
母子保健に関する相談件数の推移

施策42　健康な次世代を育む母子保健の推進

 施策の目的

　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。

 平成23年度策定時の状況

 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、母子保健ケアマネジャーによる産前・産後ケアの充実を図っています。

　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　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。

＊１

 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。

＊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。
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資料：母子保健医療推進事業報告



主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①相談窓口機能の充実

②乳幼児の健康増進乳幼児に関する状況の把握と健康支
援策の推進

乳幼児の健やかな育成の母子に対す
る支援

③母子保健の推進母子保健サービスの強化

情報提供と相談窓口の機能の充実

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

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ケアマネジャーを配置し、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。

 施策指標

指　　標　　名

母子保健に関する相談件数（件）

こんにちは赤ちゃん訪問実施率（％）

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

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（％） 指標説明：４か月児、10か月児、１歳６か月児、３歳児
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食生活の満足度

施策43　健康で元気になる食育の推進

 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。

 平成23年度策定時の状況

　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　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。

 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、食育の在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

　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。

資料：食育推進計画　食育に関する調査（平成26年度実施）

＊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、様々な経験を通じて「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。
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＊１

よい生活を送れている
と思うが、今後さらに
良くしていきたい
25.9%

よい生活を送れている
と思うし、今後も維持
したい
41.2%

よい食生活とは
思っておらず、
改善していきたい
25%

よい生活を送れて
いるとは思っていな
いが、特に変える
気はない
7.4%

＊２

＊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。



主要課題 課題解決の考え方 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

②食と食育に関する情報提供の充実

世代に応じた食育の取組の実施

情報提供と団体などとの連携

食育による健康の維持・増進のため
の支援

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

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
　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、食育推進団体及び庁内の連携を図り、食育に関連
する様々な講座・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。

 施策指標

指　　標　　名

野菜を十分に取っている割合(%)

食生活の満足度の割合（％）

指標説明：H26は食育推進計画「食育に関する調査」

指標説明：H26は食育推進計画「食育に関する調査」
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がん検診受診率

施策44　安心できる健康づくりの推進

 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。

 平成23年度策定時の状況

　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。がん検診の精密検査受診率についても平均すると83.7％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。
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①総合的な健康づくり対策

②がん検診の充実

健康教育・健康相談の充実

がんに関する情報提供と検診受診の
啓発

生涯にわたる健康の確保への支援

 課題解決の考え方と取組

 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
別の総合的な健康づくりを充実します。

＊１

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。

 施策指標

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（％）

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（％）

特定保健指導実施率（％）

がん検診（肺・大腸・胃・乳・子宮） 
要精密検査受診率（％）

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

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

＊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。
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施策45　地域との連携による保健・医療体制の推進

 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。

 平成23年度策定時の状況

　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。

 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。第
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①健康や医療に関する情報提供

②関係機関との連携による医療体制
　の充実

健康意識の醸成と情報の提供

医療機関などとの連携による医療体
制の充実

市民の医療に対する不安の解消

 課題解決の考え方と取組

 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。

 施策指標

指　　標　　名

保健医療サービス満足度（％） 参考資料：市民意識調査
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35. 0
（H27） 35. 0

小児救急休日夜間診療延日数（日） 参考資料：朝霞地区救急医療施設運営費補助事業報告書550 550

輪番制による休日夜間診療延日数（日） 参考資料：朝霞地区救急医療施設運営費補助事業報告書437 437

Ｈ２６ Ｈ３２
現状値　　目標値

備 考


