
施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

＊１ 学習指導要領とは、全国のどこにいても一定の教育水準の教育が受けられるようにするため、学校がカリキュ
ラムを編成する基準として、どんな内容をどの学年でどのくらい学習するかなどを国が示したもの。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)

＊２ 二極化とは、学力分布において、本来もっとも多い中間層の割合が減少し、上位層と下位層の割合が増加して
いること。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】本市小学校教員の年齢構成・【グラフ】本市中学校教員の年齢構成

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 学校教育課 関係課名

No.

確かな学力の育成をめざした教育の推進１４

学習指導要領＊１に基づく教育課程の確実な実施と教員の指導力の向上を図り、習得した知識

技能を基に、よりよく問題を解決していく確かな学力を身につけた児童生徒を育成します。

本市の児童生徒の学力状況は、国や県の学力に関する調査結果の分析では、国や県を上回って

いるものの、学習に対する関心が低くなっている傾向にあります。また、学力の二極化＊２も生

じており、基本的学力が定着できていない児童生徒も見受けられます。

退職する教員の増加により、現在、経験年数５年未満の教員の割合は２３％に上り、今後も教

職経験の少ない教員の割合の増加が予想されます。

平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果分析では、小学校は国や県の平均並みからやや上

回っていますが、中学校はやや下回っています。

今後５年間の定年退職予定教員（５５歳以上）の割合は２０％を越えることが予想される一方

で、教職経験の少ない教員の割合がさらに高まることから、指導技術の継承や指導力のさらなる

向上が課題となっています。

学習の大切さを自覚し、進んで学ぼうとする児童生徒の割合が減少しており、児童生徒の学習

に対する関心を高める取組が必要です。また、退職する教員の増加により、学校内での指導技術

の伝承が難しい状況の中で、児童生徒の基礎基本の定着、学力を更に伸ばす、個に応じた対応が

求められています。

主要課題 確かな学力の育成に必要な教育環境の整備

課題解決の考え方 授業に関心、興味を持てるような授業の実施

解決に向けた取組 ①分かる授業、楽しく学べる授業づくり

６．取組内容

＊３ I CT とは、インフォメーション アンド コミュニケーションテクノロジーの略で、情報通信技術のこと。

７．施策指標

＊４ 学習教室とは、長期休業日や放課後の時間を活用して、基礎基本の定着を目的として実施する学習の場のこと。

８．修正理由等

課題解決の考え方 能力に応じたきめ細かい学習指導

解決に向けた取組 ②個に応じた指導の充実

課題解決の考え方 指導技術の伝承

解決に向けた取組 ③教職員の指導力の向上

① 分かる授業、楽しく学べる授業づくり

道徳教育の充実を図り、将来への夢や向学心の持てる児童生徒を育成します。また、情報教

育機器の整備と教職員の I CT＊３活用能力を育成し、分かりやすい授業、興味関心を高める授
業づくりをします。さらに、特色ある学校づくり事業を通し、児童生徒の実態に応じた教育活

動を進めます。

② 個に応じた指導の充実

少人数加配教員や少人数学級推進教員や学力向上支援教員を活用した効果的な指導により、

児童生徒一人ひとりの能力を更に伸ばす指導を進めます。また、すべての児童生徒の基礎基本

の定着を目指し、長期休業日や放課後などを活用し、個に応じた指導を充実します。

③ 教職員の指導力の向上

若手教員を対象にした指導法研修会や授業公開の実施、教育委員会学校訪問での全教員授業

参観により、学校の実態や個に応じた指導支援を通し、指導力の向上を図ります。また、学習

コンテンツや作成教材、指導案などの市内教職員での共有化を図り、指導に生かします。

指標名
現状値 目標値

備考H25 H27 H32

学習への関心度（％） 94.0 95.0 98.0

学習教室＊４参加人

数（人）
3,431 3,700 4,000 指標説明：延べ人数

教員研修会参加人数

（人） 526 550 570 指標説明：教員研修会の参加延べ人数

最新の現状値を反映させるため



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

＊１ 学校応援団とは、小中学校における学習活動、安全確保、環境整備などについてボランティアとして協力・支
援を行う保護者・地域住民による活動組織のこと。

４．課題

【写真】地域連携活動の風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 学校教育課 関係課名

No.

地域と連携した教育の推進１５

児童生徒の生きる力の育成を目指し、家庭・地域の持つ教育力を活用して学校と連携した教育

環境を構築します。

本市では、学校応援団＊１の組織体制を整備し、各学校で特色ある教育活動を行うための支援

を行っています。しかしながら、各学校の PTA 組織や学校支援ボランティアなど、支援組織の
整備状況に学校ごとの差がみられ、児童生徒のさまざまな体験活動を行える場所や支援に携わる

協力者が不足しています。

各校とも、学校応援団＊１の協力が充実しています。今後はより組織的な活動となるよう、コ

ーディネーターとの密な打ち合わせなどが必要となっています。

教育活動の一層の充実を図り、教育効果を高めるための家庭・地域の教育力を向上させる支援

体制や活動の場などが不足しているため、地域総ぐるみで児童生徒を育てる支援体制を整備する

必要があります。

また、児童生徒の確かな学力・豊かな心・健やかな体を育成するための支援体制が不足してお

り、通常の学習活動とともにさまざまな体験活動を通した総合的な取組の充実が必要です。

主要課題 生きる力の育成に必要な家庭・地域の教育力の活用

課題解決の考え方 家庭や地域との連携による教育支援

解決に向けた取組

①学校応援団の整備

②家庭や地域総ぐるみの教育支援体制の拡充

③学校応援団の支援による特色ある教育活動の展開

課題解決の考え方 体験活動を通じた健全な心身の育成

解決に向けた取組
④みどりの学校ファームの推進

⑤豊かな自然体験活動の実施

６．取組内容

＊２ みどりの学校ファームとは、県内の小・中学校周辺の遊休農地などを利用して、未来を担う子どもたちが農作

物と触れ合うこと。

７．施策指標

【地図】小・中・高等学校等位置図

８．修正理由等

① 学校応援団の整備

各学校、地域、自治会などと連携して学校応援団を推進し、若い子育て世代を含めた協力者

を増やすとともに、組織体制を確立して教育活動への支援体制の基盤を整備していきます。

② 家庭や地域総ぐるみの教育支援体制の拡充

家庭や地域の教育力を向上させ、教育支援体制の拡充を図ります。学校応援団などとの連携を

とり、親の学習プログラム実施を通して、家庭や地域との相互連携を高めます。

③ 学校応援団の支援による特色ある教育活動の展開

各学校と家庭・地域の持つ教育力を融合させ、学校応援団の組織を生かして児童生徒のさまざ

まな活動を支援・充実します。

④ みどりの学校ファーム＊２の推進

学校における農業体験活動などを実施していくために、学校応援団、地域の協力者の支援の下、

相互協力して身近な自然と触れ合えるみどりの学校ファームを整備し、維持活用を推進していき

ます。

⑤ 豊かな自然体験活動の実施

生活科・理科・総合的な学習の時間において、みどりの学校ファームを活用した農業体験活動

を行うことを通して、生命の尊さ、勤労の喜びや大切さを学習します。児童生徒の感謝の気持ち

と豊かな心を育成するとともに、潤いのある生活としての価値観を醸成します。

指標名
現状値 目標値

備考H２６ H27 H32

学校応援団への協力者

数（人）
1807 2,000 3,500 指標説明：延べ協力者総数

連携活動実施数（回） 28 35 40 指標説明：１校当たり平均実施回数

みどりの学校ファーム

設置率（％）
100 100 －

現状の取組状況から、目標値を上方修正すべきと判断したため。



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

【写真】放課後子ども教室の風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 生涯学習課 関係課名

No.

放課後児童の居場所づくりの推進１７

児童生徒が基礎的な知識、技能と創造性を見つけるよう、放課後に安全で健やかな場の提供

に努めます。

地域社会の中で、放課後や週末等に子どもたちが安全で安心して、健やかに育まれるよう、

現在、文部科学省の放課後子ども教室推進事業と厚生労働省の放課後児童健全育成事業を一体

的、あるいは連携して実施する放課後子どもプランが実施されています。

そこで、本市では、こうした国の取組と併せて、小学校の空き教室、特別教室、校庭などを

利用して放課後児童の居場所づくりに努めていますが、登録率は１７．４％と低い状況となっ

ています。

本市が実施している教室内容としては、ドッジボールやキックベースボールなどのスポーツ

教室、英語教室や工作教室などの文化教室、またこれらのようなイベント型ではなく、勉強や

遊びなど自由な活動ができる開放型の教室があります。

地域社会の中で、放課後に子どもたちが安全で安心して、健やかに育まれるよう、現在、

文部科学省の放課後子ども教室推進事業と厚生労働省の放課後児童健全育成事業を一体的、あ

るいは連携して実施する放課後子どもプランが実施されています。

そこで、本市では、こうした国の取組と併せて、小学校の空き教室、特別教室、校庭などを

利用して放課後児童の居場所づくりに努め、登録率は３２．６％となっています。

本市が実施している教室内容としては、ドッジボールやソフトバレーボールなどのスポーツ教

室、英語教室や工作教室などの文化教室、またこれらのようなイベント型ではなく、勉強や遊

びなど自由な活動ができる開放型の教室があります。また、平成 27 年度より、更なる居場所

の拡充を目標に“わこうっこクラブ”と“放課後図書室開放事業”がスタートします。

放課後の児童生徒の居場所づくりが地域住民にあまり知られていないことから、子ども教室

の地域協力者の確保が難しく、協力者の確保のための一層の PR 活動が求められます。

主要課題 放課後における児童生徒のための安全で健やかな居場所づくり

６．取組内容

７．施策指標

８．修正理由等

課題解決の考え方 積極的な PR活動の実施と実施地域の拡充

解決に向けた取組 ①放課後児童の場の周知・充実

① 放課後児童の場の周知・充実

放課後子どもプランの積極的な PR 活動を通じて、地域住民に放課後児童の居場所づくりを

周知するとともに、放課後子ども教室の実施地域を拡充していきます。

また、地域と積極的に連携しつつ、人材を含めた地域資源の活用を通して、開放型の教室な

ど特色のある活動ができるようにします。

指標名
現状値 目標値

備考H2６ H27 H32

居場所の数（箇所） 8 12 18 参考資料：市内公共施設

地域協力者の数（人） 291 345 460
指標説明：コーディネーター、教育活動推進員、

教育活動サポーターの登録者数

教室開催数（日） 208 968 2,019

参加児童数（人） 6,078 14,520 31,685 延べ人数

放課後子ども教室の現状についての修正及び、新規事業がスタートすることから指標を見直

しました。また、外部評価委員より指標に教室開催数及び参加児童数を入れるべきとの意見が

出たため追加指標としました。



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】学校教育施設耐震化率の推移

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 教育総務課 関係課名

No.

安全な学校教育環境の整備１９

児童生徒が、日常の大半を過ごす学校教育環境の安全性を確保し、安心して学校生活が送れ

るようにします。

平成８年度から、順次取り組んできている小・中学校の全施設での耐震化は、平成２１年４

月現在、普通教室など校舎はすべて耐震化が完了しています。また、耐震化率は、９２．３％

であり、県平均の６２．３％を上回っていますが、一部、小・中学校の体育館が未実施の状態

です。

校舎などの施設については、昭和４０年代に建設されたものが多く、経年による劣化がみら

れます。

平成３年度から交通安全立哨指導員を配置し、市内小学校に通学する児童の通学を安全に誘

導して、事故発生を未然に防ぎ、児童の登下校の安全を図っています。

平成 8年度から順次取り組んできた小・中学校の全施設での耐震化は、平成 21 年度では未

実施であった体育館も含めて平成 24 年度で完了しています。校舎などの施設については昭和

４０年代に建設されたものが多く、経年による劣化が見られます。

引き続き、交通安全立哨指導員と朝霞地区シルバー人材センターに委託している交通指導員

を通学路に配置し、児童の登下校時の安全を見守っています。

校舎及び付属設備の施設に経年による劣化が現われています。また、構造部の耐震化は全て

完了しましたが、非構造部材の耐震対策が優先的な課題となっています。

防犯、防災対策では、通学路の交通安全及び防犯上からも交通指導員の活動に対して地域及

び保護者の理解、協力が課題となっています。

主要課題 学校教育環境の安全性の確保

課題解決の考え方 安全な教育施設の整備

解決に向けた取組 ①教育施設・設備の整備と適正な維持管理

６．取組内容

７．施策指標

８．修正理由等

課題解決の考え方 通学時の安全確保

解決に向けた取組 ②新たな交通安全立哨指導体制の構築

課題解決の考え方 防犯意識の醸成

解決に向けた取組 ③防犯対策の強化

① 教育施設・設備の整備と適正な維持管理

防災対策の一環として、非構造部材耐震化工事を行います。

② 新たな交通安全立哨指導体制の構築

児童が安心して通学できるようにするため、学校を中心とした地域及び保護者を交えた交通

安全立哨指導体制を構築します。

③ 防犯対策の強化

児童生徒の安全を確保する上からも、定期的な不審者対応避難訓練を通じ、防犯意識の醸成

を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考H26 H27 H32

校舎及び体育館の非構

造部材の耐震化率（％）
63.6 63.6 100

指標説明：地震による屋内運動場等の天井等の

落下防止対策のための非構造部材耐震化工事

の実施率

大規模改修実施率（％） 54.0 63.0 81.0
指標説明：施設の経年劣化による維持管理・修

繕に対応する改修工事の実施率

通学区域内における交

通事故件数（件）
0 0 0

和光市は平成 24 年度で学校の構造部材の耐震化は目標であった体育館も含めて全て完了し

ている。

また、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災において学校施設の被害状況から非構造部材

の耐震対策が遅れていることが全国的に判明し、国から各自治体の学校施設が備えるべき耐震

性能の考え方から、優先的に非構造部材の点検及び耐震化を実施することになった。そのため、

今回の課題として施設整備の取組及び指標を構造部材の耐震化は完了しているので非構造部

材の耐震化に変更した。



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】小学校児童数の推移・【グラフ】中学校生徒数の状況

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 学校建設準備室 関係課名 学校教育課

No.

小中学校の配置・規模の適正化の推進２０

市内学校の配置と児童生徒数のアンバランスを解消し、教育環境の適正化を図ります。

本市は、児童生徒数増加のため、学校選択制を行うなど、児童生徒の教育環境の適正化の対

応を図っています。

本市では、年々児童生徒数が増加しており、小中学校ともに他市平均に比べ１校当たりの児

童生徒数が多い状況にあります。特に、白子小学校、第四小学校、大和中学校、第三中学校の

児童生徒数が増加しており、更に今後も、児童生徒数の増加が見込まれます。

学校の配置をみると、市の南側には中学校３校と小学校５校が配置されていますが、北側に

は小学校３校となっています。

本市は、児童生徒数の増加に伴う学校間のアンバランスを解消し、適正な学校規模を維持す

るために、学校の一部選択制を行ってきております。

本市では、和光市駅北側地域における宅地開発に伴う人口の増加により、白子小学校と大和

中学校が既に大規模校化しており、今後も児童生徒数の増加が見込まれています。

学校の配置については、南側地域に中学校３校と小学校５校であるのに対し、北側地域は小

学校３校となっていましたが、適正規模・適正配置の観点から、小学校では北側地域に下新倉

小学校が平成２８年４月に開校する予定となっています。また、中学校では適正配置となる北

側地域での学校用地確保の課題を踏まえ、通学区域変更等も視野に入れながら適正な学校規模

の維持に努めます。

学校による児童生徒数の偏りを解消するとともに、下新倉小学校設置後の適正な学校規模を

維持することが必要です。

主要課題 学校による児童生徒数の偏在の解消

課題解決の考え方 児童生徒数の偏り解消と適正な学校規模の維持

解決に向けた取組

①学校選択制の活用による市内小中学校の教育環境の適正化

②小・中学校の建設

③学校の適正配置・適正規模の検討と改善

６．取組内容

７．施策指標

８．修正理由等

① 学校選択制の活用による市内小中学校の教育環境の適正化

広沢小学校、本町小学校を選択できることで、第四小学校の児童数の増加や本町小学校の児

童数の減少への対応を図ります。また、第二中学校を市内全域から選択できることで、大和中

学校、第三中学校の生徒数の増加への対応を図ります。

② 小・中学校の建設

小学校の建設については、学校選択制での通学距離等による活用状況を踏まえたなかで、下

新倉小学校を新設することで、白子小学校の教育環境の適正化を図ります。また、中学校の建

設については人口増加に伴う生徒数の推移等を見据えながら、適正規模の観点から大和中学校

の教育環境の適正化が図れるように進めます。

③ 学校の適正配置・適正規模の検討と改善

下新倉小学校設置後の市内各学校の教育環境を十分に把握し、適正配置・適正規模の観点か

ら児童生徒数のアンバランスなどの是正にむけた学校の一部選択制や通学区域についての見直

しを図ります。さらに、今後策定される公共施設等管理計画などの市の方針を踏まえ、学校の

統廃合を含めて方策を検討します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H27 H32

小学校１校当たりの

児童数（人）
537 － 460

指標説明：全児童数／学校数
※平成26年は現状８校、平成 32 年は９校で試算

※平成 28年４月開校予定のため平成 27年の目

標値はありません。

大和中学校生徒数（人） 843 － 589

指標説明：現状の大和中学校生徒数

※現状３校の全生徒数での１校当たりの生徒

数により近づけることを目標としていきます。

下新倉小学校の建設工事が始まり、小学校建設については目処がついてきました。そこで、

中学校建設については、小学校建設での実績や今後の公共施設等に関わる社会的な状況も踏ま

え、人口増加に伴う生徒数の推移等を見据えながら検討します。



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

【写真】和光市民大学の風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 生涯学習課 関係課名

No.

充実した生涯学習機会の提供２３

市民の学習機会を豊かにして、市民一人ひとりの自主的な学習意欲を高めます。

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機会の提供をし

ています。市民意識調査では、生涯学習・社会教育の機会が提供されているとした市民は、２

２．３％であり、他施策と比較すると満足度としてはやや高くなっています。

また、生涯学習に関するさまざまな講座やイベントなどは、ガイドブックの作成（年１回）、

生涯学習だよりの発行（年２回）のほかに、広報紙や市ホームページ等への掲載を通じて、情

報発信を行っています。講座・イベントなどの参加者数はやや増加傾向にあり、自主的な学習

活動が行われています。

「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

った学習機会の提供をしています。市民意識調査では、生涯学習・社会教育の機会が提供され

ているとした市民は、●●．●％（満足度は、平成 27 年 4 月に実施予定の市民意識調査結果

を反映する。）であり、他施策と比較すると満足度としては●●になっています。

また、生涯学習に関するさまざまな講座やイベントなどは、メールマガジンの発行（月 1回）、

生涯学習だよりの発行（年２回）のほかに、広報紙や市ホームページ等への掲載を通じて、情

報発信を行っています。講座・イベントなどの参加者数はやや増加傾向にあり、自主的な学習

活動が行われています。

生涯学習講座などに関して、さまざまな手法で市民に情報発信し、学習機会の提供をしてい

ますが、学習者の年齢層に偏りがあり、生涯学習の意義から、今後は、より幅広い世代からの

参加が求められています。また、あらゆる世代が学習できる環境づくりが不十分です。

主要課題 生涯学習機会の提供

課題解決の考え方 あらゆる世代が学習できる機会の提供

解決に向けた取組 ①多様な市民ニーズに対応した講座の開催

６．取組内容

７．施策指標

８．修正理由等

課題解決の考え方 さまざまな手法による情報提供

解決に向けた取組 ②生涯学習などに関する情報提供

① 多様な市民ニーズに対応した講座の開催

地球環境問題、国際理解、情報化への対応、あらゆる差別の根絶やノーマライゼーションな

ど、多様な市民ニーズや現代的課題や社会変化に対応する学習機会を創出し、充実します。

また、各公民館で独自に事業展開を研究するとともに、市内に立地する国の機関などと連携

して、市民大学等の機会を通じて、地域に根ざした独自性のある講座内容を充実します。

② 生涯学習などに関する情報提供

さまざまな広報手段（市ホームページその他生涯学習メールマガジンなど）を通じて、講座・

イベントの情報を迅速に提供します。

指標名
現状値 目標値

備考H26 H27 H32

生涯学習・社会教育の機

会が提供され ていると

した市民の割合（％）

未確定※

H27.4デー

タ反映

33.0 40.0 参考資料：市民意識調査

公民館主催講座延べ参

加人数
3131 3175 3200

指標説明：各公民館主催事業及び三館共催事業

に参加した延べ人数（公民館まつり及び利用者

研修会は除く）

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。満足度は、市民意識調査のデータが古いため更

新する。また、紙媒体のガイドブックは廃止し、メールマガジンやホームページを

活用した情報提供方法にシフトしているため。

６-② ：紙媒体のガイドブックは廃止し、メールマガジンやホームページを活用した情報提

供方法にシフトしているため。

７ 施策指標 生涯学習機会を提供した延べ人数を指標とすることした。



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

【写真】非行防止キャンペーンの風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 スポーツ青少年課 関係課名

No.

青少年の育成に適した環境づくりの支援２４

青少年がさまざまな体験を通して社会性や生きる力を養い、社会の責任ある一員として成長

できるようにします。

青少年の現状としては、インターネットや携帯電話の普及により、有害情報に簡単に接する

機会が増えています。また、青少年の非行に対しては、保護者を中心に非行防止啓発を行って

いますが、非行の低年齢化や再非行の増加が問題となっています。

本市としては、生涯学習振興計画に基づき、青少年が変化の激しい社会を柔軟に生きていく

ための資質を養うよう、事業を進めてきました。その結果、情報提供や意識啓発などを行うこ

とで青少年育成団体の活動を推進し、各団体の事業は自主的に行われるようになってきました。

その一方で、団体の一つである地域青少年を育てる会の数が平成１６年度の４１団体から３４

団体に減少するなど、地域によって空白地ができたり、地域差が生じています。

青少年の現状としては、インターネットやスマートフォンの急激な普及により子どもたち

がメディアに触れる機会が増加しています。携帯電話やスマートフォンをとおして個人情報の

流出、コミュニティサイト等によるいじめ、ネット依存が社会問題になっております。

また、青少年育成団体の活動を推進し、援助しているところですが、団体を組織する役員の

担い手の不足から地域青少年を育てる会の数が平成 16年度の 41団体から 24団体に減少して
います。

青少年が地域とかかわる機会が減少していることの影響もあり、地域や団体間に青少年育成

活動に対する問題意識に差がみられるため、現状に合った支援が必要です。青少年活動団体や

保護者に対して、更に情報提供の充実、問題の共有化を図っていくことが求められています。

また、青少年育成団体で中心となって活動する人材が不足しているため、新たな人材の獲得

が必要です。

主要課題 青少年の育成に役立つ機会の提供

課題解決の考え方 青少年育成活動の問題の共有化と人材の確保

解決に向けた取組 ①青少年健全育成活動の活性化支援

６．取組内容

７．施策指標

８．修正理由等

課題解決の考え方 青少年の自主性や積極性の育成に寄与する世代間・地域間の交流促進

解決に向けた取組 ②青少年と地域の絆を強くするための活動支援

① 青少年育成活動の活性化支援

青少年活動団体や保護者に対し、研修や情報交換の場を提供し、地域での子育てに対する意

識を啓発します。また、関係機関が情報交換などにより問題の共有化を図り、新たな人材の獲

得を目指し、青少年育成活動の活性化を図ります。

② 青少年と地域の絆を強くするための活動支援

青少年の自主性や積極性を育てる事業や世代間・地域間の交流の機会提供を支援します。

また、地域ぐるみで青少年健全育成が出来る仕組みを構築します。

指標名
現状値 目標値

備考H26 H27 H32

青少年健全育成事業数 18 19 20

青少年健全育成事業参

加人数
7,211 7,500 7,600



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

【写真】市民文化センター（サンアゼリア）大ホール

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 人権文化課 関係課名

No.

創造的な文化の振興２６

文化活動を行う市民の自主性が尊重され、創造的な文化活動が活発になるとともに、市民が

郷土に愛着が持てるようにします。

本市では、平成２０年３月に策定した文化振興基本方針に基づき、市民の自主的で創造的な

文化活動を推進しているとともに、本市ゆかりの童謡詩人清水かつら、児童文学作家大石真を

市民文化団体などと協働により顕彰・発信しています。

市民文化センターでは、市民などの文化活動が活発に行われているとともに、国内外の優れ

た文化に親しむ機会を提供しています。しかし、経年による施設の老朽化が進んでいます。

一方で、平成２１年に行われた市民意識調査の結果、文化に対する市民満足度は低くなって

います。

市民に対して、広く文化に触れる機会を市民文化センターなどにおいて提供していますが、

更に、市民の自主的な文化活動を促進させていくことが求められています。

その一方で、本市の地域文化資源が市民に広く知られていません。また、市民や地域の文化

団体、企業、行政などが協働した文化活動にも力を入れていく必要があります。

主要課題 創造的な文化活動の活性化

課題解決の考え方 市民や文化団体などの文化活動の活性化・新たな文化の創造

解決に向けた取組

①市民による自主的で創造的な文化活動の支援

②文化に触れる機会の提供・文化交流の推進

③文化を通した市民や地域の文化団体、企業、行政などの協働

課題解決の考え方 地域文化資源の周知

解決に向けた取組 ④地域文化資源の顕彰・発信・活用

６．取組内容

７．施策指標

【資料】清水かつらの代表作（みどりのそよ風・叱られて）
【写真】白子コミュニティセンター展示室

８．修正理由等

課題解決の考え方 文化施設の安全で快適な活用

解決に向けた取組 ⑤文化施設の適正な整備及び活用

① 市民による自主的で創造的な文化活動の支援

多種多様な文化活動、発表、創作の場の充実を図るとともに、文化に関して相談できる環境

を整え、市民の文化活動を支援します。また、文化に関する専門的人材を育成する機会を提供

します。

② 文化に触れる機会の提供・文化交流の推進

市民文化センターで国内外の優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供するとともに、市民文化

センターに足を運ぶことが困難な人たちにも、出前コンサートなどにより、文化に触れる機会

を提供します。また、新たな創造を生み出し、創作活動を活発化させる文化交流事業を行いま

す。

③ 文化を通した市民や地域の文化団体、企業、行政などの協働

市民、企業、行政などが協働による文化事業を開催し、地域コミュニティや地域経済を活性

化することで、本市特有の文化を創造します。また、地域課題解決のために文化力を活用しま

す。

④ 地域文化資源の顕彰・発信・活用

本市が誇る文化人や伝統芸能を積極的に活用し、個性的な文化を創造するとともに、新たな

地域の魅力を再発見し、文化振興の素材として積極的に活用します。また、それらの地域文化

資源を情報発信します。

⑤ 文化施設の適正な整備及び活用

市民文化センターの利用者が安全で快適に利用できるよう、不具合箇所の改善と設備の充実

など施設の整備に努めます。また、市民文化センターを市民の文化振興に寄与する中核施設と

して活用します。

指標名
現状値 目標値

備考H26 H27 H32

市民文化センター稼働

率（％）
60.6 72.6 参考資料：指定管理者実績報告書

文化に対する市民満足

度（％）
25.6 28.8 参考資料：市民意識調査



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

【地図】スポーツ施設位置図

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 スポーツ青少年課 関係課名

No.

スポーツ・レクリエーションの環境の整備２７

市民が身近な場所で快適・安全にスポーツ・レクリエーションに親しめるようにします。

生涯学習振興計画に基づき、市民の健康維持・増進のため、身近な地域でスポーツ・レクリ

エーションを楽しめる環境の整備に努めてきました。現在市民に提供している市内のスポーツ

施設には、総合体育館や運動場など、市が運営管理する施設や市内小中学校の校庭・体育館及

び国の施設（庭球場・グラウンド）の計２４施設があります。年間に延べ４０万人以上が利用

しており、年々利用者数が増えています。しかし利用者の増加に応じた施設の増加や利用枠の

増加が追いついていません。

現在市民に提供している市内のスポーツ施設には、総合体育館や運動場など、市が運営管理

する施設や市内小中学校の校庭・体育館及び国の施設（庭球場・グラウンド）の計２３施設が

あります。年間に延べ４６万人以上が利用しており、年々利用者数が増えています。しかし施

設利用は週末に集中しており予約がしづらい状況である。」

既存施設の老朽化・劣化が進んでいます。また、年々増加するスポーツ施設利用者の要望に

応えるため、スポーツ・レクリエーション活動のための場所の確保が求められています。

主要課題
市民が快適かつ安全にスポーツ・レクリエーションを楽しむための場の提

供

課題解決の考え方 安全なスポーツ施設の提供

解決に向けた取組 ①スポーツ施設の整備

課題解決の考え方 スポーツ・レクリエーション活動の拠点づくり

解決に向けた取組 ②総合体育館の利用促進

課題解決の考え方 市内にある国の施設を有効に活用するための働きかけ

解決に向けた取組 ③国や民間企業などの施設の有効活用

６．取組内容

７．施策指標

８．修正理由等

① スポーツ施設の整備

施設の老朽化や劣化の状況を早期に把握し、施設の充実や補修・改修について、緊急度や必

要性を勘案しながら計画的な整備を推進します。

また、市内遊休資産の利活用についても検討していきます。

② 総合体育館の利用促進

総合体育館をスポーツ・レクリエーション活動の拠点として利用を促進します。

③ 国や民間企業などの施設の有効活用

スポーツ・レクリエーション活動をするための身近な場所として、市内の小中学校の校庭・

体育館を学校教育に支障のない範囲で地域や登録団体に開放を進め、市内にある国の施設（司

法研修所・裁判所職員総合研修所・税務大学校）を有効に活用するため市民開放を拡大するよ

う関係機関に働きかけます。

指標名
現状値 目標値

備考H26 H27 H32

スポーツ施設の延べ利

用者数（人）
470,000 500,000

登録団体数（団体） 1,500 1,800

３．現状施設数が１減。延べ利用人数H25実績で46万人であるため。

７．H26は未確定。H27利用人数は増加目標に値に変更。

【地図】スポーツ施設位置図を総合体育館の写真に差し替え予定。



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

【写真】和光市民ロードレースフェスティバルの風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 スポーツ青少年課 関係課名

No.

スポーツ・レクリエーション活動の推進２８

市民が自主的にスポーツ・レクリエーション活動に取り組むようにします。

本市では、各種教室、大会、イベント、講習会などのさまざまなスポーツ・レクリエーショ

ン事業を展開しています。また、総合体育館では、指定管理者制度を導入し、個人開放日の設

定など個人で気軽に参加できる機会を提供しています。

市民意識調査では、日常における身近なスポーツ・レクリエーションの機会が充実している

に対して満足度は９．５％で、施策全体の平均値を若干上回っていますが、スポーツを週１回

以上実施している人の割合は３１．４％にとどまっています。

和光市スポーツ推進計画のアンケート調査では週1回以上スポーツをする人の割合は34％全

く運動をしていない人の割合は 50％となっています。

スポーツ・レクリエーションの参加状況は、その内容によって違いがあり、参加者の年齢層

に偏り、幅広い世代に対するスポーツ・レクリエーション活動への参加意識を高めるための取

組が求められています。また、多種多様な事業を展開していくための指導者が不足しているた

め、指導者の確保が求められています。

主要課題
市民の自主的なスポーツ・レクリエーション活動を促進させるための機会

提供

課題解決の考え方 あらゆる世代が参加できる機会の提供

解決に向けた取組 ①市民が参加しやすいイベントなどの開催

課題解決の考え方 自主的なスポーツレクリエーションの活動への参加意識の醸成

解決に向けた取組 ②スポーツ・レクリエーション活動の推進

課題解決の考え方 生涯スポーツ活動を支える指導者の確保

解決に向けた取組 ③指導者の養成と活用

６．取組内容

７．施策指標

８．修正理由等

① 市民が参加しやすいイベントなどの開催

年齢に応じて市民や体育団体のスポーツに関するニーズを把握し、そのニーズに対応した参

加しやすいイベントなどを開催します。また、子育て中の親が参加しやすい環境づくりにも配

慮していきます。

② スポーツ・レクリエーション活動の推進

指定管理者制度を導入した総合体育館などでは、利用者の意見・要望を反映し、施設として

の魅力の向上を図り、広報紙や市ホームページ等を活用した情報の発信をしていきます。

③ 指導者の養成と活用

市民の自主的な生涯スポーツ活動を支えるための指導者を確保するため、体育団体や民間団

体と連携しながら、指導者養成講習会や研修会などを開催し、指導者を養成します。また、各

種事業に生かしていきます。

指標名
現状値 目標値

備考H26 H27 H32

スポーツ・レクリエーシ

ョン事業参加人数（人）
9,000 10,000

個人開放事業参加人数

（人）
70,000 80,000

３．現状の下部調査結果部分を推進計画のアンケート結果に変更。

７．H26は未確定。



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

【写真】人権教育の風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 人権文化課 関係課名 学校教育課・生涯学習課

No.

人権啓発・教育及び平和の推進２９

基本的人権を尊重する立場から、さまざまな人権問題に対する正しい理解と認識を深め、差

別は不当なものという人権意識を持ち、お互いの個性を尊重し認めあうようにします。また、

命の大切さや平和の尊さを市民とともに考え、平和な社会を実現します。

人権・同和行政実施計画に基づき、人権教育の充実を図ってきましたが、いじめなどの人権

問題が発生しています。

また、市民や企業、市職員に対し、講演会や研修会を実施し、人権啓発の場を広げるよう努

めてきましたが、参加者数は横ばい傾向にあります。

さらに、人権擁護委員と連携し、人権啓発を進めてきましたが、人権相談件数は少なく、人

権擁護委員を知る人も少ないのが現状です。

人権問題の現状を市民や企業、市職員に十分に理解・認識してもらうため、講座などの参加

者を増やす必要があります。

また、人権相談や人権擁護委員について、より周知する必要があります。

平和事業については、毎年平和祈念事業を行って市民の意識の向上を図っていますが、子ど

もの参加者が少なく、次世代を担う子どもたちにも参加しやすい平和事業が求められています。

主要課題 人権問題と平和活動に対する理解の促進

課題解決の考え方 人権問題に関する情報提供と意識啓発

解決に向けた取組

①学校教育における人権教育の推進

②社会教育における人権教育の推進

③人権啓発・交流の推進

課題解決の考え方 人権問題に対する専門職による解決

解決に向けた取組 ④人権相談体制の充実

６．取組内容

７．施策指標

８．修正理由等

課題解決の考え方 平和について考える機会の提供

解決に向けた取組 ⑤平和意識の向上

① 学校教育における人権教育の推進

小中学生の人権意識の醸成を目的とした人権作文、人権標語への取組や道徳を中心とした教

育活動を通じて人権教育を推進します。また、教職員に対する、人権問題への正しい理解と認

識を深めるための研修会の充実を図ります。

② 社会教育における人権教育の推進

市民や企業、市職員に人権に対する学習機会を提供します。また、参加者が増えるよう、よ

り魅力的な内容となるよう努めます。

③ 人権啓発・交流の推進

庁内の連携を図り、啓発交流活動を行いさまざまな差別問題に対する市民の理解を深めてい

きます。また、人権擁護委員と連携して活動を行うことで地域における人権啓発活動を強化し

ます。

④ 人権相談体制の充実

人権相談窓口の周知を図るとともに、関係機関との連携を深め、相談体制を充実します。

⑤ 平和意識の向上

市民の平和意識の向上を図るため、市民が共に考える機会の提供や啓発活動などを行います。

指標名
現状値 目標値

備考H2６ H27 H32

人権講演会参加者数

（人）
130 100 200

人権相談の相談件数

（件）
7 10 15

Ｈ２７の目標値は開催会場の変更により修正。Ｈ３２の目標値については開催開場が未定な

ので、サンアゼリア小ホール開催として目標値設定した。

人権相談件数はＨ２６年度現状値から目標値を見直した。



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】男女平等だと思う人の割合

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 人権文化課 関係課名

No.
男女平等参画社会の実現３０

市民一人ひとりが男女平等の理念を理解し、男女が社会のあらゆる分野に参画し、個性と能

力を十分に発揮できる、男女共同参画社会を実現します。

男女共同参画推進条例及び男女共同参画わこうプランに基づき、男女共同参画社会の実現を

目指して取組を進めてきましたが、市民意識調査（平成２２年度）では「社会全体で男女の地

位が平等になっていると考える人の割合（２３．０％）」はいまだに低く、家事や子育てについ

ても、性別による固定的な役割分担意識が依然として存在しています。

また、結婚・妊娠・出産・育児期にある女性の労働力率は低く「M 字型曲線」を描き、女性

労働力率と潜在的女性労働力率を比較すると、希望と現実の差がひらいていることが分かりま

す。

さらに、配偶者や恋人間における身体的暴力、精神的暴力、性的暴力を暴力として認識して

いない人も多くいます。

そして、市のまちづくりへの女性の参画に関して、審議会などの女性委員の割合は、平成２

６年度現在３３．９％にとどまっています。

家庭や職場において、性別による固定的な役割分担意識が解消されておらず、社会のあらゆ

る場における男女共同参画の推進が必要です。また、ドメスティックバイオレンス、セクシャ

ルハラスメント及び児童虐待については、被害者が多く存在することから、それらを人権侵害

行為として市民が認識する必要があります。

さらに、まちづくりの政策や方針の立案・決定の場において、女性の積極的な参画を促進す

る必要があります。

主要課題 男女平等の理念の普及とあらゆる分野への男女共同参画

課題解決の考え方 家庭、学校、職場などのあらゆる場における性別役割分担意識の解消

解決に向けた取組

①男女共同参画わこうプランの着実な推進

②男女共同参画意識の普及啓発

③男女が共にいきいきと暮らせる環境づくり

６．取組内容

７．施策指標

８．修正理由等

課題解決の考え方 「DV やセクハラ、児童虐待は人権侵害行為である」という認識の向上

解決に向けた取組 ④暴力の根絶に向けた意識づくりと被害者支援体制の強化

課題解決の考え方 まちづくりの政策や方針の立案・決定の場への女性の参画

解決に向けた取組 ⑤まちづくりに関する男女共同参画機会の実現

① 男女共同参画わこうプランの着実な推進

第三次行動計画男女共同参画わこうプランに基づき、全庁的に男女共同参画推進体制を強化

し市民及び事業者と連携して、男女共同参画を着実に推進します。

② 男女共同参画意識の普及啓発

男女共同参画意識の普及啓発を図り、男女が社会のあらゆる場で個性や能力を十分に発揮で

きるよう、家庭、学校、職場、地域における男女平等教育を推進し、学習機会の提供に努めま

す。

③ 男女が共にいきいきと暮らせる環境づくり

男女が共にいきいきと働ける環境をつくるため、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）を進めます。さらには、女性の起業や就職・再就職への支援を図ります。

④ 暴力の根絶に向けた意識づくりと被害者支援体制の強化

ドメスティックバイオレンスやセクシャルハラスメント、児童虐待などの暴力を絶対に許さ

ない体制づくりを進めます。また、被害者や周囲の人々が安心して相談できる環境づくりや安

全で安心な保護と自立支援を行います。

⑤ まちづくりに関する男女共同参画機会の実現

社会のあらゆる分野に男女双方の意見が反映されるよう、審議会などにおける委員の男女比

率の均衡を図ります。また、地域活動などへの男女共同参画を促進します。

指標名
現状値 目標値

備考H26 H27 H32

社会全体で男女の地位

が平等になっていると

考える人の割合（％）

21.8
23.0 25.0 参考資料：男女共同参画わこうプラン

女性の労働力率（％）
62.3

（H22）
65.0 70.0

指標説明：働いている女性数／全女性回答者数

参考資料：男女共同参画市民意識調査

審議会における女性委

員の登用率（％）
33.9 35.0 50.0

指標説明：審議会の女性委員／審議会の男女委

員総数

参考資料：男女共同参画わこうプラン



施策内容修正シート（別紙１）

Ｈ２６年度現状値から目標値を見直した。

（政策課）

現状にＨ２６市民意識調査結果を反映予定。



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 和光市国際ネットワークとは、平成１５年に設立された組織で、市内を中心に国際交流・協力活動を行ってい

る団体のほか、市内の学校や民間企業などが参加しているもの。

＊２ 姉妹都市とは、姉妹提携（両市長による提携書があり、議会の承認を受けている）を結んだ市のこと。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【地図】ロングビュー、【写真】国際交流の活動風景

主担当課名 人権文化課 関係課名

No.

国際化の推進３１

市民の国際理解やふるさと意識の普及を促進し、地域の活性化につなげるとともに、外国籍

市民が安心して暮らせる環境をつくります。

本市では、国際化推進計画に基づき、年々増加する外国人登録者（平成２７年３月１日現在

１，９６８人。１６年前の約１．８６倍）に対応するため、各種表示への英語併記や、市ホー

ムページの英語・中国語版及びやさしい日本語による情報発信を実施しています。

また、市民に対しては、国際化推進事業、和光市国際ネットワーク＊１の運営などを行って

います。

本市は、平成１１年１０月１日にアメリカ合衆国ワシントン州ロングビュー市と姉妹都市＊

２提携を結び、パネル展の開催や市民まつりにおいて姉妹都市の周知・ＰＲをしています。

平成26年度から市民海外派遣事業を再開しました。隔年で姉妹都市を訪問し、訪問しない年

においては姉妹都市からの訪問団を受入します。

市民や和光市国際ネットワークの活動による国際交流活動や国際理解を深める機会の充実が

求められています。

また、外国籍市民が抱える問題や市政への要望・意見を把握する機会、外国人への情報提供

が共に不足しているため、外国籍市民が地域になじむ機会や仲間を得る機会が十分とはいえま

せん。

さらに、和光市・ロングビュー市ともに、姉妹都市に対する認知度が低い状況です。

５．課題解決の考え方と取組

6．取組内容

＊３ 多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、日本人と外国人が協働して地

域社会を支える主体として、それぞれの能力を十分に発揮しながら共に生きる、安全・安心で活力ある社会のこと。

7．施策指標

８．修正理由等

主要課題 市民の国際理解の向上と外国籍市民が安心して暮らせる環境づくり

課題解決の考え方 国際理解の意識の普及

解決に向けた取組
①国際交流活動・機会の充実

②多面的な国際交流の促進

課題解決の考え方 外国籍市民の支援体制の充実

解決に向けた取組 ③外国人にも暮らしやすい環境づくり

① 国際交流活動・機会の充実

市民、国際交流団体、企業、研究機関などの国際交流・協力活動を支援し、共に国際化を推

進していきます。

また、外国籍市民と日本人市民が交流する機会や場を提供し、多文化共生＊３意識の普及を

図ります。

② 多面的な国際交流の促進

姉妹都市をはじめとするさまざまな地域との交流促進を図ります。また、市民のロングビュ

ー市に対する認知度を更に高めます。

③ 外国人にも暮らしやすい環境づくり

外国籍市民の要望などを把握し、生活上のさまざまな問題に対応するため、国際交流員を活

用するとともに、ボランティア制度の運用によって、外国人支援体制を充実していきます。

また、重要な行政情報・生活情報について、多言語ややさしい日本語などで外国人にも分か

りやすい情報提供を推進していきます。

指標名
現状値 目標値

備考H２６ H27 H32

国際交流イベント参加

者数（人）
53 60 85

指標説明：市が主催する国際交流イベントに参

加した市民の数

ボランティア登録者数

（人）
53 60 85



施策内容修正シート（別紙１）

外国籍市民の数を最新に修正した。

H27の現状に、再開した市民派遣の状況を記載。

既に目標値に達成していたボランティア登録数の目標値を変更した。



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。

国民健康保険被保険者数は、経済情勢等により影響を受けやすく、近年は減少傾向にありま

す。一方、一人当たり医療費は年々伸び続けているのが現状です。

なお、国民健康保険における制度改革が行われ、平成３０年度から、現状の市町村単位の運

営が都道府県単位に変更されることとなりました。

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

水準が高い、所得水準が低い、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であり、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

８．修正理由等

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 H27 H32

特定健診受診率（％） 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

（％）
18.0 30.0

指標説明：結果提出者／対象人数

国保税収納率（％） 84.8 90.0 91.0

平成３０年度からの制度改正について明記した。

これまでの「周知」という主要課題について、「適切な制度運営が重要である」という主眼点

に変更した。

特定健診受診率や特定保健指導実施率について、現状に合わせ数値目標を変更した。

また、収納率の目標値を県の指針に合わせた。



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

８．修正理由等

指標名
現状値 目標値

備考H21

Ｈ26

H27 H32

国民年金被保険者数（人） 11,628
11,500

11,000

11,500

11,000
参考資料：国民年金事業状況統計（１号＋任意）

加入率（％） 13.6 13.6 指標説明：国民年金被保険者数／人口

国民年金納付率（％）
56.2 56.7 57.2

参考資料：

窓口相談件数 14,988 15,000 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）

施策名に「普及」があるが、市で行うべきは、普及を含めた法定受託事務の適正な事務執行

である。このため、これまでの普及とともに、事務を適正に行うことで窓口・相談等を充実さ

せるという趣旨を追加（拡充）した。

施策指標については、平成26年度外部評価における指摘を受け、加入率と窓口相談件数を

追加した。



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

【写真】自治会夏まつりの風景

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 市民活動推進課 関係課名

No.

コミュニティづくりの推進５０

地域の市民同士が日ごろから顔を合わせ、地域コミュニティを活性化することで、地域課題

を自助・共助・公助で解決できるようにします。

コミュニティ活動については、地域課題に対して地域で解決できるよう、自治会連合会の地

区懇談会などの開催により、横のつながりが強化されてきています。

市民意識調査では、「自治会活動や各種おまつりなどコミュニティ活動が充実している」の満

足度が３６．５％と他の施策と比べて高く、コミュニティ施設利用も増加していることからコ

ミュニティ活動は活性化しています。

しかし、防犯・防災、福祉、環境保全など、地域住民が連携した活動を行い、行政とのパイ

プ役を果たす自治会への加入率は、都市開発と単身世帯が増加していることから、年々低下し

ています（平成２１年４月１日現在、４６．２％）。

自治会加入率：平成２６年４月１日現在、４４．２％。

市民の価値観やライフスタイルの多様化、コミュニティ意識の希薄化から、地域で集まる機

会が少なくなり、市民の自治会に対する関心も低くなっています。

また、地域の気軽に集まれる場所が不足しています。

主要課題 地域の特性を尊重し自主的な問題解決ができるコミュニティづくりの実現

課題解決の考え方 自治会活動に関するＰＲの推進

解決に向けた取組 ①自治会活動の活性化

課題解決の考え方 コミュニティ形成のための機会の提供

解決に向けた取組
②地域の人が集まれるきっかけづくり

③コミュニティに関する情報提供の充実

① 自治会活動の活性化

自治会連合会や各自治会と連携を図り、自治会の大切さや自治会の事業を幅広く地域ごとに

＊１ ポータルサイトとは、インターネットなどで見られるような、検索エンジン機能を中核に、ニュースや電子掲

示板、Ｗｅｂメールサービスなどさまざまな機能をサービスとして提供しているＷｅｂサイトのこと。

７．施策指標

８．修正理由等

ＰＲし、自治会活動の広がりをつくります。また、地区懇談会を活性化することにより、各自

治会の情報交換を積極的に行うなど、適正規模に応じた活動を実施します。さらに、加入促進

事業として、パンフレット作成や地域が連携して行う自治会活動に対し支援するなど、自治会

活動の活性化を図ります。

② 地域の人が集まれるきっかけづくり

市民まつりの実施やコミュニティセンター、地域センターなどを利用して、地域の人が気軽

に集まれるきっかけづくりを行います。また、家族や地域で触れ合える機会をつくります。

③ コミュニティに関する情報提供の充実

市民協働推進センターがポータルサイト＊１などを活用し、コミュニティに関する情報を提

供することにより、地域コミュニティの活性化を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考H2６ H27 H32

コミュニティ活動が充

実しているに対し「満

足」「まあ満足」と回答

した割合（％）

45.0 50.0 参考資料：市民意識調査

自治会加入率（％） 44.2 48.0 50.0 指標説明：加入世帯／市内世帯

単位自治会が自主的に

行う年間平均事業数（事

業）

9.5

17.0

10.0

19.0

指標説明：防犯パトロールやクリーン・オブ・

和光等の回数

・文書の流れを考慮し、名詞を統一する。

・指標名が明確ではなかったため、補足事項を追記する。

・Ｈ２７の目標値を既に達成したため、目標値を再設定する。



施策内容修正シート（別紙１）

１．方針名

２．方針の目的

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 市民協働推進センターとは、社会を構成するすべての領域での協働を推進し、より豊かな地域社会を創り上げ

ていくため、地域における課題の解決やライフスタイルの多様化に対応するためのさまざまな市民の活動の支援を行

うセンターのこと。

【イラスト】地域課題解決の概念図

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 市民活動推進課 関係課名

No.

協働型社会の構築６６

市民と行政が相互に理解・協力し合い、対等のパートナーとして、共通の課題や目標に向け

協力し、自立した協働のまちづくりを実現します。

社会の成熟に伴い、市民ニーズが多様化しており、行政の取組だけで市民ニーズを満たすこ

とが難しくなっています。そこで、今後は、社会全体で公共サービスを提供していくことが求

められています。

本市では、協働について、平成１９年８月に協働指針を策定し、拠点の整備を行うなど、協

働の推進に取り組んでいます。また、地域の人材を活用し、自立した市民の育成と新たな地域

コミュニティの形成に向けた支援をはじめ、協働の推進に向け、庁内の体制を整えているとこ

ろですが、市民意識調査では、市民と行政の協働の充実に対する満足度は１０．０％と低い水

準になっています。

本市では、協働について、平成２５年１月に協働指針を改定し、拠点の整備を行うなど、協働

の推進に取り組んでいます。

市民協働推進センター＊１の取組など、協働の推進に向けた情報を市民と共有することが求

められています。また、協働型社会の構築に向けた具体的な取組を実現するための制度の整備

が必要です。

さらに、地域課題を解決するための相談の場が分かりにくく、協働に関する情報提供が不足

しています。

そのほか、人と人をつなぐコーディネーターが充実していないなど地域課題解決を推進する

体制が十分ではありません。協働型社会の構築に向けては、より幅広い市民の参画が必要です。

主要課題
市民と行政が対等のパートナーとして協力し、自立した協働のまちづくり

を実現

課題解決の考え方 地域課題の認識と人と人とをつなぐ仕組みづくり

解決に向けた取組 ①相談しやすい環境づくり

６．取組内容

＊２ 中間支援組織とは、協働のパートナーを支援する組織のこと。

７．施策指標

８．修正理由等

課題解決の考え方 協働に関する情報不足への対応

解決に向けた取組 ②協働に関する情報の共有

課題解決の考え方 コーディネート役の育成による協働の活性化

解決に向けた取組 ③中間支援組織＊２の育成

課題解決の考え方 より幅広い市民の参画方法の検討

解決に向けた取組 ④新たな協働システムの構築・推進

① 相談しやすい環境づくり

地域において、市民協働推進センターが中心となって、協働事業をＰＲするとともに、市民

がいつでも相談できる体制をつくります。さらに、地域の人的資源を発掘し、市民同士をつな

ぐことで、新たな協働の担い手となる組織や自立した市民を育成し、よりよい地域コミュニテ

ィの形成を目指します。

② 協働に関する情報の共有

市民協働推進センターの取組や地域の課題について、広報紙や市ホームページなどを活用し、

市民との情報共有を図ります。

③ 中間支援組織＊２の育成

協働型社会の実現に向け具体的に取り組むため、地域に協働の取組を働きかけるコーディネ

ーターや中間的な支援を行う組織を育成します。

④ 新たな協働システムの構築・推進

市民から協働事業の提案を受けるなど、新たな協働システムを構築し、市民と行政の協働を

推進します。

指標名
現状値 目標値

備考H2６ H27 H32

市民と行政の協働が充

実しているに対し「満

足」「まあ満足」と回答

した割合（％）

15.0 20.0 参考資料：市民意識調査

地域課題相談件数（件） 250 300

協働事業数（件）
80

100

100

120

参考資料：県ＮＰＯ活動推進課協働事業等調

査

・協働指針の改定について追記する

・Ｈ２７の目標値を既に達成したため、目標値を再設定する。


