
施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１ 病後児保育とは、保育園・保育クラブ（小学校３年生まで）などに通園（通所）している乳幼児及び児童が、

病気の回復期にあって、まだ、集団保育ができない期間を別に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を

支援すること。病児保育とは、突発的な発熱や風邪などで保育所が預かれない子供を、保護者の委託を受けて一時的

に預かるサービス。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】保育園入所児童数・待機児童数の推移

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 こども福祉課 関係課名

No.

多様な保育サービスの推進３２

働く保護者が、安心して子どもを預けられる環境を整えるとともに、子どもが元気で健やか

に育つようにします。

本市は子育て世帯が多いことから、多様な保育ニーズに対応するため、次世代育成支援行動

計画に基づき、保育園では、乳児保育・延長保育・休日保育・年末保育・病後児保育＊１とい

った保育サービスを実施してきました。さらに、放課後健全育成事業（保育クラブ）について

は、他市に先駆け、全小学校区で実施してきました。

また、平成１８年度から平成２０年度までの間で、民設園４園（定員２３０名）を整備し、

待機児童の解消に努めてきました。しかし、マンションなどの建設により若い世代が多く在住

していることなどから、保育園への入園申請者数や一時保育（一時預かり事業）利用希望者は、

年々増え続けている状況となっています。

平成 27 年度市内保育施設については、保育園が 14 施設、小規模保育事業所 10 施設が整備

され、1,526 名の受入枠を確保していますが、待機児童が 59 名（平成 27 年 4 月 1 日現在）い

る状況です。平成 27 年度においては、平成 28 年４月開園を目指して、保育園及び小規模保育

事業所等の基盤整備を進めています。

保育園、保育クラブの待機児童の解消や一時保育の利用希望への対応が求められています。

子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域における子育てに関する課題を的確にとらえ、

地域包括ケアシステムの構築を念頭に置いた課題解決のための取組として、サービス提供基盤

の整備と、サービスの質の向上を推進する必要があります。

主要課題 安心して子どもを預けられる環境づくり

課題解決の考え方 待機児童の解消

解決に向けた取組

①保育園の待機児童の解消

②保育クラブの待機児童の解消

③家庭保育室利用保護者の負担軽減

６．取組内容

【地図】保育園・保育クラブ位置図・保育園及び保育クラブ名称一覧

課題解決の考え方 多様な利用ニーズに対応するための保育サービスの改善

解決に向けた取組
④一時保育の拡充

⑤新たな保育ニーズへの対応

① 保育園の待機児童の解消

保育園の改修や民間保育施設支援などを計画的に行うとともに、待機児童の解消に向け、子

ども･子育て支援事業計画に基づく施設整備を進めます。

② 保育クラブの待機児童の解消

保育クラブの整備と併せて受入児童数や受入児童年齢の見直しなどを行い、待機児童の解消

を図ります。

③ 家庭保育室利用保護者の負担軽減

認可保育園に比べて高額である家庭保育室の保育料に対する保護者の負担軽減を図るため、

所得に応じた助成を行います。

④ 一時保育の拡充

一時保育未実施及び新設園等での一時保育の導入を図ります。

⑤ 新たな保育ニーズへの対応

認定こども園などの新たなニーズに対応するなど、更なる保育サービスの充実を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

保育園待機児童数（人） ５３ 0 参考資料：わこう子どもプラン

保育クラブ待機児童数

（人）
２ 0

和光市が子育てしやす

いと感じる市民の割合

（％）

33.9 43.0 参考資料：子ども・子育てニーズ調査（就学前児童調査）



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】家庭児童相談室相談件数の推移

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 こども福祉課 関係課名

No.

安心で楽しい育児の推進３３

子育て中の家庭の育児不安や悩みが解消され、安心して楽しく子育てができるようにします。

本市では、育児不安や悩みを解消するため、子どもに関する相談を家庭児童相談室や各子育て支

援拠点、児童センター（館）において実施しています。また、子育て支援センターなどの子育て支

援拠点において、サークル活動を中心とした地域での子育てを支援しています。

わこう子どもプラン策定のためのアンケート調査では、家庭児童相談室を利用した人の満足度

は、７９．３％と高い割合を示している一方、子育ての総合相談室及び家庭児童相談室の認知度に

ついては、それぞれ４９．２％、３９．７％となっており、十分認知されているとはいえません。

子ども・子育て支援事業計画の施行により、子育て支援センターを「子育て世代包括支援センタ

ー」として機能再編し、「わこう版ネウボラ」の地域拠点として個別マネジメント機能を強化する

ことで、サークル活動等の集団支援中心の運営から個別課題解決のための機関へと変革していま

す。また、児童センター（館）については、管理運営を行う指定管理者に対し、子育てに関する相

談体制の構築と充実を求め、指定の条件としています。

保護者の経済的状況やメンタル面などが影響し、子どもに関する相談が複雑化しています。その

ため、育児の自立に課題がある家庭に対しては、育児だけでなく親の就労や家計の問題等について

も包括的に支援していく必要があります。これを実現するため、コミュニティケア会議を通じた子

育て世代包括支援センターの機能化が重要です。

主要課題 子育て家庭の育児に関する不安や悩みの解消

課題解決の考え方 子育てに関する複雑多様化する相談内容への対応

解決に向けた取組 ①児童家庭相談体制の充実

課題解決の考え方 子育てをきっかけとした交流の場の提供

解決に向けた取組 ②地域での子育て応援体制づくり

① 児童家庭相談体制の充実

家庭児童相談室などの子どもに関して相談できる場所（機関）の周知方法を更に工夫し、保護者

が気軽に相談できるようにします。また、複雑多様化する相談内容に適切に対応するため、関係部

署（機関）と連携を図り、事態を深刻化させないよう取り組みます。

７．施策指標

② 地域での子育て応援体制づくり

保護者が子育てについてさまざまな不安を抱え、地域から孤立することがないように、保護者

と地域が相互に交流するきっかけとなる場を提供します。また、地域での子育ての課題を共有し、

その解決に向けて取り組む保護者同士のサークルを育成し、その活動を支援します。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

家庭児童相談室相談件数

（件）
1,894 2,500 参考資料：わこう子どもプラン

子育てが楽しいと感じる

市民の割合（％）

68.0

（H25）
80.0 参考資料：わこう子どもプラン

子育てサークル団体数

（団体）
12 30 参考資料：わこう子どもプラン



施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 こども福祉課 関係課名

No.

地域における健やかな子育ての実現３４

子どもが身近な地域で安心して、友だちと触れ合いながら、健やかに育つようにします。

本市では、４箇所の子育て支援拠点及び４箇所の児童センター（館）などが、子育て中の親子、

小中学生の交流拠点となっています。わこう子どもプラン策定のためのアンケート調査では、子育

て支援拠点及び児童センター（館）などを「利用している人」及び「今後利用したい・利用を増や

したい人」を合わせると７６．１％になっており、今後も利用者が大幅に増加することが見込まれ

ます。

また、同アンケートでは、小学生の保護者のうちの４５％が優先的に解決すべき課題として「地

域に中高生の居場所づくりが必要」と答えており、さらに中学生を対象とした聞き取り調査でも、

多くが「友だちと遊べる場所が欲しい」と答えています。

さらに、同アンケート調査では、未就学児保護者のファミリー・サポート・センター事業に対す

る認知度が８０．０％と高く、利用者の満足度も６３．２％と高くなっています。

平成２６年１０月より開始したわこう版ネウボラ事業により、子育て支援センターでの相談支援

機能が強化され、より市民に近い地域において、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を実

施し、健やかな子どもの育ちを支援しています。

児童センターの利用率は毎年一定の数値を保っており、今後もニーズは継続すると考えられま

す。現在中高生の居場所としても金曜夜に児童センターを活用しています。

ファミリー・サポートセンターの依頼会員は毎年増加しており、平成２６年度末には 1,103 人（年

間で６８人増）しているのに対し、協力会員及び両方会員は 345 人（年間 16 人増）となっており、

ニーズの増加に対してサービスの提供体制が遅れているのが現状です。

児童センターについては、利用者のニーズの変化を的確にとらえ、バリエーション豊かな放課後

の居場所づくりが求められています。

また、ファミリーサポートセンター事業については、地域の互助による訪問サービスの強化が課

題となっており、様々な預かりのニーズに対応していく必要があります。

主要課題 身近な地域での子育て環境づくり

課題解決の考え方 地域や育児経験者による支援と場の提供

解決に向けた取組
①地域子育て支援の充実

②ファミリー・サポート・センター事業の充実

課題解決の考え方 公共施設を活用した中高生の居場所の確保

６．取組内容

＊１ ホームスタートとは、育児不安を抱えている家庭をボランティアが訪問し、友人のように寄り添いながら話を

聴いたりする家庭訪問型子育て支援事業のこと。

７．施策指標

【地図】児童福祉施設位置図、児童センター等名称一覧

解決に向けた取組 ③子どもや中高生の居場所づくり

課題解決の考え方 既存施設の老朽化対策

解決に向けた取組 ④児童施設の維持管理

① 地域子育て支援の充実

地域子育て支援拠点における相談機能を強化し、地域における妊娠期から出産、育児までの切れ

目のない連続した支援体制を整えます。

② ファミリー・サポート・センター事業の充実

ファミリー・サポート・センター事業をより充実させるため、特に、６０歳代の子育て経験者や

依頼会員などを対象に協力会員の増加を図ります。

③ 子どもや中高生の居場所づくり

既存の公共施設を活用し、中高生などが幅広く利用できる施設（居場所）をつくります。また、

児童が安心して利用できる施設として、児童センター（館）を活用します。さらに、児童センター

では、児童と高齢者が触れ合うなどの世代間交流を進めます。

④ 児童施設の維持管理

児童センター（館）、総合児童センタープールなどの施設については、民間活力を利用した多機能

施設への転換を図り整備します。また、下新倉児童センターについては、新設小学校併設施設とし

て整備します。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

子育て支援拠点の利用者

数（人）
106,332 100,000 参考資料：わこう子どもプラン

ファミリー・サポート・

センター援助活動件数

（件）

6,176 10,000 参考資料：わこう子どもプラン

既存施設の活用による中

高生などの居場所（箇所）
2 3 参考資料：わこう子どもプラン



施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】ひとり親医療費支給額・支給件数の推移

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 こども福祉課 関係課名 福祉政策課

No.

子育て家庭への経済的支援３５

子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもを安心して養育できるようにします。

子どもへの医療費助成については、中学校修了前までの入通院を対象として、実施しています。

また、中学校修了前までの児童を養育している家庭に対しては、児童手当を支給しています。

さらに、ひとり親家庭などへの支援としては、児童扶養手当の支給及び医療費の助成を所得に応

じて実施しています。

平成２６年４月以降、子ども医療費の受給要件を緩和したことにより登録者数が増加し、それ

に伴い医療費も増加しています。また乳幼児・子ども・ひとり親家庭等の医療費助成については、

入院においても現物給付できるよう検討しています。ひとり親家庭が抱える様々な問題や相談の

解決に向け、関連機関と連携を行い切れ目のない支援を行っています。

経済環境の悪化に伴い、経済的支援を必要とするひとり親家庭などからは、医療費助成の更な

る充実が求められています。また、ひとり親家庭の経済的自立を促進するための市独自の自立支

援策が求められています。

主要課題 子育て家庭の経済負担の軽減

課題解決の考え方 子育て家庭への医療費負担の軽減による子どもの養育支援

解決に向けた取組 ①子育て家庭への医療費助成などの充実

課題解決の考え方 ひとり親家庭の経済的自立支援

解決に向けた取組 ②ひとり親家庭の経済的自立支援

① 子育て家庭への医療費助成などの充実

子育て家庭への医療費の負担軽減のため、引き続き、医療費の助成を行うとともに、子ども

を安心して養育できるよう経済的支援を行っていきます。

② ひとり親家庭の経済的自立支援

児童扶養手当やひとり親家庭等医療費制度の支援のほか、ひとり親家庭などの日常生活を支

援する市独自の施策を検討・実施します。また、ひとり親の主体的な能力開発の取組を支援し、

７．施策指標

経済的自立を促進します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

子ども医療費受給資格

登録率（％）
97.5

100
指標説明：登録者数／受給対象者数

自立支援教育訓練給付

（件）
2 5



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】朝霞地区シルバー人材センターの本市会員数

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 長寿あんしん課 関係課名

No.

高齢者の生きがいと社会参加への支援３６

高齢者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で健康にいきいきと暮らせるようにしていきます。

本市では、介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者福祉センターなどを活用

して、高齢者の生きがいづくりや世代間交流につながる活動に取り組んでいます。

しかし、老人クラブへの加入率は、高齢者人口の１１．２％と低い水準にとどまっており、高齢

者の就労を目的としたシルバー人材センターの登録者数についても、平成２１年で３５５人となっ

ており、類似団体と比べて、低い水準にあります。

また、高齢者の健康意識の高まりを示すものとして、健康診査の受診率の増加がみられます。

平成２６年４月１日現在、老人クラブへの加入率は、高齢者人口の 6.1%と低い水準にとどまって

おり、高齢者の就労を目的としたシルバー人材センターの登録者についても、329 人となっておりま

す。

また、健康診査の受診率は高いレベルが維持されており、高齢者の健康意識の高さがうかがえ、

このことが介護予防に対する理解と実践に好影響を与えていると考えられます。

高齢者の生きがいづくりのために、地域とのつながりに高い関心を持つことや、高齢者の知識と

経験を生かすことが求められています。しかしながら、老人クラブへの加入率やシルバー人材セン

ターの登録者数は依然として低い水準にとどまっており、活動の場として十分に生かされていませ

ん。

また、高齢者が健康でいきいきと暮らしていくためにもハイリスク高齢者を早期に、かつ的確に

把握するため、健康診査等未受診者に対する訪問調査及び受診勧奨など、アウトリーチ的な取組の

更なる推進が求められています。

主要課題 高齢者が健康でいきいきと活躍できる環境づくり

課題解決の考え方 地域との接点づくり

解決に向けた取組 ①地域社会活動への参加に対する支援

課題解決の考え方 地域社会活動への参加機会の提供

解決に向けた取組 ②老人クラブの加入促進

課題解決の考え方 生きがいにつながる場の提供

解決に向けた取組 ③高齢者の知識・経験の活用

６．取組内容

７．施策指標

④施設サービスによる支援

課題解決の考え方 健康意識の醸成

解決に向けた取組 ⑤健康診査等未受診者に対する訪問調査の実施

① 地域社会活動への参加に対する支援

地域とのつながりへの関心を高めるため、地域で実施するイベントの機会を活用し、高齢者福祉

センターなどを利用しての世代間交流事業の実施や多くの高齢者が地域社会とのかかわりを持てる

よう支援します。

② 老人クラブの加入促進

高齢者がボランティア活動など自ら地域活動に積極的に参加するためのきっかけとなる老人クラ

ブへの加入を促進します。

③ 高齢者の知識・経験の活用

シルバー人材センターにおいて、センターの運営状況などの情報提供を行い、高齢者の豊かな経

験・知識を生かしていきます。

④ 施設サービスによる支援

高齢者向け住宅など、保健や福祉サービスを行い、高齢者が安心した生活を送れるよう支援を行

っていきます。

⑤ 健康診査等未受診者に対する訪問調査の実施

健康診査及び人間ドックを積極的に受診するような周知活動を充実させるとともに、健康診査等

未受診者に対する訪問調査による受診勧奨とハイリスク者の把握に努めていきます。

指標名
現状値 目標値

備考H2６ H32

高齢者福祉センター利用

者数（人）
66,863 72,000

指標説明：ゆめあい和光高齢者福祉センター及び新倉高齢者福

祉センターの年間延べ利用者数の合計

シルバー人材センター登

録者数（人）
329 745

健康診査未受診者に対す

る訪問調査件数（％） ― 10
指標説明：訪問調査実施件数／健康診査未受診者数



施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１地域包括支援センターとは、高齢者を対象とする予防給付の介護予防支援等を行う専門機関のこと。

＊２コミュニティケア会議とは、包括的ケアプランによる地域生活の自立支援を目的とし、他制度間の調整や処遇困

難事例などを検討する会議のこと。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

＊３ 日常生活圏域ニーズ調査とは、６５歳以上の高齢者を対象に、個人の生活機能レベルを評価し、改善のための

アドバイス表を回答者に送付する調査のこと。

【グラフ】要介護（要支援）認定率の推移

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 長寿あんしん課 関係課名

No.

きめ細かな介護予防の推進３７

多くの高齢者が介護を必要とせず、できるだけ自立した日常生活を送れるようにします。

本市においては、全国的に高齢化が進展する中で、介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に

基づき、全国に先駆けて平成１５年度から介護予防事業を展開しています。

また、その柱となる市、地域包括支援センター＊１、関係事業者や医療関係者などで構成するコ

ミュニティケア会議＊２において、他制度間の調整や処遇困難事例などの検討を含む、きめ細かな

介護予防の取組を行ってきた結果、要支援及び要介護者の認定者数の割合が平成２０年度の１０．

２％から平成２１年度の１０．０％へと減少するなど、さまざまな効果が出てきています。

きめ細かな介護予防の取組みを行ってきた結果、６５歳以上の被保険者（１号被保険者）に占める

要支援及び要介護者の認定者数の割合は毎年逓減し、平成２６年度には、９．４％となっており、

全国的にも際立った成果が表れています。

第６期の制度改正に伴い、地域支援事業（新しい総合事業）の多様化と充実を図り、効果的な事

業運営により、更なる介護予防の推進と、介護保険事業の持続可能性を高めることが求められてい

ます。

主要課題 元気な高齢者を増やすための予防の推進

課題解決の考え方 要支援者などの悪化への対応

解決に向けた取組

①介護予防事業（介護予防サービス・地域支援事業）の充実

②コミュニティケア会議の強化

③日常生活圏域ニーズ調査の実施

課題解決の考え方 地域包括センターの体制強化

解決に向けた取組 ④地域包括ケアの推進

＊４ 二次予防事業対象者とは、６５歳以上で生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそれがある高齢者の

こと。

＊５ 一次予防事業対象者とは、６５歳以上で介護の認定がなく、二次予防事業対象者に該当しない高齢者のこと。

＊６ 包括的マネジメントとは、支援困難事例に関するケアマネージャーへの助言、地域ケアマネージャーのネット
ワークを構築すること。

＊７ 地域包括ケアとは、地域包括支援センターを拠点とした、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために

包括的に支援を行うこと。

７．施策指標

＊８ 介護予防ケアマネジメントとは、認定調査項目、主治医の意見書、生活行為、調査票、健診、本人・家族との

話し合いなどをもとに現状の生活行為に関する評価分析を行うこと。

【地図】長寿あんしんプラングランドデザイン／【表】地域包括支援センターの担当地区

① 介護予防事業（介護予防サービス・地域支援事業）の充実

介護予防サービスの積極的活用により、要支援者の今後の悪化（要介護者への移行）の予防を図

ります。また、介護予防・日常生活支援総合事業の導入により、二次予防事業対象者＊４や一次予

防事業対象者＊５に、切れ目のない自立支援を行っていきます。

② コミュニティケア会議の強化

個別のケアプラン等を総合的にコーディネートするコミュニティケア会議により、改善可能性の

高いケアを行うためのケアプランの調整など、保険者である市が、地域包括支援センターやケアマ

ネージャーへの支援を行うことで包括的マネジメント＊６を実現します。

③ 日常生活圏域ニーズ調査の実施

６５歳以上のすべての高齢者（要支援、要介護１認定者含む）を対象に、日常生活圏域ニーズ調

査（調査用紙配付、回収）を継続的に実施し、高齢者個別の課題（個人の生活機能や住まいの状況

など）を把握することにより、適切な個別支援のマネジメントを行うとともに、地域の課題を分析

し、介護保険事業計画に反映させます。

④ 地域包括ケア＊７の推進

ニーズに応じた住まいが提供されることを基本として、生活上の安全・安心・健康を確保するた

めに、医療や介護、福祉サービスを含む様々な生活支援サービスを含む生活支援サービスを、日常

生活の場（日常生活圏域）において、適切な組み合わせにより提供し、高齢者が住み慣れた地域で

いつまでも暮らし続けることができる体制を整備します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

要支援１、２に該当する

人の改善率（％）
40.8 60.0 指標説明：介護予防ケアマネジメント＊8改善率（予防給付）

二次予防事業対象者に該

当する人の改善率（％）
61.2 70.0 指標説明：介護予防ケアマネジメント改善率（特定高齢者）

６５歳以上人口に占める

要介護（支援）認定者（第

１号）の割合（％）

9.4 10.0
指標説明：要介護（支援）認定者数（第 1号）／６５歳以上人

口



施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１ 地域密着型サービスとは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生

活できるようにするため、身近な市町村で提供されるサービス事業のこと。

＊２ 小規模多機能居宅介護施設とは「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊ま

り」を組み合わせたサービスを提供し在宅での生活の継続性を支援する施設のこと。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【イラスト】

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 長寿あんしん課 関係課名

No.

介護サービスの適正な提供３８

高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で安心して過ごせるようにします。

平成１８年の介護保険法の改正により、住み慣れた地域での生活を支えるためのものとして地域

密着型サービス＊１が創設され、本市でも、介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画や介護保険

法の主旨に基づき、地域密着型サービスの拠点として小規模多機能居宅介護施設＊２及び認知症対

応型共同生活介護施設（グループホーム）の施設整備を積極的に推進しています。また、介護サー

ビスについては、在宅介護を基本とした各種介護サービスを提供しています。

在宅介護を基本とした各種介護サービスを提供していることから、介護保険事業計画において定

めるグランドデザインに基づき、サービス付き高齢者向け住宅の誘致など、多様な手法により在宅

介護の前提条件となる高齢者の住まいの確保を図っています。

在宅介護の限界点を高めるためには、在宅介護と在宅医療の連携強化を図り、入退院時の効果的

連携のための仕組みと、在宅介護を支援するための基盤整備を地域包括ケアシステムの構築により、

さらに、充実させる必要があります。

主要課題 適切な介護サービスを受け、住み続けられるための支援

課題解決の考え方 高齢者が住みなれた地域で生活できるサービスの提供

解決に向けた取組

①サービス付き高齢者向け住宅などの施設整備

②在宅介護における支援

課題解決の考え方 緊急対応できる連携体制の確立

６．取組内容

＊３ サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）に基づく、専ら

高齢者や同居配偶者を賃借人とする賃貸住宅のこと。

＊４ 在宅療養診療所とは、サービス付き高齢者向け住宅などに併設した診療所のこと。

＊５ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスとは、日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは

密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行うサービスのこと。

７．施策指標

解決に向けた取組 ③医療機関との連携

① サービス付き高齢者向け住宅＊３などの施設整備

地域包括ケアシステムを構築するため、在宅療養診療所＊４や定期巡回・随時対応型訪問介護看

護サービス＊５事業所等を併設したサービス付き高齢者向け住宅の整備を図り、在宅介護の支援拠

点として、近隣地域にも安心と安全を届けます。

② 在宅介護における支援

居宅サービス・地域密着型サービスの充実を図るとともに、市町村特別給付を活用することによ

り、要介護度が４から５の高齢者でも、居宅において適切なサービスを受けながら生活することが

できるよう、在宅介護の限界点を高めるための取組を進め、介護ニーズに対する選択肢の拡大を図

ります。

③ 医療機関との連携

地域包括ケアシステムの構築を念頭に置き、在宅介護を支援するため、医療機関との連携を強化

します。また、コミュニティケア会議を通じた施設や病院における入退院時の効果的連携を図りま

す。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

地域密着型拠点施設整

備（箇所）
16 24 長寿あんしんプラングランドデザイン

介護サービスの利用割

合（％）
89.7 80.0

指標説明：居宅・地域密着型サービス利用件数／全サービス利

用件数



施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】障害者数の推移

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 社会福祉課 関係課名

No.

チャレンジドが安心できる障害福祉の推進３９

チャレンジドが安心して地域生活を送れるようにします。

本市では第三次障害者計画、第二期障害福祉計画及び地域福祉計画を策定し、チャレンジドのた

めの福祉施策を推進しています。

また、身体・知的・精神の各障害に対する対応を一元化し、サービス提供を行う地域の拠点とし

て総合福祉会館（ゆめあい和光）を整備し、相談支援、就労支援といった障害者福祉サービスの充

実に努めています。

第四次障害者計画（平成２６年度～平成２９年度）及び第４期障害福祉計画（平成２７年度～平

成２９年度）が策定され、チャレンジドの「住まい、医療、予防、生活、就労、社会参加支援等を

一体的に提供できる地域包括ケアシステムの構築」を基本方針として、チャレンジドが住み慣れた

地域で自立した暮らしを継続するための支援体制の整備が図られています。

チャレンジドが増加している状況の中で、地域の理解促進と支え合いの仕組みづくりや社会参加

のための環境整備やまちづくりにおけるバリアフリー化への取組が十分とはいえません。 また、

保健・医療体制についても改善の余地があります。こうした状況を踏まえ、今後もチャレンジドの

地域生活支援のための多様な支援策の拡充を図る必要があります。

主要課題 住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援

課題解決の考え方 地域理解の促進と支え合いの仕組みづくり

解決に向けた取組 ①相談支援体制の充実

課題解決の考え方 社会参加の促進を支援する事業展開

解決に向けた取組 ②社会参加の促進

課題解決の考え方 安心・安全で総合的な地域生活支援体制の充実

解決に向けた取組 ③地域での自立を支える生活支援の充実

課題解決の考え方 相談体制と医療支援の充実

解決に向けた取組 ④保健・医療の充実

６．取組内容

７．施策指標

① 相談支援体制の充実

地域生活支援センターを相談拠点として市民・市・関係機関などと連携の上、地域で安心して生

活できるようサービス調整を図ります。また、チャレンジドのライフステージに合わせた一貫・継

続した相談支援体制・地域包括ケアシステムを構築し、さらに、 障害者就労支援センターを拠点

として、市内企業、教育機関及びハローワークなどと連携を強化しながら、情報提供、相談から就

職、職場定着まで総合的な支援を行います。

② 社会参加の促進

スポーツ・レクリエーションなどの活動や各種福祉サービスを充実し、チャレンジドの社会参加

を支援します。

③ 地域での自立を支える生活支援の充実

在宅支援、施設支援及び日中活動の場の整備などを行い、介護者の精神的・肉体的な負担軽減に

も配慮しながら新しいサービスの充実を図るとともに、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、施

設等のバリアフリー化を進めていきます。また、総合福祉会館（ゆめあい和光）の機能充実を図り

ます。さらに、緊急時や災害時にチャレンジドの安全が確保されるよう総合的な支援体制づくりを

進めていきます。

④ 保健・医療の充実

関係機関との連携を図り、障害の早期発見や療育など総合的かつ一貫した相談支援・地域包括ケ

アマネジメント体制の充実を図ります。また、自立支援医療費制度、重度心身障害者医療制度によ

り、必要な医療費を支給します。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

相談件数（件） 4,161 6,150

障害福祉に関する「満

足」「まあ満足」と答え

た人の割合（％）

22.7

（H27）
27.7 参考資料：市民意識調査



施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】西大和団地まつりの風景

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 社会福祉課 関係課名

No.

地域で支え合う福祉の推進４０

地域住民の誰もが地域で支え合う福祉の中で安心して生活できるようにしていきます。

市民が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、本市では、地域福祉計画に基づ

き、地域の問題を市民自らが気付き、解決に取り組むことができるような地域の支え合いを実現

するため、社会福祉協議会の地域福祉活動計画と連携して、地域福祉の推進に取り組んでいます。

地域の課題を市民自らが気付き、解決に取り組むことができるように市の地域福祉計画と社会

福祉協議会の地域福祉活動計画が一体的に策定され、計画に基づく自助・互助・共助・公助を基

本とした地域福祉を推進するまちづくりが推進されています。

福祉ニーズが多様化する一方で、地域住民自らが地域における福祉の課題を把握し、理解する

必要があります。そして、課題を解決するための具体的な取組を進めるため、地域福祉の意識を

高め、地域の互助活動を充実させていくことが求められています。

主要課題 安心して生活できる地域福祉の充実

課題解決の考え方 交流機会不足の解消

解決に向けた取組 ①地域でコミュニケーションしやすい環境づくり

課題解決の考え方 地域福祉に関する情報の共有

解決に向けた取組 ②地域福祉に対する理解の普及

課題解決の考え方 関係団体との連携推進

解決に向けた取組 ③地域の組織や他制度・他職種による連携

① 地域でコミュニケーションしやすい環境づくり

イベントや講座などを通じて地域住民同士の交流の機会を増やし、地域に触れ合い、地域を

知ることができるような環境づくりを進めます。

７．施策指標

② 地域福祉に対する理解の普及

福祉教育などを通じて、市民の地域福祉に対する理解を深め、ボランティアや地域福祉コー

ディネータなどと連携し、地域の課題を地域住民が共有し、地域住民が主体的に解決していけ

るよう普及・啓発を進めます。

③ 地域の組織や他制度・他職種による連携

社会福祉協議会や民生・児童委員協議会、学校及び自治会などの地域の組織や団体と連携を

図り、地域での困りごとを解決するためのしくみとしてコミュニティケア会議の機能を活用し、

他制度・他職種による連携を推進していきます。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

民生委員定員充足率

（％）
86.8 98.0

地区社協の設置（箇所） 0 9



施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

＊１ 稼働年齢層とは、就労を阻害する要因（病気、高齢、障害など）がなければ、就労義務があり、就労指導の対

象となる年齢層（通常１８歳から６５歳までを指す。）のこと。

【グラフ】生活保護世帯数等推移

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 社会福祉課 関係課名 福祉政策課

No.

低所得者の生活の安定と自立への支援４１

生活に困窮する市民が健康的で文化的な生活を送れるようにします。

経済情勢の悪化による景気低迷の影響により、雇用環境が一段と厳しさを増す中、本市でも

低所得者に対する経済的自立に向けた支援に取り組んでいるものの、保護世帯数は、平成２０

年末の３５６世帯に対して、平成２１年度末では４１８世帯と増加傾向を示しています。

平成２７年４月からの生活困窮者自立支援法施行に先立ち、平成２６年７月からモデル事業

として、市内に２箇所に和光市くらし・仕事相談センター「すたんど・あっぷ和光」及び「す

てっぷ」を開設し、生活困窮者に対する自立に向けた相談業務を実施しています。

この取組により、平成２５年度末の被保護世帯５０６世帯に対し平成２６年度末は、５１０

世帯となり、増加の割合は緩やかなものとなっています。

保護世帯の特徴としては、特に高齢者世帯が５３．１％を占めており、被保

護者の高齢化が進んでいます。

生活相談件数、生活保護申請件数が増加する一方で、自立世帯数は伸び悩んでいます。また、

稼働年齢層＊１に対する就労支援・自立支援が不十分です。そのため、生活困窮者の自立を支

援するための具体的な取組を定める計画の策定により、予防的な視点に立った施策の展開が求

められます。

主要課題 生活に困窮する市民の自立した生活の支援

課題解決の考え方 生活困窮者の相談内容の的確な把握

解決に向けた取組 ①生活困窮者への相談と生活保護の実施

課題解決の考え方 就労支援による自立支援

解決に向けた取組 ②稼働年齢層に対する就労支援・自立支援

７．施策指標

① 生活困窮者への相談と生活保護の実施

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、相談者の状態に応じた包括

的かつ継続的な相談支援を実施するとともに、地域における自立と就労支援等の体制を構築し

ます。また、面接相談時に的確な状況把握に努め、生活保護法の趣旨に基づき適切に生活保護

を実施します。

② 生活困窮者自立支援事業の実施

生活に困窮した市民に対し、生活保護を受給せざるを得なくなる前の予防的な取組として、家

計、健康問題、社会参加から就労に至るまでの相談・支援を実施します。また、失業等により

住居の確保が困難となった市民に対して家賃を助成するなどの自立を促す取組を推進します。

③ 稼働年齢層に対する就労支援・自立支援

稼働年齢層に対しては、被保護者の就労の可否について的確に把握した上で、就労への指導・

助言などを行い、自立を支援します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

自立世帯数

（生活保護）
7 10

相談世帯数
（生活困窮者自立支援）

163 240

平成 26 年現状値について

生活困窮者自立促進支援モデル事業に

おける H26 年 7 月～H27 年 3 月分世帯数



施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１ 臨床心理士とは、カウンセリングや諸種の心理療法などを担当する専門職のこと。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】健康な次世代を育む母子保健の推進

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 健康支援課 関係課名

No.

健康な次世代を育む母子保健の推進４２

次世代の担い手となる子どもたちが、安心して生み育てられ、また、乳幼児が健やかな成長・

発達ができる環境づくりを推進します。

本市は子育て世代が多いため、母子保健に対するニーズが高くなっています。乳幼児の発育・

発達に関する相談に対応するため、専門医や臨床心理士＊１による相談支援事業を保健センター

で行っています。生後４か月までの乳児の全戸訪問事業や健康診査受診率の向上、未受診児追跡

などに力を入れ、乳幼児の健やかな成長、発達のための健康支援を行っています。また、虐待予

防については、関係機関との情報連携により、虐待の防止に積極的に取り組んでいます。

保健・医療・福祉が一体的に提供される地域包括ケアシステムの一環として、平成２６年１０

月から、妊娠・出産・子育て期までの切れ目のない子育て支援（わこう版ネウボラ）を実施して

います。

わこう版ネウボラでは、「子育て世代包括支援センター』におけるリスクを有する世帯に対す

る継続的な支援と、母子保健ケアマネージャーによる産前・産後ケアの充実を図っています。

複雑化、多様化する母子保健に対するニーズに 妊娠から出産、子育て期までの切れ目のない

支援が求められています。また、リスク予防の観点から、産前の課題把握と課題解決に向けたケ

アプランの作成、コミュニティケア会議による支援と助言が必要になっています。

主要課題 乳幼児の健やかな育成の母子に対する支援

課題解決の考え方 情報提供と相談窓口の機能の充実

解決に向けた取組 ①相談窓口機能の充実

課題解決の考え方 乳幼児に関する状況の把握と健康支援策の推進

解決に向けた取組 ②乳幼児の健康増進

課題解決の考え方 母子保健サービスの強化

６．取組内容

７．施策指標

解決に向けた取組 ③母子保健の推進

① 相談窓口機能の充実

市民の健康づくりの拠点である保健センターの相談機能を強化します。また、地域で活動する子

育て支援関連団体などと連携し、保健情報の発信や相談窓口の周知を行います。

② 乳幼児の健康増進

全乳幼児の健康状態を把握するため、各種健康診査の受診率を高め、乳幼児の健康増進を図りま

す。また、子育て支援関連団体などとの連携を図り、未受診児の把握に努め、受診するよう対応し

ていきます。

③ 母子保健の推進

母子保健における国の動向や市民ニーズに対応し、妊娠時からの一貫した母子健康管理システム

を強化し、保護者の育児相談や健康教育事業などの母子保健サービスの充実を図ります。

また、地域包括ケアシステムの構築を念頭に置いた子ども・子育て支援の一環として、妊娠早期

から子育て期まで継続して相談を行う母子保健コーディネーターを配置し、地域における切れ目の

ない妊娠・出産の包括支援をします。

指標名
現状値 目標値

備考
Ｈ26 H32

母子保健に関する相談件

数（件）
4,382 3,300

指標説明：乳児相談、幼児相談、心理相談、おかあさん相談、

電話及び窓口相談など

こんにちは赤ちゃん訪問

実施率（％）
98.7 100.0 指標説明：こんにちは赤ちゃん事業

乳幼児健康診査受診率

（％）
96.9 97.0 指標説明：４か月児、１０か月児、１歳６か月児、３歳児



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１ 食育とは、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるもの、さまざまな経験を通じて「食」

に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】食生活の満足度

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 健康支援課 関係課名

No.

健康で元気になる食育の推進４３

健全な食生活を実践することができる人間を育て、市民が生涯にわたり健康で元気に暮らせるよ

うにします。

本市では、これまで、市民の健康の維持・増進のための支援や、都市農業の振興・農業体験の推

進を通じて、食に関する情報や体験の場の提供を行ってきましたが、より一層、食育に関する施策

を進めるため、平成２２年３月に食育＊１推進計画を策定しました。

この計画策定に伴うアンケート調査では、現在の食生活について、約６割の市民が「よい食生活」

を送っていると回答した反面、市民の多くが、普段の食生活の中で「食品の安全性」「自分・家族

の健康」について悩みや不安を感じています。

現在、国の「第２次食育推進基本計画」や市の「和光市健康づくり基本条例」との整合性を図り、

市民ニーズの変化にも対応しながら、より一層、食育施策を横断的かつ計画的に推進するための食

育推進計画の見直しを行う時期にきています。そのため、食育のあり方を抜本的に見直すとともに、

食を通じた市民の健康課題の解決に取り組んでいます。

子どもを対象とする取組中心であり、成人を対象とした食育の取組が必要です。また、食育に関

する情報を広く市民が共有することが求められています。

さらに、食品の安全性など食生活に関する市民の不安を解消することも求められています。

乳幼児から高齢者まですべての市民の健康を視野に、それぞれのライフステージに合った食生活

の実践とそれを支援するための地域や環境整備など、健康増進、疾病予防に具体的な効果をもたら

す取組が必要です。

主要課題 食育による健康の維持・増進のための支援

課題解決の考え方 世代に応じた食育の取組の実施

解決に向けた取組 ①健康わこう 21計画に定めるライフステージに応じた食育の推進

６．取組内容

＊２ ライフステージとは、幼年期（０～４歳）少年期（５～１４歳）青年期（１５～２９歳）壮年期（３０～４４

歳）中年期（４５～６４歳）高年期（６５歳以上）の年齢階層別のこと。

７．施策指標

課題解決の考え方 情報提供と団体などとの連携

解決に向けた取組 ②食と食育に関する情報提供の充実

① 健康わこう 21 計画に定めるライフステージ＊２に応じた食育の推進

幼年期から高年期までのそれぞれの世代に応じた正しい食生活習慣を身につけ、生産から食

卓までの流れが実感できるようにするため、食育推進ネットワーク会議及び庁内の連携を図り、

食育に関連するさまざまな講座・体験の場を提供し、ライフステージに応じた食育を進めます。

② 食と食育に関する情報提供の充実

市民や関係団体への食育に関する情報や本市の食文化などに関する情報の提供を充実しま

す。また、食品の安全性など食生活に関する情報の提供を充実します。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

野菜を十分にとってい

る割合（％）
63.2 80.0 指標説明：H26 は食育推進計画「食育に関する調査」

食生活の満足度の割合

（％）
67.1 80 指標説明：H26 は食育推進計画「食育に関する調査」



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】がん検診の推移

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

＊１ 領域とは、健康わこう２１計画において設定している健康生活、食生活、身体活動・運動、休養・こころの健

康、歯の健康、たばこ、アルコール、地域での健康づくりの８分野のこと。

主担当課名 健康支援課 関係課名

No.

安心できる健康づくりの推進４４

生活習慣病に重点を置き、市民の生涯にわたる健康づくりを支援します。

本市では、平成１９年度に健康わこう２１計画を策定し、市民の生涯にわたる健康づくりを支援

してきました。本市の壮年期以降の世代では、近隣自治体と比べ、健康意識が高いことが特徴とな

っています。また、成人健診や相談・教育に対する市民ニーズも高まっています。

平成２５年度に和光市健康づくり基本条例が施行されたことに伴い、「健康わこう２１計画」の見

直しも実施され、ヘルスアップ（健康増進や疾病の予防に関する取組）、ヘルスサポート（疾病の進

行と重症化を防ぐための取組）の視点で健康づくりがすすめられています。

がん検診受診率は、全てのがんについて国や県と比較して高く、県内ではベスト１０位以内とな

っています。がん検診の精検受診率についても平均すると83.9％となっています。

市民の健康意識の向上に対応し、各種健診の未受診者やがん検診未受検者に対する情報提供や受

診勧奨などのアウトリーチ的な取組による疾病予防、生活習慣病の予防対策の充実がより一層求め

られます。

また、がん検診で要精密検査となった人の精密検査受診率を高めることが必要です。

主要課題 生涯にわたる健康の確保への支援

課題解決の考え方 健康教育・健康相談の充実

解決に向けた取組 ①総合的な健康づくり対策

課題解決の考え方 がんに関する情報提供と検診受診の啓発

解決に向けた取組 ②がん検診の充実

① 総合的な健康づくり対策

成・老人の健康づくりを進めるに当たり、健康わこう２１計画に定めるライフステージ及び領域

＊１別の総合的な健康づくりを充実します。

７．施策指標

② がん検診の充実

がん検診の未受検者数を減らすため、がんに関する情報を提供し、がん検診の受診を勧奨します。

また、がん検診で、要精密検査となった人に対して、相談や情報提供により、精密検査の受診を勧

奨します。また、精密検査未受診者には、個別通知をし、受診勧奨をし、状況の把握に努めます。

指標名
現状値 目標値

備考
Ｈ26 H32

保健指導実施者の終了時

の腹囲によるメタボ改善

率（％）

40.2 50.0
指標説明：前年度特定健診を受けた結果、保健指導を受け、

６箇月後の評価で 改善された割合

特定健診受診率（％） 40.3 60.0
指標説明：結果提出者／対象人数

参考資料：目標値は国の指針

特定保健指導実施率（％） 12.9 30.0
指標説明：結果提出者／対象人数

がん検診（肺・大腸・胃・

乳・子宮）要精密検査受

診率（％）

83.7 87.0
指標説明：前年度がん検診で要精密検査となった者のうち精

密検査を受けた割合



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【イラスト】

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 健康支援課 関係課名

No.

地域との連携による保健・医療体制の推進４５

関係機関と連携し、地域の保健・医療環境の充実を図り、市民が安心して暮らせるようにします。

本市は、若い世代が多く、出生率も高い反面、市内の産婦人科が２医療機関のみとなっており、

そのうち、産科病床のある病院は１施設しかありません。また、一般診療所の数も近隣自治体の平

均より少ないため、市民から、医療機関の充実への要望が大きくなっています。そこで、本市では

朝霞地区４市で協力して休日在宅当番医制運営事業、病院群輪番制運営事業、小児救急医療施設運

営に取り組んでいます。

現在、市内の産婦人科が２医療機関と助産院１施設となっています。

また、平成２４年１０月から朝霞地区小児医療寄附講座支援事業、平成２７年度からは朝霞地区

周産期医療寄附講座支援事業が実施され、小児救急医療体制及び周産期医療体制の整備が図られて

います。

市民の健康づくりに寄与するためには、保健センターが医療情報を集約し、適切に情報発信して

いくことが求められています。保健センターと医療機関などとの連携を深め、医療体制の充実を図

ることが必要です。

また、小児救急体制の維持に向けた適正受診の必要性についての啓発が必要です。

主要課題 市民の医療に対する不安の解消

課題解決の考え方 健康意識の醸成と情報の提供

解決に向けた取組 ①健康や医療に関する情報提供

課題解決の考え方 医療機関などとの連携による医療体制の充実

解決に向けた取組 ②関係機関との連携による医療体制の充実

① 健康や医療に関する情報提供

わこう版ネウボラガイドや健康ガイドを発行することなどで、健康や医療に関する情報提供を行

い、市民の健康に対する意識の向上を図り、健康づくりを進めていきます。

７．施策指標

② 関係機関との連携による医療体制の充実

朝霞地区４市、朝霞地区医師会・歯科医師会などと市が連携協力し、医療体制を充実していきま

す。

指標名
現状値 目標値

備考
Ｈ26 H32

保健医療サービス満足度

（％）

35.0

（H27）
35.0 参考資料：市民意識調査

小児救急休日夜間診療延

日数（日） 550 550 参考資料：朝霞地区救急医療施設運営費補助事業報告書

輪番制による休日夜間診

療延日数（日）
437 437 参考資料：朝霞地区救急医療施設運営費補助事業報告書



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】国民健康保険世帯数・被保険者数の推移

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 健康支援課 関係課名 課税課・収納課

No.

国民健康保険の適正な運営４６

市民が病気やケガをしたときに、誰もが必要な医療が受けられ、いつも安心して暮らせるよ

うにします。

本市の国民健康保険の被保険者数は平成１５年度から平成１９年度まで約２万１千人以上で

推移してきましたが、平成２０年度からは、約１万８千人台にまで大幅に低下しています。

この減少は、７５歳以上の国民健康保険被保険者が、平成２０年４月に創設された後期高齢

者医療制度に移行したことによるものです。

今後は、長期間にわたり低迷する経済情勢や雇用情勢の悪化等により、失業などによる国民

健康保険への加入者は増加するものと見込まれ、高齢者や無職者など負担能力の低い被保険者

が多い国民健康保険の財政運営は、更に厳しい状況になるものと予想されます。

国民健康保険事業の運営は、経済情勢等の影響により被保険者数が増減する一方、医療費（特

に一人当たり医療費）は年々伸び続けるなど、制度の構造的な要因から非常に厳しいものとな

っています。こうした現状を踏まえた国民健康保険の制度改革により、平成３０年度から事業

運営が現行の市町村単位から都道府県単位へと広域化されることになりました。

国民健康保険制度は、国民皆保険を支える重要な基盤でありますが、年齢構成が高く医療費

水準が高く、所得水準が低い人にとっては保険料負担が重いなどの構造的な課題を抱えている

といわれています。当市においても同様の状況にあり、その財政運営は非常に厳しい現状です。

今後の制度改正の内容等を踏まえながら、国民健康保険制度を運営する保険者として、適切な

運営を行っていくことが課題となっています。

主要課題 安心できる医療体制の実現に資する国民健康保険制度の運営

課題解決の考え方 国民皆保険としての運営と市民への周知

解決に向けた取組 ①制度改正への対応と周知活動

課題解決の考え方 国民健康保険財政の健全化

解決に向けた取組
②医療費増加への対応

③国民健康保険税の適正化と収納率の向上

６．取組内容

＊１ 特定健診とは、４０歳以上の被保険者に対して医療保険者に実施が義務付けられている健診のこと。
＊２ 特定保健指導とは、特定健診の結果メタボリックシンドロームと判定された被保険者に対して、６箇月間の保
健指導の実施が義務付けられている保健指導のこと。

＊３ ジェネリック医薬品とは、新薬（先発医薬品）として長年使用され、新薬の特許が切れた後に、発売される医

薬品のこと。

７．施策指標

① 制度改正への対応と周知活動

今後の制度改正への情報収集を行い、保険者として適切な対応に努めます。また、パンフレ

ットの作成、広報紙や市ホームページを通して情報を提供し、社会保障制度（国民皆保険）の

理解を図ります。

② 医療費増加への対応

特定健診＊１、特定保健指導＊２を通して生活習慣病の予防を図ります。生活習慣病の重症

化予防事業を新たに実施します。また、適正受診の推進やジェネリック医薬品＊３を普及する

ことにより、医療費の削減を図ります。

③ 国民健康保険税の適正化と収納率の向上

医療費に対応した国民健康保険税の適正な賦課を行うとともに、滞納処分の早期着手、厳格な

執行で収納率の向上を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考
H２６ H32

特定健診受診率（％） 40.3 60.0
指標説明：結果提出者／対象人数

参考資料：目標値は国の指針

特定保健指導実施率

（％）
12.9 30.0

指標説明：結果提出者／対象人数

国保税収納率（％） 91.5 93.0
指標説明：第３次埼玉県市町村国保広域化等支援方針にお

ける目標収納率



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】国民年金１号・任意加入被保険者数・保険料免除者数の推移

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 健康支援課 関係課名

No.

国民年金の普及４７

社会保障制度（国民年金）の普及を行い、制度への理解を深めます。

国民年金に関する理解が低く、若年層の未納や未加入問題が生じています。また、年金記録

の影響で国民年金の信頼が損なわれており、信頼の回復に向けて、年金制度の周知を図ってい

ます。

国民年金に関する事務の一部を法定受託事務として取り扱っています。また、日本年金機構、

年金事務所と連携し、制度の周知を図っています。

社会保障制度改革等により、年金制度についても各種の改正が行われています。これに伴い、

市が取り扱う事務の内容についても変更されることになります。国民年金を含めた社会保障制

度の周知、被保険者等が行う手続・窓口相談について適切に対応することが求められています。

主要課題 国民年金に関する理解を深めるための普及活動と適切な窓口対応

課題解決の考え方 積極的な情報提供と適切な事務手続の実施

解決に向けた取組
①社会保障制度（国民年金）の周知

②年金相談等の充実

① 社会保障制度（国民年金）の周知

パンフレットの窓口配付、広報紙や市ホームページを通して情報を提供し、社会保障制度（国

民年金）の理解を図ります。

② 年金相談等の充実

市が行うべき国民年金に関する事務手続を適切に実施しながら、国民年金に関する相談等を

充実します。

７．施策指標

指標名
現状値 目標値

備考Ｈ26 H32

国民年金被保険者数（人） 10,768 10,400 参考資料：国民年金事業状況統計（１号＋任意）

加入率（％） 13.4 13.0 指標説明：国民年金被保険者数／人口

国民年金納付率（ ％） 58.9 63.1 参考資料：厚生労働省ＨＰ

窓口相談件数 14,988 15,000
参考資料：事務費交付金協力・連携算定基礎表（来訪・電話・

文書相談）


