施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 学校教育課

関係課名
課題解決の考え方

上級学級との交流促進と学習環境に関する情報提供

解決に向けた取組

②各園・学校の情報提供と交流会の推進

課題解決の考え方

児童生徒の将来に対する目的意識の醸成

解決に向けた取組

③小中学校におけるキャリア教育の推進

課題解決の考え方

相談者のニーズに応じた多様な相談体制

解決に向けた取組

④相談しやすい環境の整備

課題解決の考え方

不登校児童生徒への対応

解決に向けた取組

⑤個々のケースに合わせた支援の実施

１．施策名
No.

１６

よりよく適応するための支援体制づくりの推進

２．施策の目的
子どもたちが将来に展望と意欲を持ち、社会に適応できるよう、充実した学校生活を実現しま
す。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市では、教育支援センターを中心として、教育相談員を配置し、児童生徒の充実した学校生
活が送れるよう支援しています。
本市の児童生徒の状況としては、小１プロブレム＊１、中１ギャップ＊２問題など上級学校に
入学した子どもたちが、それぞれの学校生活にうまく適応できない状況がみられます。特に、市
内中学校における不登校生徒数は他市平均に比べ高くなっています。
また、発達や就学に関する悩みを持つ保護者も増加しており（センター延べ相談件数のうち、
発達に関する相談は平成２０年度延べ６３１件、平成２１年度延べ９７８件）、さらに、発達障
害の児童生徒への対応に苦慮する教職員の増加などがあげられます。
＊１
＊２

小１プロブレムとは、教師の話が聞けずに授業が成立しないなど学級がうまく機能しない状況のこと。
中１ギャップとは、学校や生活の変化になじめず不登校となったり、いじめが急増したりする状況のこと。

3-2．平成２７年度の現状
平成２５年度の市内中学校の不登校生徒数の割合は減少しましたが、市内小学校における不登
校児童数の割合は他市平均に比べ高くなっています。
また、発達に関する相談は、平成２４年度延べ３９１件、平成２５年度延べ５８５件となって
います。
４．課題
幼稚園・保育園・小中学校・高等学校及び関係機関との連携が十分ではなく、子どもたちが上
級学校の生活や学習を知るための情報提供の場と交流の機会確保が必要です。
また、不登校の児童生徒の学校復帰のための支援や教職員の児童生徒への対応についての支援
が必要です。
さらに、子どもたちの将来に対する目的意識が低くなっており、目的意識を高めることが必要
です。
【写真】教育支援センター相談室
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

児童生徒の充実した学校生活を実現するための支援体制づくり

課題解決の考え方

教育関係機関との情報連携

解決に向けた取組

①関係機関との連携の強化

６．取組内容
①
関係機関との連携の強化
幼稚園及び保育園と小学校、小学校と中学校、中学校と高等学校の連絡協議会を定期的に実施
し、連携をしやすい仕組みづくりを進めます。また、教育課程、教育内容の工夫改善を図るとと
もに、不登校、発達障害の子どもへの理解を深め、指導力の向上を図るための研修会を実施しま
す。
各園・学校の情報提供と交流会の推進
学校シラバス＊３、学力や規律ある態度の課題など学校の情報を市ホームページや学校便りで
情報提供します。また、交流会を定期的に開催し、子ども同士の交流を図り、上級学校へスムー
ズに適応していくことができるようにします。
②

＊３

学校シラバスとは、各学校の教育活動に関する計画のこと。

③
小中学校におけるキャリア教育＊４の推進
職場体験が計画的に実施できるよう市内における受入れ事業所を拡大するとともに、保護者や
地域の協力を得て、小中学校でのキャリア教育を推進することで、児童生徒の将来に対する目的
意識を高めていきます。
＊４

キャリア教育とは、児童生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てる教育のこと。

④
相談しやすい環境の整備
教育相談・発達相談・就学相談など、保護者や児童生徒本人が継続的に相談できるよう、電話
相談・面接相談・巡回訪問による相談など、相談者のニーズに合わせたさまざまな形の相談に対
応します。また、教職員の児童生徒への対応や保護者への対応についても相談体制を充実します。
⑤
個々のケースに合わせた支援の実施
不登校児童生徒の学校復帰を目指して、個々のケースに合わせた復帰方法の検討などの支援を
行います。

施策内容修正シート（別紙１）
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H25

H27

H32

中学校不登校者割合
（％）

2.1

2.0

2.0

2,714

3,800

3,800

88.9

100

100

相談件数（件）

適応指導教室児童生
徒の学校復帰率（％）

備考

指標説明：３０日以上の不登校者数／全生徒数

８．修正理由等
和光市では中学校における不登校者数は減少傾向にあるが、小学校における不登校者数は依然と
して他市と比べて高い状況にある。また、中学校の不登校者数が減少したので平成２７年度の中学
校の不登校者割合の目標値も上方修正した。
教育支援センターの相談件数は、最新の件数を載せることとした。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 学校教育課

関係課名

５．課題解決の考え方と取組
主要課題

食に関する正しい知識と食習慣の習得

１．施策名

課題解決の考え方

学校給食を通じた食育の実践と食環境の整備

No.

解決に向けた取組

①食育の推進

課題解決の考え方

給食施設における衛生管理の強化

解決に向けた取組

②給食施設の改修

１８

安全でおいしい学校給食の充実

２．施策の目的
児童生徒が生涯にわたり健康で心豊かな食生活を送るため、学校給食を通し食に関する正しい
知識や望ましい食習慣を身につけます。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市では食器は安全で温かみのある強化磁器の導入を進め、食環境を整えるとともに、季節感
あふれる地場産野菜の使用や、おたのしみ献立などを取り入れ、児童生徒が楽しく給食を食べら
れるよう献立の充実を図っています。
また、児童生徒に衛生的で安全安心な学校給食を提供するために平成１２年度からドライシス
テムを取り入れた給食施設の整備を行っています。

６．取組内容
①
食育の推進
農家との連携を強化するなど地場農産物の使用を高める工夫を行います。また、日本古来の米飯
給食を中心に栄養バランスがとれ、季節食を重視した内容豊かな献立を提供します。さらに、市内
全校の給食用食器を食育にふさわしい材質の強化磁器にするなど食環境を整えます。
②

給食施設の改修

計画的にドライシステムを取り入れた給食施設を整備し、衛生管理を図ります。
７．施策指標

3-2．平成２７年度の現状
強化磁器導入校が小学校４校・中学校２校となっています。また、白子小、新倉小、三小、五
小、広沢小、大和中のドライシステム化が整備されています。今後、第二中のドライシステム化
のため給食施設整備が望まれています。

４．課題
食育の関心が高まる一方で、本市の農地面積は年々減少しており、将来的に地場産野菜を安定
的に確保していく手だてが必要となります。
また、安全安心な学校給食を提供するため老朽化への対応や児童生徒の増加により手狭になる
作業スペースの確保など、給食施設を学校給食衛生管理基準に基づいた衛生的な給食施設に改築
していくことが課題です。

【写真】学校給食の風景

目標値

現状値
指標名

H26

H27

H32

地元産野菜使用率（％）

※
後日記載

31.0

32.0

給食の残食率（％）

3.8

3.7

3.6

米飯給食実施回数（回）

3.5

3.5

4

備考

指標説明：地元産野菜／使用野菜

指標説明：１週間（５日）の米飯給食の実施回数

８．修正理由等
給食の残食率に関しては、各校が実施献立の検証等を行い、献立作成に反映していることから、
減少傾向にあります。
（文部科学省「学校給食栄養報告」の表記に合わせて「残渣率」から「残食率」
に変更しました。）

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 こども福祉課

関係課名

②
地域や関係機関との連携
義務教育就学前の幼児期の教育を充実させるとともに、小学校への入学がスムーズになるよう、
地域や関係機関との連携を図ります。

１．施策名
No.

幼児教育の機会の支援

２１

７．施策指標
目標値

現状値

２．施策の目的
幼児教育の機会均等を図り、幼稚園教育の振興を行います。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市は若い世代も多く、就学前幼児に対する教育が強く求められています。そこで、所得格差
による就学前幼児教育の格差を生じさせないよう、本市では、保護者へ経済的負担の軽減を図る
支援を行っていますが、現在、景気低迷の影響により、幼児教育の機会均等を維持していくこと
が難しくなることが予想されます。
また、本市では、東上地区私立幼稚園協会和光支部が実施している、幼稚園の教職員の資質の
向上と幼児教育の質を高めるための研修についても、支援を行っています。
3-2．平成２７年度の現状

４．課題
幼児教育を希望する保護者に対して経済的支援を行う必要があります。また、幼児教育につい
て、地域や関係機関との連携が求められています。
【イラスト】
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

幼児教育の機会均等の実現

課題解決の考え方

経済的支援による幼児教育の機会提供

解決に向けた取組

①幼稚園就園奨励の補助

課題解決の考え方

地域や関係機関との協力体制

解決に向けた取組

②地域や関係機関との連携

６．取組内容
①

幼稚園就園奨励の補助

就園補助の実施により、保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の機会均等を実現します。

指標名

H26

H27

H32

備考

幼稚園就園奨励補助対象
園児の割合（％）

※
後日記載

65.0

65.0

指標説明：就園奨励費補助を受けた数／就園奨励
費申請数

８．修正理由等
指標現状値更新のため。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 生涯学習課

関係課名

主要課題

市民による自主的・自発的な学習活動の活性化

課題解決の考え方

生涯学習に関する市民への積極的な情報提供と活動支援

１．施策名

解決に向けた取組

①市民の主体的・自主的な学習活動の支援

No.

課題解決の考え方

生涯学習の場の提供と地域資源の活用

２２

生涯学習支援の推進

②社会教育施設の充実
解決に向けた取組

③生涯学習に関するネットワークの構築・活用
④生涯学習の場としての図書館機能の充実

２．施策の目的
市民が生涯学習＊１の重要性を理解し、自主的・自発的に学習活動を行い、心豊かで充実し
た生活が送れるようにします。
＊１
生涯学習とは、生活の向上や職業上の能力の向上、自分の価値観に従った生き方の実現（自己実現）を目指
して、自発的な意思に基づき、生涯を通して学ぶこと。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
生涯学習振興計画に基づき、関係各機関と連携し、市民ニーズに沿った学習内容の支援を推
進しています。市民意識調査では、生涯学習施策が重要と考える市民は、４．７％であり、他
施策と比較すると重要度は低い状況です。
生涯学習の推進体制としては、市民を含む生涯学習推進会議をはじめ、学校担当者も入れた
生涯学習推進担当連絡会を実施し、社会教育・学校教育・家庭教育の連携を図っています。
また、本市においては、身近な地域で学習機会を選択して学ぶことができるように、公民館、
図書館などにおいて、市民の学習要望を取り入れた各種学級や講座を開設し、生涯学習活動の
支援に努めています。

６．取組内容
①
市民の主体的・自主的な学習活動の支援
市民が生涯学習の重要性について理解し、主体的かつ自主的な生涯学習活動を行えるよう、
地域に潜在する社会教育資源や人材を発見・有効活用します。また、指導者や生涯学習に関す
る情報の確保、提供を行い、活動団体に対する支援を行います。
②
社会教育施設の充実
市民の生涯学習に関するニーズに的確に対応し、世代間の交流の場としても、誰でも利用し
やすい施設となるよう、施設を質・量の両面から充実します。
③
生涯学習に関するネットワークの構築・活用
市や学校などと地域との連携強化を目指して、旧冨岡家住宅、市内研究機関や民間教育事業
所などと生涯学習に関するネットワークを構築し、情報の収集、共有、発信を進めます。

3-2．平成２７年度の現状
「和光市教育行政の基本目標と重点施策」に基づき、関係各機関と連携し、市民ニーズに沿
った学習内容の支援を推進しています。市民意識調査では、生涯学習施策が重要と考える市民
は、●●．●％（平成 27 年 4 月に実施予定の市民意識調査結果を反映）であり、他施策と比
較すると重要度は●●な状況です。
生涯学習の推進体制としては、平成 26 年度から生涯学習課の非常勤特別職として生涯学習
推進員を設置し、社会教育・学校教育・家庭教育の連携を図っています。
また、本市においては、身近な地域で学習機会を選択して学ぶことができるように、公民館、
図書館などにおいて、市民の学習要望を取り入れた各種学級や講座を開設し、生涯学習活動の
支援に努めています。
４．課題
生涯学習活動を充実させていく上で、生涯学習の市民への浸透が十分ではなく、地域に潜在
する社会教育資源や人材を発見・有効活用が求められています。
社会教育施設については、老朽化や利用者の増大が進む中で、市民ニーズへの適切な対応が
求められています。また、図書館についても、幼児期から本のおもしろさ、楽しさを知っても
らう組織・団体の育成や近隣他市に比べて少ない蔵書数を増加するなど、市民ニーズに合った
図書館サービスの充実が求められています。
５．課題解決の考え方と取組

④
生涯学習の場としての図書館機能の充実
所蔵している資料や情報を通して、市民が自主的・自発的な学習活動を行う地域拠点として
図書館機能の充実を図ります。また、図書館分館を設置し、本館と合わせ市内の図書館ネット
ワークを充実させるとともに、レファレンスサービス（資料相談業務）の向上を図り、市民の
課題解決に役立つ図書館を目指します。
７．施策指標
目標値

現状値

備考

指標名

H26

H27

H32

生涯学習指導者登録人
数（人）

89

90

90

公民館使用団体登録数
（社会教育団体）

296

300

310

指標説明：公民館に使用登録している社会教育
団体（８割減額団体）

市民一人当たりの年間
貸出冊数（冊）

4.8

5.6

5.8

指標説明：図書館・公民館の図書

施策内容修正シート（別紙１）
８．修正理由等
３ 現状：生涯学習振興計画は計画期間が満了、現在は「和光市教育行政の基本目標と重点施
策」に沿って施策を推進している。重要度の指数は市民意識調査のデータが古いため更新する。
また、現在は生涯学習推進会議、生涯学習推進担当連絡会は廃止し、新たに非常勤特別職の生
涯学習推進員を設置している。
４ 課題：Ｈ25 年３月に策定された図書館サービス計画及び図書館協議会での意見を踏まえ
追加した。
６ 取組内容：利便性の向上に向けた開館日時の検討を行い延長を実施したため削除し、Ｈ28
中に分館を設置することを追加した。
7 施策指標：市民一人当たりの年間貸出冊数について、Ｈ27 の目標値には届かないが、Ｈ
に図書館分館が設置されるため、Ｈ32 の目標値は変更しない。
（現状値はＨ25）

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 生涯学習課

関係課名
６．取組内容

１．施策名
No.

２５

歴史的文化資源の保護・活用の推進

①
地域の文化財の保護
開発による破壊や失われていく地域の歴史・民俗・自然を守るため、史跡整備や記録保存＊
１、その他文化財を保護する取組を通じて、地域の歴史をできる限り後世に伝えていきます。

＊１

記録保存とは、開発行為が行われると、地中に眠っている埋蔵文化財は破壊されてしまうため、周知の埋蔵文

化財包蔵地とされている土地が、開発により現状保存が困難である場合は、発掘調査を実施し、記録を後世に残すこ

２．施策の目的
市民の貴重な財産である文化財や、それを取り巻く自然環境を保護・活用し、郷土の歴史を後
世に伝えていくとともに、郷土への愛着意識を醸成します。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市は、文化財保護法や文化財保護条例、生涯学習振興計画などの関係法令・計画に基づき、
市民の財産である建造物、民俗資料、考古遺物、古文書などの文化財の保護・活用に努めてき
ました。
しかし、市民意識調査では「和光市の個性を伝える文化・歴史が保全、形成されている」と
いう項目についての満足度が１９．２％と他の施策と比べて低い結果となっています。

と。

②
地域の文化財の活用
本市の歴史的建造物である旧冨岡家住宅等の活用や企画展の開催などにより、文化財に触れ
る機会を創出し、文化財を公開・活用します。

③
地域の歴史や文化財への関心の醸成
郷土に対する愛着と誇りを持ってもらうために、郷土の歴史について、自主的に学習する機
会や楽しく学べる環境を整えます。

3-2．平成２７年度の現状
平成 24 年度に和光市デジタルミュージアムを開設、平成 25 年度に地域の文化財である午王
山遺跡が和光市指定文化財（史跡）として指定されるなど、保存と同時に活用するための機運
が高まりつつあります。

７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H26

H27

H32

市指定文化財の数（件）

15

15

18

文化財関係の講座参加
者数（人）

33

150

200

備考

４．課題
「和光市デジタルミュージアム」開設後、実物資料を閲覧することへの要望が高まり、常設
展示施設の整備が求められています。また、市内の開発に伴う記録保存のための発掘調査が行
われる中で、貴重な出土遺物が多数得られていますが、既存の収蔵施設への収蔵量に限界があ
ることから、出土遺物等の考古資料をはじめ、失われてしまう恐れのある民具等の生活用具や
古文書を適切に保管するための収蔵場所の確保が課題となっています。
市内の史跡については、史跡公園として活用するなど、適切な整備について検討する必要が
あります。
【地図】文化財等分布図・資料等名称一覧
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組

和光の歴史、文化に関する学習機会の確保。

文化財と親しむ機会の提供
①地域の文化財の保護
②地域の文化財の活用

課題解決の考え方

文化財への関心の向上

解決に向けた取組

③地域の歴史や文化財への関心の醸成

８．修正理由等
インターネットによるデジタルミュージアムを整備したことを一因として、実物資料を閲覧
するための機会を求められている。また、市内の区画整理事業による発掘調査が進んだこと等
により、想像以上の多量な出土遺物が検出されたことで、予定より早く収蔵庫の収蔵量の限界
を迎えている。また、平成 25 年に文化財指定された午王山遺跡について、指定に見合う整備
が必要となっている。これらを総合的に考慮した結果として、修正を行う必要があると判断す
るものである。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 こども福祉課

１．施策名
No.

３３

関係課名

安心で楽しい育児の推進

２．施策の目的
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。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。
3-2．平成２７年度の現状

４．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。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。
【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
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

６．取組内容
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。

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。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H2６

H27

H32

家庭児童相談室相談件数
（件）

※
後日記載

2,350

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（％）

※
後日記載

75.0

80.0

参考資料：わこう子どもプラン

25

30

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）

※
後日記載

８．修正理由等
指標現状値更新のため。

備考

施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）
主担当課名 こども福祉課

関係課名

課題解決の考え方
解決に向けた取組

１．施策名
No.

３４

地域における健やかな子育ての実現

２．施策の目的
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。

既存施設の老朽化対策
④児童施設の維持管理

６．取組内容
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。
＊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。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。
3-2．平成２７年度の現状

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。
７．施策指標
目標値

現状値

４．課題
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。

指標名

H2６

H27

H32

備考

子育て支援拠点の利用者
数（人）

※
後日記載

100,000

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）

※
後日記載

8,100

10,000

参考資料：わこう子どもプラン

3

3

参考資料：わこう子どもプラン

５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方

身近な地域での子育て環境づくり
地域や育児経験者による支援と場の提供
①地域子育て支援の充実

解決に向けた取組

②ファミリー・サポート・センター事業の充実

既存施設の活用による中
※
高生などの居場所（箇所） 後日記載

【地図】児童福祉施設位置図、児童センター等名称一覧
８．修正理由等
※６取組内容・・・実情に合わせ修正
※７施策指標
子育て支援拠点の利用者数（人）

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

解決に向けた取組

③子どもや中高生の居場所づくり

（誤植）

H32

10,000→

100,000

施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）
主担当課名 こども福祉課

関係課名

福祉政策課

７．施策指標
目標値

現状値

１．施策名
No.

３５

子育て家庭への経済的支援

２．施策の目的
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。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題
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。
【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
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

６．取組内容
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、
経済的自立を促進します。

指標名

H26

H27

H32

子ども医療費受給資格
登録率（％）

※
後日記載

96

98

自立支援教育訓練給付
（件）

2

5

5

備考

指標説明：登録者数／受給対象者数

８．修正理由等
（政策課）
※６．取組内容② ひとり親家庭への支援 ⇒ ②ひとり親家庭の経済的自立支援（５．課題解決
の考え方と取組）との整合性
※７．施策指標 子ども医療費受給資格登録率（％）の目標値設定の参考となる数値 「指標説明：
登録者数／受給対象者」 ⇒「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数の変更

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 長寿あんしん課
１．施策名
No.

３６

関係課名

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

６．取組内容

高齢者の生きがいと社会参加への支援

２．施策の目的
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。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。
3-2．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、高齢者の介護予防意識の高まりを示すものとして、要介護認定率の低減がみられます。
４．課題
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団塊の世代が７５歳以上となる２０２５
年に向け、健康診査等未受診者のうちハイリスク高齢者の早期把握が求められています。
【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
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組

高齢者が健康でいきいきと活躍できる環境づくり
地域との接点づくり
①地域社会活動への参加に対する支援
地域社会活動への参加機会の提供
②老人クラブの加入促進
生きがいにつながる場の提供
③高齢者の知識・経験の活用
④施設サービスによる支援

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。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H2６

H27

H32

備考

高齢者福祉センター利用
者数（人）

※
後日記載

70,000

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）

※
後日記載

430

745

※
後日記載

5

10

健康診査未受診者に対す
る訪問調査件数（％）

指標説明：訪問調査実施件数／健康診査未受診者
数

８．修正理由等
※４ 課題及び５ 課題解決の考え方と取組み
団塊の世代が７５歳以上となる 2025 年に向けて、健康診査等未受診者で、ハイリスクの高齢者の
把握。
※６ 取組内容⑤ 健康づくり基本条例と連携し、ハイリスク者の把握に努める。

施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）
主担当課名 社会福祉課

関係課名

１．施策名
No.

３９

チャレンジドが安心できる障害福祉の推進

６．取組内容
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．施策の目的
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。

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．現状(平成２３年度策定時の現状)
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、障害者のための福
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。

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。

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。

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。

４．課題
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。
【グラフ】障害者数の推移
５．課題解決の考え方と取組
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

７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H2６

H27

H32

相談件数（件）

4,161

5,880

6,150

※
後日記載

20.7

27.7

障害福祉に関する「満
足」「まあ満足」と答え
た人の割合（％）

備考

参考資料：市民意識調査

８．修正理由等
第四次障害者計画及び第４期障害福祉計画を策定に伴う修正。
（政策課記入）
６．取組内容④：
「認定こども園などの～保育サービスを図ります。」H２６見直しで誤って挿入した
ため削除。

施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）
主担当課名 社会福祉課

１．施策名
No.

４０

関係課名

地域で支え合う福祉の推進

２．施策の目的
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。

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、地域の課題をみんなで共有し、地域で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コミュニティケア会議を拡充し、他制度・他職種に
よる連携を推進していきます。
７．施策指標

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。

3-2．平成２７年度の現状
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ました。現在、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、従来型の福
祉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
（地区社協）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。
【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
主要課題

安心して生活できる地域福祉の充実

解決に向けた取組

交流機会不足の解消
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

課題解決の考え方

６．取組内容
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。

目標値

現状値
指標名

H26

H27

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

備考

８．修正理由等
平成 27 年度より、新たに和光市社会福祉協議会と第三次和光市地域福祉計画・和光市社会
福祉協議会地域福祉活動計画（平成 27 年度～平成 31 年度）を策定したため。また、地域福祉
計画進捗状況は、数値化することが困難なため、指標を変更した。

施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）
主担当課名 社会福祉課

１．施策名
No.

４１

関係課名

福祉政策課

低所得者の生活の安定と自立への支援

２．施策の目的
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。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。

3-2．平成２７年度の現状
支援に取り組んでいる結果、平成２６年当初と比較して被保護世帯数及び世帯員数について
は、共にほぼ横ばいを維持しています。

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に、第２のセーフティネッ
トとして、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支援します。
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。

７．施策指標
目標値

現状値
指標名

自立世帯数
（生活保護）

相談世帯数
（生活困窮者自立支援）

H26

H27

H32

7

10

10

141

200

240

備考

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 2 月分世帯数

４．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。
＊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
主要課題

生活に困窮する市民の自立した生活の支援

解決に向けた取組

生活困窮者の相談内容の的確な把握
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

課題解決の考え方

６．取組内容
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。

８．修正理由等
平成２７年４月１日 生活困窮者自立支援法（平成 25 年 12 月 13 日法律第 105 号）施行に伴
い、生活保護法と連携を図り、困窮者対策を行う 。

施策内容修正シート（別紙１）
解決に向けた取組

主担当課名 健康支援課

②食と食育に関する情報提供の充実

関係課名
６．取組内容

１．施策名
No.

４３

健康で元気になる食育の推進

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

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。

２．施策の目的
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。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。
＊１

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。

７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H2６

H27

H32

健康教室への参加者数
（人）

323

350

400

食生活の満足度の割合
（％）

※
後日記載

※
後日記載

80

備考

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
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。

４．課題
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に取組んでいくことが重要です。
【グラフ】食生活の満足度
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方

食育による健康の維持・増進のための支援
世代に応じた食育の取組の実施
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
情報提供と団体などとの連携

指標説明：市食育推進計画づくりに関するアン
ケート調査

８．修正理由等
平成２７年度、食育推進計画の改訂内容を反映させた。
事業の見直しや変更に伴い、
「健康教室への参加者数」の算出方法が変更され、達成度を評価
することが困難なため、施策指標から削除した。
施策指標の食生活の満足度の割合については、現在、アンケートを行っており、結果が出次
第反映する（政策課）

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 健康支援課

１．施策名
No.

４４

関係課名

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。

安心できる健康づくりの推進
７．施策指標
目標値

現状値

２．施策の目的
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。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。
3-2．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。

４．課題
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。
【グラフ】がん検診の推移
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組

生涯にわたる健康の確保への支援
健康教育・健康相談の充実
①総合的な健康づくり対策
がんに関する情報提供と検診受診の啓発
②がん検診の充実

６．取組内容
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。
＊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。

指標名

Ｈ26

H27

H32

備考

保健指導実施者のメタボ
改善率（％）

※
後日記載

25.0

25.0

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（％）

※
後日記載

42.0

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（％）

※
後日記載

18.0

30.0

がん検診（肺・大腸・胃・
乳・子宮） 要精密検査受
診率（％）

83.9
（Ｈ25）

85.0

87.0

指標説明：結果提出者／対象人数

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

８．修正理由等
施策指標
保健指導実施者のメタボ改善率は、国の法定報告及び指針に基づき目標値を変更した。
また平成 2５年度外部評価における指摘を受け、特定健診受診率と特定保健指導実施率を追加し
た。
保健指導実施者のメタボ改善率、特定健診受診率及び特定保健指導受診率は、平成 27 年 11 月の
法廷報告の数値を掲載する。
がん検診（肺・大腸・胃・乳・子宮）要精密検査受診率は、目標値を達成したため、新たな目標
値を設定した。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 健康支援課

１．施策名
No.

４５

関係課名

地域との連携による保健・医療体制の推進

２．施策の目的
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。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。
3-2．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。
４．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。
【イラスト】
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組

市民の医療に対する不安の解消
健康意識の醸成と情報の提供
①健康や医療に関する情報提供
医療機関などとの連携による医療体制の充実
②関係機関との連携による医療体制の充実

６．取組内容
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。

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。
７．施策指標
現状値

目標値

指標名

Ｈ26

H27

H32

保健医療サービス満足度
（％）

※
後日記載

33.0

35.0

備考

参考資料：平成 24 年度市民意識調査

８．修正理由等
新たな寄附講座の開設により、現状を修正した。
平成 27 年度から「保健センターガイド」から「わこう版ネウボラガイド」と名称変更があったた
め、字句を変更した。
施策指標の現状値については平成 26 年度意識調査の数値を記入予定（政策課）

施策内容修正シート
主担当課名 政策課

１．方針名
No.

６７

関係課名

市民参加の推進

２．方針の目的
市民が市政に参加することにより、市民の知識・経験・創造性が生かされたまちづくりを実
現します。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市では、平成１６年１月に市民参加条例を施行し、パブリック・コメントや審議会などの活
動を通じて、市政に対する市民参加の機会を増やし、市民の知識等を生かした行政運営を行って
います。また、市民参加推進会議においては、市民の視点から市民参加実施状況・実施予定の評
価を行うとともに、市民参加の更なる可能性を検証しています。
現在、市民政策提案手続や住民投票といった制度が十分に活用されていないことから、市民参
加推進会議において、その制度のあり方について検証し、市民に活用される制度となるよう見直
しを行っています。
3-2．平成２７年度の現状
市民参加条例の施行から１０年が経過し、市民参加制度が定着してきている一方で、運用面で
の課題があることから、市民参加推進会議において、条例の改正も含め、運用のあり方の検証す
る必要があります。
４．課題
市民参加を行う市民が一部に限られるなど、市民参加の制度が広く市民に浸透しているとはい
えません。また、幅広い市民の参加を促すための工夫が求められています。
【写真】市民参加による会議風景→※差し替え（会議風景＋ワークショップ）
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

市政への市民の持つ知識・経験・創造性の反映による住みやすいまちの実現

課題解決の考え方

制度利用を促進するための情報提供の改善

解決に向けた取組

市民参加の情報発信の充実

課題解決の考え方

市民ニーズにあった市民参加手法による市民参加の推進

解決に向けた取組

市民参加の機会の拡大

６．取組内容
①
市民参加の情報発信の充実
市民参加制度及び市民参加の機会について、広報紙及び市ホームページなどさまざまな手法を
活用し、情報発信の充実を図ります。

②
市民参加の機会拡大
職員が積極的に地域に出るなど、市民との交流を活発にするとともに、幅広い市民が参加しや
すい機会を提供し、市民参加を更に充実します。
７．施策指標
指標名

現状値
H26

１事業当たりのパブリ
ック・コメント提出者数
（人）

※
後日追加

7

10

指標説明：パブリック・コメントを提出した人数
／パブリック・コメントの実施事業数

審議会などの公募の充
足率（％）

※
後日追加

100

120

指標説明：公募応募人数／公募募集人数

市民参加ｅ登録※１の
登録者数（人）

145

150

300

＊１

目標値
H27
H32

備考

市民参加ｅ登録とは、本市が実施している市民参加の情報を希望する市民に定期的に送信するための登録制度

のこと。

８．修正理由等
３－２．現状を追加。
７．施策指標「市民参加ｅ登録の登録者数」目標値 現状を考慮し、適正に修正。

施策内容修正シート
主担当課名 政策課

１．方針名
No.

６８

関係課名

さまざまな連携によるまちづくりの推進

２．方針の目的
関係自治体間の連携による行政運営の効率化と関係機関や友好都市などとの連携・交流を通
じ、活性化を図ります。

市の抱えるさまざまな課題の解決に向け、市内に立地する国の機関や教育機関などとの連携
を強化します。
また、基地対策などの行政課題について、国や県に対する要請を行い、市民の安全安心の確
保に努めます。
②
友好都市との交流の促進
広報紙や市ホームページなどを活用することで、友好都市の情報を適切に市民に周知しま
す。
また、市民が行う交流に向けた取組の活性化を支援します。
③

広域行政の推進

広域的な行政課題に対応するため、関係自治体と協力し、その解決に取り組みます。
７．施策指標
現状値

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市には、国の機関、研究機関や大手企業などが立地しています。この特色を生かし、各種
講座の講師や審議会への参加など行政運営への協力を得ています。また、近隣の教育機関と本
市は相互協力協定を結び、さまざまな分野において、専門的な見地からの助言や協力を得てい
ます。
国内友好都市である、長野県佐久市、栃木県那須烏山市や新潟県十日町市とは、防災協定の
締結をはじめ、文化やスポーツでの交流も行っています。
さらに、広域的な行政課題に対しては、関係自治体との連携を図り、効果的な解決に努めて
います。
3-2．平成２７年度の現状
平成２４年９月に、東松山市と防災協定を締結したことから、他の国内友好都市と同様に文
化やスポーツでの交流を図っています。

４．課題
国の機関などとの更なる連携・交流が必要です。また、交通、情報通信手段の発達などから
生活圏が拡大しているため、広域的な視点と、地域が一体となった施策の展開が求められてい
ます。
【図】友好都市の位置図
５．課題解決の考え方と取組
市内にある国の機関などや大学、友好都市との連携・交流による市の活性
主要課題
化
課題解決の考え方

市内にある外部研究機関などとの関係強化と交流促進
①国の機関などとの連携の強化

解決に向けた取組

②友好都市との交流の促進
③広域行政の推進

６．取組内容
①

国の機関などとの連携の強化

目標値

指標名

H2６

H27

H32

地元の企業や公共研究
機関との交流にかかわ
ったことがある人の割
合（％）

※
後日追加

23.0

30.0

８．修正理由等
３－２．新しく防災協定を締結した自治体を追加

備考

参考資料：市民意識調査

施策内容修正シート
主担当課名 政策課

関係課名

課題解決の考え方
解決に向けた取組

市民ニーズに合った施策の推進
③優先度を明確にした施策・事業の実施

６．取組内容
１．方針名
No.

６９

計画的な行政経営

２．方針の目的
マネジメントシステムに基づいた行政経営を行うことにより、社会経済環境の変化や複雑
化・多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応します。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市では、平成１３年度から行政評価を導入し「PLAN（計画）
」－「DO（実施）
」－「CHECK
（評価）
」－「ACTION（改善）
」のマネジメントシステムによる行政経営を推進しています。
目標と成果、優先順位を明確にした戦略的な行政経営を目指して、組織の目標（方針）の作
成、成果の視点による行政評価の取組を通じて、施策や事務事業の見直しや改善を図り、実施
計画を策定し、計画行政を進めています。
また、行政評価を前総合振興計画の進行管理にも積極的に活用し、平成１８年度に設置した
市民などによる和光市総合振興計画施策推進会議において、目標の達成度を確認するなど、計
画的な行政経営の着実な実現に努めています
3-2．平成２７年度の現状
計画期間の中間年を迎え、行政評価の取組や外部評価の方法についてわかりやすく効果的な
仕組みについて、検討することが求められています。

４．課題
総合振興計画に基づき効率的で効果的な行政経営の実現に向けて継続的な努力が求められて
います。
特に、行政評価については、総合振興計画の達成度を確認するための手法であると同時に、
外部の視点を効果的に取り入れることができる仕組みであり、効率的かつ効果的な運用が求め
られています。
【図】ＰＤＣＡサイクル
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組

戦略的な行政経営を行い、複雑化、多様化する市民ニーズに的確に対応
マネジメントシステムの定着と質の向上
①マネジメントシステムを徹底した行政経営
総合振興計画の達成度を図るための行政評価の活用
②行政評価の制度の充実

①
マネジメントシステムを徹底した行政経営
各施策の目標を数値で明確に示した総合振興計画に基づき、マネジメントシステムを継続的
に行うことにより、事業を評価し、次の改善に結びつけることで、計画的で効果的な行政経営
を進めます。
②
行政評価の制度の充実
行政経営の適正化と行政サービスの質の向上を目指して、行政評価制度の見直しを適宜行い
ます。また、本市の行政経営を更に進めていくために、市民及び専門性を有する者などによる
外部評価制度を充実し、行政評価制度を総合振興計画の進行管理に積極的に活用していきます。
③
優先度を明確にした施策・事業の実施
事業の目的を明確にした上で、行政評価制度などを活用して、事業の必要性や有効性を検証
し、さらに、需要予測の精度を高めることによって、施策・事務事業の優先度を明確にしてい
きます。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H2６

H27

H32

備考

総合振興計画の目標値
の達成度（％）

※
後日追加

100

100

指標説明：総合振興計画に位置づけられている
施策指標のうち、目標を達成してい
る施策指標の割合

８．修正理由等
課題の部分の、行政評価について、そのボリュームから業務を圧迫している側面があるため、
効率的・効果的に行う方向性を示す文言の修正。

施策内容修正シート
主担当課名 政策課

関係課名

職員課・戸籍住民課

課題解決の考え方
解決に向けた取組

１．方針名
No.

７０

行政サービスの更なる効率化
④⑤新たな行政改革の推進

６．取組内容

効果的・効率的な行政サービスの提供

２．方針の目的
限られた経営資源を有効に活用し、市民の期待に応える行政サービスの提供を目指します。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市では、行政サービスの質の向上を目指して、外部委託を積極的に進めています。
また、指定管理者制度についても、平成２２年４月１日現在、２４の公共施設において導入
しています。
さらに、行政改革大綱、集中改革プランや定員適正化計画に基づき、行政経営の効率化を計
画的に進めています。
3-2．平成２７年度の現状
平成２７年４月１日現在、指定管理者制度導入施設は、２５施設です。
平成２３年度に策定した行政改革推進計画、平成２６年度に策定した職員定員管理計画に基
づき、行政経営の効率化を計画的に進めています。

①

簡素で効率的な組織づくり

変化する市民ニーズに対応するため、分かりやすく効率的な組織編成を行います。
①②
民間の積極的な活用
指定管理者制度や PFI などの活用により、民間事業者の知識や技術などを取り入れ、行政サ
ービスの質と効率性の向上を図ります。
②③
利用者の視点に立った窓口サービスの向上
開庁日、開庁時間、本庁と出張所の役割などの見直しを行うとともに、窓口サービスの外部
化の検討など、利用者の視点に立った窓口サービスの向上に努めます。
③④
多様な人材の確保
高度で多様化する市民ニーズに機動的に対応するため、専門性に富んだ民間人の登用や柔軟
な任用形態を活用し、能力と意欲を持った優れた人材を確保します。
④⑤
新たな行政改革の推進
行政改革の具体的な取組を定める行政改革推進計画に基づき、新たな行政改革に取り組み、
市民サービスの更なる効率化を図ります。
７．施策指標

４．課題
厳しい経済情勢の影響から、行政サービスに対して、これまで以上に費用対効果などの検証
が求められています。また、多様化する市民ニーズや社会環境の変化に柔軟に対応していくた
め、民間手法の長所を積極的に取り入れていくことや、サービスの担い手である人材の確保が
求められています。
【イラスト】効率化・適正化
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組

課題解決の考え方
解決に向けた取組

限られた経営資源を有効に活用した行政サービスの提供
市民ニーズへの組織的な対応によるサービスの向上
①簡素で効率的な組織づくり
費用対効果を考えた民間事業者の活用
①②民間の積極的な活用
市民目線に立った行政サービス
②③利用者の視点に立った窓口サービスの向上
多様化する市民ニーズに機動的に対応できる能力と意欲を持った人材の確
保
③④多様な人材の確保

目標値

現状値
指標名

H26

H27

H32

備考

行政改革取組事項の達
成度（％）

83.3

100

100

指標説明：行政改革推進計画に位置づけられて
いる全取組事項のうち、目標を達成
している取組事項の割合

行政改革に対する満足
度（％）

※
後日記載

10.0

15.0

参考資料：市民意識調査

８．修正理由等
現状の修正理由 指定管理者を導入している施設数が変更したため。平成２３年度に行政改革
推進計画を策定し、また、平成２６年度に職員定員管理計画を策定したため。
課題解決の考え方と取組の修正理由 平成２４年度において組織再編の取組が終了したため。
取組内容の修正理由 ①は、平成２４年度において組織再編の取組が終了したため。④は、取
組の目的を人材の確保とするため。⑤は、平成２３年度に行政改革推進計画を策定したため。
施策指標の修正理由 指標を行政改革推進計画の達成度に変更するため。

