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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 32 施策名 多様な保育サービスの推進

該当箇所 修正後 修正前

現状 平成１８年度から平成２０年度まで 平成１８年から２０年度まで

平成２７年度の

現状

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。

課題

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。

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。

また、平成２７年度からの子ども・子育て支援新

制度に向けて保育ニーズに対応した計画の策定、

利用者支援が求められています。

施策指標

保育園待機児童数（人）

H26 現状値 53

保育園待機児童数（人）

H21 現状値 64

参考資料：わこう子どもプラン

施策指標

和光市が子育てしやすいと感じる市民の割合

（％）

H26 現状値 33.9

参考資料：子ども・子育てニーズ調査（就学

前児童調査）

和光市が子育てしやすいと感じる市民の割合

（％）

H26 現状値 23.7

指標説明：子育て環境に満足している世帯／子育

て世帯

参考資料：市民意識調査



（別紙２）

第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 33 施策名 安心で楽しい育児の推進

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の

現状

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。

課題

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。

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。ま

た、相談できる場所の周知が不足しています。

また、前述のアンケート調査では、「子育てが

つらい」又は「子育てがつらいのと楽しいのと同

じくらい」と答えた人のうち、４０％の人が「つ

らさを解消するための有効手段」として「地域に

おける子育て支援の充実」を求めていることか

ら、この要望に応えることが必要です。

施策指標

家庭児童相談室

相談件数（件）

H26 現状値 1,894 H21 現状値 2,317

施策指標

子育てが楽しい

と感じる市民の

割合（％）

H25 現状値 68.0 H21 現状値 68.5

施策指標

子育てサークル

団体数（団体）

H26 現状値 12 H21 現状値 18
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 34 施策名 地域における健やかな子育ての実現

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の

現状

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。

課題

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。

地域における子育て支援の重要性は十分認識さ

れているものの、中高生が安心して友だちと集え

る場所は不足しており、中高生の居場所づくりが

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

対する認知度や利用者の満足度は比較的高いもの

の、今後、事業の更なる充実を図るためには、協

力会員の増加が求められています。

さらに、既存の児童施設の老朽化が目立つことか

ら、子どもたちの安全を確保するための対策が必

要です。
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取組内容①

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。

子育て中の保護者が、地域から孤立することがな

いよう、つどいの広場や子育て支援センターを活

用し、相互に交流できる場を整備します。また、

ホームスタート＊１への支援を図ります。

施策指標

子育て支援拠点

の 利 用 者 数

（人）

H26 現状値 106,332

H32 100,000

H21 95,557

H32 10,000

施策指標

ファミリー・サ

ポート・センタ

ー援助活動件数

（件）

H26 現状値 6,176 H21 5,102

施策指標

既存施設の活用

による中高生な

どの居場所（箇

所）

H26 現状値 2 H21 1

注釈 ＊1 ＊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。
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 35 施策名 子育て家庭への経済的支援

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度

の現状

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。

取組内容 ひとり親家庭の経済的自立支援 ひとり親家庭への支援

施策指標

子ども医療費

受給資格登録

率（％）

H26 97.5

指標説明：登録者数／受給対象者数

H21 -

指標説明：登録者数／受給対象者

施策指標

自立支援教育

訓 練 給 付

（件）

H26 2 H32 5 H21 5 H32 10
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ３６ 施策名 高齢者の生きがいと社会参加への支援

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の

現状

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。

課題

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。

また、高齢者が健康でいきいきと暮らしていくた

めにも健康診査の受診率を更に高めるための方策

が求められています。

課題解決の考え

方と取組⑤

取組内容⑤

健康診査等未受診者に対する訪問調査の実施 健康診査の受診率の向上

取組内容⑤ 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。

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、受診費用の補

助を行っていきます。

施策指標 高齢者福祉センター利用者数（人）

H26 66,863

高齢者福祉センター利用者数（人）

H21 69,547

施策指標 シルバー人材センター登録者数（人）

H26 329

シルバー人材センター登録者数（人）

H21 355

施策指標 健康診査未受診者に対する訪問調査件数

（％）

H26 ―

H32 10

健康診査受診率（％）

H21 42

H32 50
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ３７ 施策名 きめ細かな介護予防の推進

該当箇所 修正後 修正前

３―２． 平成 27

年度の現状

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号保険者）に占

めるよう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、全国にも際立った成果が現れてい

ます。

４.課題

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。

本市では、今後も高齢化の進展が見込まれるこ

とから、地域包括支援センターの機能強化や日常

生活圏域ニーズ調査＊３などの取組を含め、介護

予防事業（介護予防サービス・地域支援事業）の

更なる充実が求められています。

また、介護予防による改善が比較的難しいとさ

れる中重度の要介護認定者に対しても、重症化を

防ぐための取組が必要です。

主要課題 元気な高齢者を増やすための予防の推進

５．課題解決の考

え方と取組

解決に向けた取

組

③日常生活圏域ニーズ調査の実施

６．取組内容

④地域包括ケア

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。

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、高齢者が住みなれた地域で

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。

施策指標 要支援１，２に該当する人の改善率

H26 40.8

要支援１，２に該当する人の改善率

H21 57.4

施策指標 特定高齢者に該当する人の改善率

H26 61.2

特定高齢者に該当する人の改善率

H21 50.5

施策指標 65 歳以上人口に占める要介護（支援）認定者

（第１号）の割合

H26 9.4

65 歳以上人口に占める要介護（支援）認定者

（第１号）の割合

H21 10.0
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ３８ 施策名 介護サービスの適正な提供

該当箇所 修正後 修正前

３-２． 平成２７

年度の現状

在宅介護を基本とした各種サービスを提供し

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。

5.課題解決の考

え方と取組

解決に向けた取

組

②在宅介護における支援 ②居宅介護における支援

７.施策指標

指標名
地域密着型拠点施設整備（箇所）

H26 現状値 16、Ｈ32 目標値 24

備考の欄 長寿あんしんプラングランドデザ

イン

地域密着型拠点施設整備（箇所）

H21 現状値 12、Ｈ32 目標値 14

備考の欄

７.施策指標

指標名
介護サービスの利用割合（％）

H26 89.4

介護サービスの利用割（％）

H21 84.4
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 39 施策名 チャレンジドが安心できる障害福祉の推進

該当箇所 修正後 修正前

3 現状

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。

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、障害者のための福

祉施策を推進しています。

3-2

平成 27 年度の

現状

第四次障害者計画（平成２６年度～平成２

９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。

6 取組内容

①

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

地域で安心して生活できるよう権利擁護調整を図

ります

6 取組内容

②

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。

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や

社会貢献を支援します。

6 取組内容

③

総合福祉会館（ゆめあい和光）の機能充実を

図ります。

総合福祉会館（ゆめあい和光）を地域の拠点とし

て機能充実を図ります。

6 取組内容

④

必要な医療費を支給します。 必要な医療費を支給します。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。

７施策指標
相談件数（件）

現状値Ｈ26 4,161

相談件数（件）

現状値Ｈ21 5,589

７施策指標

障害福祉に関する「満足」「まあ満足」と答

えた人の割合（％）

現状値Ｈ27 22.7

障害福祉に関する「満足」「まあ満足」と答えた

人の割合（％）

現状値Ｈ21 12.3
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 40 施策名 地域で支え合う福祉の推進

該当箇所 修正後 修正前

３．現状

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。

４．課題 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。

福祉ニーズの多様化に伴い地域住民など個々に即

した対応が求められていますが、従来の行政中心

のサービス提供では十分な対応が困難となってい

ます。また、地域福祉に関する身近な相談窓口の

設置などをはじめ、福祉に関する地域交流の場や

市民の福祉に対する一層の理解が求められていま

す。

４．課題 身近な相談窓口（地区社協）の設置 身近な相談窓口の設置

５．課題解決の考

え方

地域福祉に関する情報の共有 地域福祉に関する情報提供

５．解決に向けた

取り組み

②地域福祉に対する理解の普及 ②福祉に対する理解の普及

５．課題解決の考

え方

関係団体との連携推進 関係団体と連携した相談窓口の充実

５．解決に向けた

取り組み

③地域の組織や他制度・他職種による連携 ③地域の組織や団体との連携

６．取組内容②
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。

ゆめあい和光まつりや市内小中学校における福祉

教育などを通じて、市民の福祉に対する理解につい

て、ボランティアと連携し、普及・啓発を進めます。

６．取組内容③
地域での困りごとを解決するための仕組として

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。

地域での困りごとや気付きなどへの相談や支援

を、地域で行うことができるような拠点整備を進め

ていきます。

７．施策指標 民生委員定員充足率

H26 86.8 H32 98.0

民生委員定員充足率

H21 94.5 H32 98.0

７．施策指標 地区社協の設置（箇所）

H26 0 H32 ９

地域福祉計画進捗状況（％）

H21 85.0 H32 90.0
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 41 施策名 低所得者の生活の安定と自立への支援

該当箇所 修正後 修正前

3-2.平成２７年度

の現状

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、５

１０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。

【グラフ】生活保

護世帯数等推移

平成２６年 ５１０世帯 ６９９人

グラフ化を追加

課題 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。

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。

取組内容 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
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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。

取組内容 ③ ②

施策指標 自立世帯数

H26 7

自立世帯数

H21 5

施策指標 相談世帯数

（生活困窮者自立支援）

H26 163 H32 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
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 42 施策名 健康な次世代を育む母子保健の推進

該当箇所 修正後 修正前

現状 ４か月 ４箇月

平成２７年度

の現状

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。

課題 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。

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、母

子保健の未受診者への対応が求められてい

ます。

取組内容③ 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

子ども子育て支援

施策指標 母子保健に関する相談数（件）

Ｈ26 4,382

母子保健に関する相談数（件）

Ｈ21 3,142

施策指標 こんにちは赤ちゃん訪問実施率（％）

Ｈ26 98.7

こんにちは赤ちゃん訪問実施率（％）

Ｈ21 97.0

施策指標 乳幼児健康診査受診率（％）

Ｈ26 96.9

指標説明：４か月児、１０か月児、

１歳６か箇月児、３歳児

幼児健康診査受診率（％）

Ｈ21 94.8

指標説明：４箇月児、１０個月児、

１歳６箇月児、２歳児、

３歳児
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ４３ 施策名 健康で元気になる食育の推進

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度

の現状
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。

課題 （追加）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。

施策指標 健康教室への参加者数（人）

Ｈ21 323

Ｈ32 400

施策指標 野菜を十分にとっている割合（％）

Ｈ26 63.2

Ｈ32 80.0

指標説明：H26 は食育推進計画「食育に関

する調査」

施策指標 食生活の満足度の割合（％）

Ｈ26 67.1

食生活の満足度の割合（％）

Ｈ26 58.6
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ４４ 施策名 安心できる健康づくりの推進

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度

の現状

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１

０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。

課題 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。

市民の健康意識の向上に対応し、がん検

診未受検者への情報提供や受診勧奨など、

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、がん検診で酔う精密検査となった

人の精密検査受診率を高めることが必要で

す。

取組内容①

総合的な健康

づくり施策

＊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。

＊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、アルコールの７分野のこと。

取組内容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。

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。

施策指標 保健指導実施者の終了時の腹囲によるメタ

ボ改善率（％）

Ｈ26 40.2

Ｈ32 50.0

保健指導実施者のメタボ改善率（％）

Ｈ25 24.2

Ｈ32 50.0

指標指標 特定健診受診率（％）

Ｈ26 40.3

Ｈ32 60.0

指標説明：結果提出者/対象者人数

参考資料：目標値は国の指針
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指標指標 特定保健指導実施率（％）

Ｈ26 12.9

Ｈ32 30.0

指標説明：結果提出者/対象者人数

施策指標 がん検診（肺・大腸・胃・乳・子宮）要精

密検査受診率（％）

Ｈ26 83.7

Ｈ32 87.0

がん検診（肺・大腸・胃・乳・子宮）要精

密検査受診率（％）

Ｈ25 83.9

Ｈ32 80.8
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ４５ 施策名 地域との連携による保健・医療体制の推進

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の現

状

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。

課題 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。

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。

取組内容 わこう版ネウボラガイド 保健センターガイド

施策指標 保健医療サービス満足度（％）

Ｈ27 35.0

Ｈ32 35.0

参考資料：市民意識調査

保健医療サービス満足度（％）

Ｈ21 21.0

Ｈ32 30.0

参考資料：市民意識調査

施策指標 小児救急休日夜間診療延日数（日）

Ｈ26 550

Ｈ32 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

施策指標 輪番制による休日夜間診療延日数（日）

Ｈ26 437

Ｈ32 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
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 46 施策名 国民健康保険の適正な運営

該当箇所 修正後 修正前

平成 27 年度の

現状

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。

課題

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。

高度医療の発展による医療費の高騰に伴

い、患者の自己負担も増加したことから、

支払が困難な患者が増えています。また、

被保険者数の増加や収納率の低下が国民健

康保険特別会計の財政を圧迫しています。

このような状況を改善するため、市民の社

会保障制度（国民皆保険）に対する理解を

高め、社会全体で国民健康保険特別会計の

健全化に努めていくことが求められていま

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

安心できる医療体制の実現に資する取組の

周知徹底

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 国民皆保険の理解・加入への周知活動

解決に向けた

取組

①制度改正への対応と周知活動 ①社会保障制度（国民皆保険）の周知

取組内容① 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。

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。

取組内容② 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。

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。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。
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取組内容③
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
収納率の向上に取り組みます

施策指標 特定健診受診率（％）

Ｈ２６ 40.3

Ｈ３２ 60.0

特定健診受診率（％）

Ｈ２１ 37.8（Ｈ20）

Ｈ３２ 65.0

施策指標 特定保健指導実施率（％）

Ｈ２６ 12.9

Ｈ３２ 30.0

指標説明：結果提出者/対象者数

保健指導実施率（％）

Ｈ２１ 21.2（Ｈ20）

Ｈ３２ 45.0

指標説明：結果提出者/対象者数

参考資料：目標値は国の指針

施策指標

国保税収納率（％）

Ｈ２６ 91.5％

Ｈ３２ 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

国保税収納率（％）

Ｈ２１ 84.8％

Ｈ３２ 90.0％
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 47 施策名 国民年金の普及

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度

の現状

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。

課題 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。

社会保障制度（国民年金）に対する理解

が不十分なため、制度の周知がより一層求

められています。

また、安心して年金制度に加入するため

にも年金相談の充実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

国民年金に関する理解を深めるための普及

活動

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

国民年金に関する制度の理解を求める取組

と積極的な情報提供

解決に向けた

取組

②年金相談等の充実 ②年金相談の充実

取組内容② 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。

年金制度に関する情報を提供し、国民年

金に関する相談を充実します。

施策指標 被保険者数（人）

Ｈ２６ 10,768

Ｈ３２ 10,400

参考資料：国民年金事業状況統計（１

号＋任意）

国民年金被保険者数（人）

Ｈ２１ 11,628

Ｈ３２ 11,500

参考資料：国民年金事業状況統計

施策指標 加入率（％）

Ｈ２６ 13.4

Ｈ３２ 13.0

指標説明：被保険者数／人口

施策指標 納付率（％）

Ｈ２６ 58.9

Ｈ３２ 63.1

参考資料：厚生労働省ＨＰ

国民年金納付率（％）

Ｈ２１ 56.2

Ｈ３２ 57.2

施策指標 相談件数（件）

Ｈ２６ 14,988

Ｈ３２ 15,000

参考資料：事務費交付金協力・連携算

定基準表（来訪・電話・文書相談）


