとき空きがないため仕事を断念してい

るケースがある。今でも余裕がない現状の打開策は（一時保育以外で） 

回答 

 現在は、社会情勢の変化のため、入所希望児童数の急増加に対して、各通学エリア内での

保育クラブの施設等保育スペースの確保が追いつかないのが現状である。今後は、施設整備

を含め、対応を検討していく。 

質問② 

 課題⑤「保育ニーズが多様化し、対応が求められています。」については，他の課題と補

完又は包摂する課題とも考えられる．他の課題・取組とは別に，具体的な取組として提示さ

れる理由を教示ください． 

回答 

 様々な保育ニーズが求められているため、あえて提示している。ただし、指摘について、

理解できるので、分かりやすい表現に調整する。 
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質問③ 

 課題②「家庭保育室利用保護者の経済的負担が大きいです。」に対する施策指標はないの

か。 

回答 

 設定していない。 

質問④ 

 課題に対する取組②「家庭保育室利用保護者への負担軽減」について、具体的な内容はど

のようなものか。 

回答 

 利用料の助成である。 

質問⑤ 

 幼保一元化について記載していない理由は何か。 

回答 

 県の考えは、幼稚園が保育園の機能を持つことを想定しており、保育園の待機児童解消が

先決の状況から、現在は考えていない。また、認可保育園の新設が進んでいないこともあり、

検討をしていない。 

質問⑥ 

 企業内保育についても同様に助成対象なのか。 

回答 

 一般の人は入れないので助成対象外である。 

質問⑦ 

 企業内保育について、多様化する保育ニーズに加えることはできないのか。 

回答 

 企業の福利厚生の一環であるので、考えていない。 

質問⑧ 

 待機児童数の増加の原因は何か。 

回答 

 管外保育園（市民が市外の保育園を利用）の利用が制限された結果、待機児童が増えてい

る。また、預けられたら働きたいとういう方、求職中の方の申請が増えていることが原因と

考えられる。 

 

【意見】 

意見① 

 課題に対する取組②「家庭保育室利用保護者への負担軽減」について、内容が利用料の助

成であるならば、指標に加えてはどうか。 

回答 

 利用者が限られるので、施策の指標として適切ではない。 

意見② 

 課題②「家庭保育室利用保護者の経済的負担が大きいです。」に対する施策指標について、

可能であれば、盛り込んでほしい。 

意見③ 
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 課題に対する取組②「家庭保育室利用保護者への負担軽減」について、利用するすべての

人に対しての負担軽減に読み取れるがどうか。そうでなければ、表現を修正してほしい。 

回答 

 所得に応じて階層別に負担軽減を行っていく。取組には予定であるため記入していないが、

文章に追加で盛り込む。 

意見④ 

 課題に対する取組④「保育クラブの待機児童の解消」について、「他学区保育クラブへの振

り分け」という部分を削除したらいいのではないか。 

回答 

 今後、施設整備を含めて検討していく。表記については担当所管課と協議をする。 

 

【まとめ】 

・ 取組②「家庭保育室利用保護者への負担軽減」に関して、利用するすべての人に対して負

担軽減すると読み取れるので、対象を限定していることを明記したらいいのではないか。 

・ 取組④「保育クラブの待機児童の解消」について、他学区～振り分けは表現が適切ではな

いため削除し、施設整備などの表現に押さえたらいいのではないか。 

・ 取組⑤「多様化する保育ニーズへの対応」について、施策名と同じであり、具体的な表現

にすべき（認定子ども園を含む） 

・ 家庭保育室の補助について指標設定を検討すべきである。 

・ 待機児童が増加している原因を現状に盛り込むべきである。 

 

 

２ 施策３７「安心で楽しい育児の推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 保健所や保健部門との連携を明記すべきと思いますが。 

回答 

 保健部門と保健所のつながりは大きい。既述の「関係機関との連携」という表現に、意味

は含まれている。 

質問② 

 取組②「地域での子育て応援体制づくり」とも関連しますが，現状の保護者同士のグルー

プ・サークル数とその活動状況をご教示ください． 

回答 

 子育て支援センターを中心に、保護者同士のサークルが18あり、週1回～月1回のペースで

子育てに負担がなく、母親の励みとなるような活動がされている。指標として追記したいと

思う。 

質問③ 

 「支援」に先立ち「育成」を施策と位置付ける場合，その育成数等を施策指標として提示

しておくことが適当ではないかと考えられる． 

回答 

 提示するのが適切だと考える。次世代育成支援対策後期行動計画に「支援」について位置
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付けており、整合して追記したい。 

質問④ 

 課題③「地域でのつながりが不足しています。」とあるが、不足していないのではないか。 

回答 

 コミュニケーションが不足している。 

 

【意見】 

意見① 

 施設はあるが、活用されていない実態がある。今あるものをどのように周知するかが記載

されていないので、言及したらいいのではないか。 

意見② 

 現状の保護者同士のグループ・サークル数とその活動状況について、指標として追加した

らいいのではないか。 

回答 

 次世代育成計画と整合性を保って、指標として追加する。 

 

【まとめ】 

・ 現状にサークルの数を入れた上で、指標にサークル数を設定するべきである。 

・ 掲げている指標について、次世代育成の行動計画に掲げる目標値（H26）に基づき、H27、

32の目標値を設定するべきである。 

・ 課題②「相談できる場所の周知情報が不足しています。」に対応する取組（周知について）

を取組①に記載すべきである。 

 

 

３ 施策３８「地域における健やかな子育ての実現」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 取組③「児童施設の維持管理」については，適切な維持管理とあるが，具体性に欠ける．

維持管理の「手法」を改める取組であるのか，「主体」を改める取組であるのか，又は双方で

あるのか等，より具体的な内容が適当ではないかと考えられる．取組③における内容を教示

ください． 

回答 

 取組③については、長期修繕計画に基づいて建物を大切にして長く使っていくということ

である。なお、総合児童センター室内プール棟については、大規模事業検証会議の影響で建

て替えの可能性もあるが、現在は長期修繕計画での対応を考えている。また、他の施設につ

いては、長期修繕計画がないため、今後作成して、維持管理していく。 

質問② 

 取組③に対応する指標がありませんが，その理由をあわせて教示ください． 

回答 

 対応する指標をあえて入れていないのではなく、適確なものが案として出てこなかった。

また、市全体の長期修繕計画の把握については、構想推進の施策「市有施設の適切な保全」
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で行うことを検討している。 

質問③ 

 プールについて、地域新エネルギービジョンでは理研の冷却水の活用が検討されていたと

思うが、どうなっているのか。 

回答 

 当時の案であり、現在は検討していない。 

質問④ 

 施策指標「既存施設の活用による中高生の居場所づくり」について、目標値はどのように

考えて設定したのか。 

回答 

 北と南の児童館を念頭に考えて設定している。 

 

【意見】 

意見① 

 大規模施設整備について、個別施設にも影響があるが、市内の施設に共通する指標を設定

したらどうか。 

意見② 

 構想推進の中に施策「市有施設の保全」があるが、どのように対応するか検討していると

ころである。 

意見③ 

 個別施設に記載するのではなく、市としての考え方を明確に示した方が良いのではない

か。 

回答 

 検討する。 

 

【まとめ】 

・ 市有施設の維持管理の統一した考え方を構想推進の中に記載するべきである。 

 

 

４ 施策３９「子育て家庭への経済的支援」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 取組②「ひとり親家庭への支援」では，給付金名等の「具体的な事務事業レベル」までが

記載されている．当該計画の全体的基調からすると，具体的過ぎるかと思う．具体的事業を

掲載されている考えをご教示ください． 

回答 

 具体的な事務事業レベルであると思われるので、調整する。 

質問② 

 乳幼児医療の制度が変わることについて、指標の数値は整合しているのか。 

回答 

 拡大する分部は子ども医療という。これを含めるかどうかである。 
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【意見】 

意見① 

 こども手当については、一時的なものとなる可能性があるので、記載しない方がよいので

はないか。 

回答 

 指摘のとおりで、法律で規定されているのは平成２２年度のみであり、継続性は確保され

ていない。 

意見② 

 乳幼児医療の指標について、対象年齢拡大に伴い2段構えにするのであれば、課題①「乳

幼児医療費の充実がもとめられています。」の表現も変わるのではないか。 

回答 

 市の考えとして意思表明をするのであれば表現の変更もある。 

意見③ 

 「乳幼児」として対象を限定するべきではないのではないか。 

回答 

 表現を検討する。 

意見④ 

 児童手当などは、国の施策として市が実施するものであり、総合振興計画の性格上、記載

しなくてもいいのではないか。ただし、上乗せするのであれば、追加してもよいと思われる。 

 

【まとめ】 

・ 取組②「ひとり親家庭への支援」の概要が具体的すぎるので、他と整合を図るべきである。 

・ 子ども医療の考え方を踏まえ、課題、取り組み、指標を検討すべきである。 

 

 

５ 施策４６「健康な次世代を育む母子保健の推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 課題③「母子保健を切り口とした地域全体の健康のレベルアップができていません。」及

び取組③「母子保健の推進」に対応する指標が，現在提示されている指標の何れに該当され

ているのかが判然とはしない．課題③及び取組③に対する指標について，教示ください． 

回答 

 母子保健については、指標としてどうとらえるべきか難しく、指標としては盛り込まない

つもりであった。相談件数については把握しているので、指標として盛り込みたいと思う。 

質問② 

 指標「こんにちは赤ちゃん・新生児訪問の実施率」は、名称は「率」であるのに、単位は

「件数」となっていて整合がとれていない。率としてはどのくらいなのか。 

回答 

 「件数」と「率」のどちらにするか検討する。 

質問③ 
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 母子保健の推進については、既述の指標２点で分かるという理解でいいのか。 

回答 

 指標としては、盛り込んでいない。数字として捉えられるものを記載している。 

 

【意見】 

意見① 

 現状で、ニーズがどの程度あったかなどのデータを示した上で、課題を設定し、指標を捉

えた方が説明がしやくなるのではないか。 

回答 

 現状にデータを入れる。 

意見② 

 こども福祉課の施策の取組と関係するのではないか。指標が統一されてもいいのではない

か。 

回答 

 こんにちは赤ちゃん、新生児訪問を分けて記載できるか検討する。 

意見③ 

 主な取組の中に民生委員も携わっていることを明記してはどうか。 

回答 

 検討する。 

 

【まとめ】 

・ 厚生労働省からの通知を確認したうえで、可能ならば、取り組み①または②に民生委員の

活用について記載するべきである。 

・ 取組に相談について記載するのであれば、現状および指標にも相談件数を記載するべきで

ある。 

・ 指標①について、わかりやすくなるよう表現、単位を検討するべきである。 

 

 

６ 施策４７「健康で元気となる食育の推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 「市民の多く」が「悩みや不安を感じている」と記されているが，具体的な数値を教示下

（そして，現状においてご提示）さい． 

回答 

 アンケート調査によると、食品の安全性について不安を感じると47％の回答者、家族の健

康を心配していると51.7％の回答者が答えている。 

質問② 

 指標「健康教室の開催」について、平成２１年度に減少しているが、原因は何か。また、

目標値はないのか。 

回答 

 平成１９年度、２０年度については、メタボ対策が含まれていたので、平成２１年度は減
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少している。 

質問③ 

 指標「健康教室の開催」について、回数が減少しているのはなぜか。 

回答 

 特定健康診査で、保健指導者への指導の実施により、対象者が減ったため。 

 

【意見】 

意見① 

 健康教室は市が実施するべきものなのか。他の団体でもやっている。少なくとも食育につ

いては、不要ではないか。実施するのであれば、対象を絞るべきである。 

意見② 

 指標「食育推進ネットワーク会議の開催」について、特に意味がないと感じられるため、

不要ではないか。 

回答 

 有効な指標がないか検討する。 

意見③ 

 課題「成人を対象とした、食育の取組がありません。」について、計画に盛り込むのであ

れば、現状を踏まえ、対象を限定して実施する取組とし、指標の数値を対象に合わせてはど

うか。 

 

【まとめ】 

・ 健康教室、食育ネットワークの指標については削除し、他に有効な指標があるか検討す

べきである。 

・ 特定健康診断対象者以外（20～４０歳）の健康対策を取り組みの中に位置づけ、指標を

検討すべきである。 

 

 

７ 施策４８「安心できる健康づくりの推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 予防の施策は非常に大事ですが、受診率を上げるために何でも無料は、再考の次期にきて

いる。 

回答 

 事業仕分けでは、受益者負担の貫徹という指摘を受け、平成22年度からは市単独で行って

いた30代健診をやめる予定である。今後も検討していきたい。 

質問② 

 取組①及び②に対応した指標として，特定健康診断受診率，がん検診受診者数が提示され

ておりますが，その成果が判然とはしないようにも考えられます．受診者の改善数等の指標

が把握できないものか，ご教示ください． 

回答 

 特定健診をすることで、対象者が抽出できるので、改善者が把握できると思われる。 
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【意見】 

意見① 

 特定健診の対象について、40歳からではなく、その前の年代に向けた対策を取組に記載し

てはどうか。 

 

【まとめ】 

・ 特定保健指導を受けた人への対策を取組に盛り込み、 終的に改善した割合、数を指標と

して設定すべきである。 

 

 

８ 施策４９「地域との連携による保健・医療体制の推進」について 

【事前質問回答】 

質問①  

 市内及び朝霞地区における休日医療をおこなっている医療機関の現状を教示ください． 

回答 

 ４市（朝霞市、志木市、新座市、和光市）で９病院あり、輪番制で行っている。小児救急

については、志木市民病院、新座市細野内病院、埼玉病院があり、年に３２７回対応してい

る。（そのうち１０５回が埼玉病院対応） 

 

【質疑・応答】 

質問① 

 課題に対する取組②「関係期間との連携による医療の推進」について、現状は低いとの評

価がなされているのか。十分だと評価できないのか。また、「推進」するということは、予算

を増やして病院を増やすということか。それとも、民間病院の協力を仰ぐということか。 

回答 

 もっと協力病院を増やしたいと考えている。市には年中無休でやっている病院もあり、利

便性を高めるために増やしていければと考えている。また、「推進」の意味については、４市

との関係との中で対応していくということである。 

 

【意見】 

意見① 

 施策指標「保健医療サービス満足度（％）」について、平成２０年度の数値も入れられな

いか。 

回答 

 設定する。 

 

【まとめ】 

・ 取組②について、休日医療の充実に限らないのであれば、「医療の推進」を「医療体制の充

実」などに改めるべきである。 
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９ 施策５０「国民健康保険の適正な運営」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 収納率の向上のための施策は何かあるのか。 

回答 

 夜間及び休日相談の実施をしている。（夜間は毎月第2木曜日に午後8時まで。休日は毎月

第3土曜日と独自に翌日曜日8：30～12：00）また、電話催告の実施（5月に前年度分について

実施）、保険証更新時に納税相談の実施、相談後、不動産及び債権（預貯金、生命保険、所得

税還付金及び給与等）の差押の実施を行っている。 

質問② 

 国民健康保険の適正な運営を目的とする本施策において，③を施策として位置付ける理由

を教示ください．保養所等の補助が健康維持に結びつくことが把握できる資料等がございま

したら，提供ください． 

回答 

 保養所等の補助が健康維持に結びつくことが把握できる資料はない。継続していくべきな

のかという点については、国民健康法によって規定されているため、継続しなくてはならな

い。 

質問③ 

 現状について、払えない人のための施策はあるのか。 

回答 

 相談に応じている。 

質問④ 

 限度額を引き上げるが、収納率が向上していないことに対し苦情もある。医療費通知の効

果を検証したことがあるか。 

回答 

 全市町村で実施している。今後の会議の際の議題にあげたい。 

 

【意見】 

意見① 

 保養所については、廃止向けて動いている自治体もあるので、再考するべきである。 

意見② 

 保養所について、現状とあっているか、検証が必要である。 

意見③ 

 効果を示せないものに、補助を行うことは適切か疑問である。 

回答 

 市長も疑問に感じており、担当課と調整する。 

意見④ 

 取組②「医療費増加への対応」について、表現をかえるか、医療費削減のための前向きな

取組を記載する。 

意見⑤ 
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 施策指標「国税収納率」について、平成２１年度の実績を入れるようにしてほしい。 

回答 

 記載する。 

 

【まとめ】 

・ 目的実現との関連が不明確であり、また、市として取り組むべきか疑問であり、取組③「健

康維持・増進やリフレッシュの推進」については削除すべきである。 

・ 取組②「医療費増加への対応」について、「専門家～削減につとめます」を削除し、医療費

の増加を防ぐ前向きな取り組みを記載すべきである。 

 

 

１０ 施策５１「国民年金の普及」について 

【質疑・応答】 

質問① 

 被保険者数及び納付率が，課題・取組に提示された内容を「検証」できる指標とされた理

由を教示ください．パンフレット及び窓口等の利用状況に関して指標とすることが適当では

ないか．  

回答 

 窓口の利用状況に関しての指標に変更する。 

質問② 

 収納率に応じたペナルティはないのか。 

回答 

 ない。 

 

【意見】 

意見① 

 施策として計画に必要なものなのか。制度は大切だが、市が実施する部分は少ない。和光

市らしい取組があれば掲載してもいいと思う。 

 

【まとめ】 

・ 市として独自の取り組みがなければ、施策として位置づけるべきではない。 

 


