
 
 
 
 
 
 

「しあわせ倍増プラン２００９」実績評価シート（１７事業） 
 
 
 

●９月２１日審議分● 

Ｈ22.9.21 第１８回都市経営戦略会議 会議資料 



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《37-1　食生活・運動》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

② 取組内容

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局 保健部 健康増進課　（問合せ先：048-829-1294）

【かんたん♪朝ごはんレシピ集パート２】

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

H24

・平成22年度は、食生活と運動による健康づくりに向けて、いきいき健康づくりグルー
　プの育成を各区保健センターで実施するとともに、ウォーキングをテーマとした公開
　講座の開催やウォーキングマップ等を掲載した健康倍増ガイドブックを作成します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

健康倍増ガイドブックの
作成・活用

・市民に親しみやすいウォーキングによる健康づくりなど、
　実効性のある方策を講じていく必要があります。

ウォーキングによる健康
づくり

全区に増やす

「いきいき健康づくりグ
ループ」育成教室

H24

・平成24年までに、健康寿命（注1）を男性17.0年、女性19.5年まで伸ばします。
・平成23年度末までに、食事バランスガイド（注2）を知っている人の割合を60％以上としま
　す。
・平成24年度末までに、意識的に体を動かすなど運動している人の割合を、男性35％以上、
　女性26％以上とします。

H21 H22 H23

 ・　ヘルスプラン21では、「栄養・食生活」「身体活動・運動」など7つの分野を設定し、市民の健康づくり
　　に取り組んでいます。
 ・　平成19年度に食育推進計画を策定し、食育の推進を図るとともに、健康教室、健康相談など栄養や
　　運動に関する各種事業を展開しています。
 ・　平成19年の市の健康寿命は、男性16.4年、女性19.2年です。
 ・　食事バランスガイドを知っている人は、47.8％（平成19年調査）、意識的に体を動かすなど運動して
　　いる人の割合は男性27.3％、女性22.3％（平成17年調査）です。

・ ヘルスプラン21の重点プログラムを中心に、市民が主体的に取り組む健康づくりを推進し
   ます。
・ 食生活や運動に関する講座などにより、市民一人ひとりの健康的な生活習慣づくりの支援
   や普及啓発を行います。
・ 健康づくりは継続していくことが最も重要であることから、習慣化や仲間づくりによる継
   続化を図るため、健康づくりを継続して行う「いきいき健康づくりグループ」を育成して
   いきます。また、健康づくりを自主的に行っている既存グループについても、活動が中断
   しないよう支援をしていきます。
・ ウォーキングマップの作成、イベントの開催、ウォーキンググループの活動紹介などを通
   して、ウォーキングによる健康づくりを推奨していきます。
・ 自主グループや食生活改善推進員などと協働して、食と運動に関する「健康倍増ガイドブ
   ック」を作成し、ガイドブックを活用して健康づくり情報を市民へ発信します。

(注2)食事バランスガイドとは、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかをコマに例えた一目でわかる食事の目安。「主食」「副
       菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の５グループに分類した食事をバランスよくとれるよう、それぞれの適量をわかりやす
　　　く示すもの。

健康倍増ガイドブックの作
成・活用

全区に増やす

(注１)健康寿命とは、65歳に達した市民が、健康で自立した生活を送る期間、具体的には「要介護2」以上になるまでの期
        間。

ヘルスプラン21の推進

「いきいき健康づくりグ
ループ」育成教室

ウォーキングによる健康
づくり

事業費（千円） 3,285

（市民満足度向上に向けた取組）
・市民にとって利用しやすいように、母親学級での調理実習
　に基づいた意見を取り入れ、実践的なレシピ集を作成しま
　した。
（コスト・効率性）

　ヘルスプラン21の重点プログラムを中心として、次
  のような取組を行いました。
・「食と運動」をテーマに健康づくり公開講座を2回開
  催しました。（参加者132名）食と運動に関する講義
　に併せて、運動実技を取り入れ、より実践的な普及
　に努めました。
・6月の食育月間に、保健センターの母親学級におい
　て、「朝ごはんレシピ集」を使用した調理実習を行う
　など、実践的な普及を行いました。実習時に得られた
　市民の声を取り入れ、「かんたん♪朝ごはんレシピ集
　パート２実践編」を作成し、10月の「朝ごはんを食
　べよう強化月間」に配布しました。

・なお、平成20年の健康寿命は、男性16.6年、女性
　19.4年といずれも0.2年延伸しています。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

（課題）

ヘルスプラン21の推進
推進

・レシピ集の作成・配布に加え、「食育なび」や市のホーム
　ページにも掲載し、コストをかけずにより広く活用できる
　ようにしました。

37　食生活や運動習慣の改善を支援し、健康寿命の延伸を目指します。
　　～元気倍増大作戦～(4年以内)



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《37-2　介護予防》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）
・

・ （市民満足度向上に向けた取組）
・

（コスト・効率性）

② 取組内容
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　高齢福祉課　（問合せ先：048-829-1260）
　　　　　保健福祉局　福祉部　介護保険課　（問合せ先：048-829-1264）

・健康寿命延伸のため、参加者数の増加を図るとともに、さ
　らには、うんどう遊園地域指導員の派遣等により地域にお
　ける自主活動を活発化させていく必要があります。

・介護予防一般高齢者施策事業の平
　成21年度の目標数12,000人を大幅
　に上回る、17,481人の参加を得た
　ので、進捗度を「ａ」と判断。

９点ａ →

⑤ 評価理由

・介護予防特定高齢者施策事業については、平成21年
　度は、参加者が1,228人となり、目標である1,200人
　を達成しました。
・介護予防一般高齢者施策事業については、平成21年
　度から「うんどう遊園地域指導員派遣事業」と「介
　護予防講座（1・2月）」を新規に立ち上げ、参加者
　数が大幅に増えました。事業全体では17,481人、目
　標の約1.4倍の参加がありました。
・介護予防水中運動教室事業については、参加者目標
　を2人上回る152人の参加がありました。

うんどう教室の様子（南区）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績）H24

・介護予防講座の参加者にアンケートを実施したところ、
　95%以上の参加者から満足したとの回答を得ています。

・更なる参加者数の増加に向け、各教室の案内について市報やポスター等により周知を
　行います。

H22 H23

（課題）

・ボランティアのうんどう遊園地域指導員による活動を広く
　実施しました。

介護予防特定高齢者施策
事業 参加者目標

1,200人 1,400人

高齢者に向けた各事業の実施回数を増やすとともに、医療機関や地域包括支援センターと連
携して、特定健診などの受診率の向上に努め、生活機能評価において生活機能の低下がみら
れ要介護（要支援）になる恐れがあると判定された高齢者には、介護予防特定高齢者施策事
業への参加を促します。
生活機能評価において、元気な高齢者と判定された人には、介護予防一般高齢者施策事業へ
の参加を促します。

H23

1,600人

介護予防一般高齢
者施策事業

介護予防・生活支援事業
（介護予防水中運動教室
事業）

参加者目標
150人

・平成24年までに、健康寿命を男性17.0年、女性19.5年まで伸ばします。
・平成24年度末までに、介護予防特定高齢者施策事業（注1）の参加者を1,800人に増やしま
　す。
・平成24年度末までに、介護予防一般高齢者施策事業（注2）の参加者を15,000人に増やしま
　す。
・平成24年度末までに、介護予防・生活支援事業（介護予防水中運動教室事業）（注3）の参
　加者を210人に増やします。

H21 H22

1,800人

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

高齢者が元気に過ごすため、介護予防事業や一般高齢者を対象とした運動や栄養に関する各種
教室などの事業を展開しています。
平成19年の市の健康寿命は、男性16.4年、女性19.2年です。
介護予防特定高齢者施策事業参加者は1,098人、介護予防一般高齢者施策事業参加者は11,348
人、介護予防水中運動教室事業参加者は135人です。（平成20年度）

達 成 度
進捗度 加点･減点

参加者数
17,481人

170人

13,000人

介護予防一般高齢
者施策事業

14,000人

参加者目標
1,400人

190人

参加者目標
12,000人 15,000人14,000人

210人

参加者目標
13,000人

介護予防特定高齢者施
策事業

参加者数
1,228人

H24

参加者目標
170人

15,000人

210人

1,600人 1,800人

190人

介護予防・生活支援事業
（介護予防水中運動教室
事業）

参加者数
152人

(注2)介護予防一般高齢者施策事業とは、元気な高齢者を対象に現在の健康を維持・向上してもらうために、高齢者向けの
　　　運動やストレッチ、また介護予防に関する知識や情報の提供を行うため、各種プログラムを実施するもの。

(注3)介護予防・生活支援事業(介護予防水中運動教室事業）とは、健康に不安を抱えるか、要支援1･2の方を対象とした介
　　　護予防事業。

(注1)介護予防特定高齢者施策事業とは、要介護（支援）になる恐れのある方（元気アップシニアと呼んでいる）を対象に、運
      動器の機能向上や口腔機能向上、栄養改善指導等の事業を実施し、要介護（支援）状態への悪化を防止するもの。

事業費（千円） 174,065

37　食生活や運動習慣の改善を支援し、健康寿命の延伸を目指します。
　　～元気倍増大作戦～(4年以内)



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《38-1　多目的広場整備方針の決定》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）
・

・

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容

・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　市民・スポーツ文化局　スポーツ文化部　スポーツ企画課　（問合せ先：048-829-1729）
　　　　　財政局　財政部　用地管財課　　　　　　　　　　　　　　（問合せ先：048-829-1191）

H24

・未利用地を活用したスポーツもできる多目的広場の整備に向けて、管理運営
　手法などに関する研究会を設置し、平成22年6月までに整備方針を決定しま
　す。

H21 H22 H23 H24

研究会設置・整備方針の
決定

（１月）研究会設置

スポーツもできる多目的
広場の新設・整備

未利用地の情報収集・用
地活用の検討

研究会設置・整備方針の
決定

市有の多目的広場は、公園の一部を市民が利
用できる広場として整備しています。
未利用地を活用したスポーツもできる多目的広
場の計画等は、策定していません。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

未利用地（市有未利用地、遊水地、都市計画道路用地、大学グラウンド用地等）を活用した
スポーツもできる多目的広場を整備するため、学識経験者、ＮＰＯ法人などで構成する研究
会を設置し、管理運営手法などの問題解決のための整備方針を決定します。
整備方針に基づき、未利用の市有地や民有地についての情報収集、用地活用の検討を行い、
新たにスポーツもできる多目的広場を整備します。

・研究会の提言を受けて整備方針を策定・決定し、その整備方針に基づいた広場整備を実施
　するとともに、多目的広場ごとの管理運営方法について検討します。
・未利用地の情報収集を引き続き行い、用地活用方法を検討します。

・未利用地を所管する担当課が、多目的広場の開設に向けた調整・
　検討を早急に進める必要がある。
・個人利用に向けて、これまでの利用実態（既得権等）を整理し、
　利用方法について検討する必要がある。

（３月）台帳作成・図面化

未利用地の情報収集・用
地活用の検討

西　区　　　　２３
北　区　　　　１５
大宮区　　　　　３
見沼区　　　　２７
中央区　　　　　９
桜　区　　　　　３
浦和区　　　　　９
南　区　　　　　５
緑　区　　　　１３
岩槻区　　　　２５

合　計　　　１３２

（市民満足度向上に向けた取組）
・市民の意見を取入れた管理運営手法とするため、平成２１年
　１０月末に「さいたま市民スポーツ意識に関する調査」を実
　施し、その結果を踏まえて研究会において検討しました。

　　　－

【未利用市有地の状況】

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

スポーツもできる多目的
広場の新設・整備

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

・広場の管理運営手法等の課題を整理し、解決するため
　の整備方針を策定するため、平成２２年１月に学識経
　験者3名、地域のスポーツクラブ等の市民団体関係者3
　名、行政関係者3名で構成される「スポーツもできる
　多目的広場管理運営研究会」を設置しました。
・平成２１年度は、研究会を３回開催し、管理運営手法
　の課題の整理に向けた検討を進めました。
・また、新たにスポーツもできる多目的広場を整備する
　ため、多目的広場倍増プロジェクトチームの会議を５
　回開催し、未利用地の情報収集や、その情報を基にし
　た台帳の作成及び台帳の図面化を行い、具体的な用地
　の活用方法の検討を進めました。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

事業費（千円） 0

【つつじヶ丘公園（北区）内の多目的グラウンド】

38　遊休地などを活用した、スポーツもできる多目的広場を倍増します。（4年
以内）



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《38-2　都市公園内のグラウンド等の個人への開放》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定
・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　都市局　都市計画部　都市公園課　（問合せ先：048-829-1420）

都市公園内のグランド等
の個人への開放

・平成２２年度中に開放施設と開放日を設定し、平成２３年度当初から個人への開放をする
　予定です。

開放

H22 H23

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績）

開放

現況調査・条例改正の必
要性の検討

検討
検討・利用施設、利用日

の設定

・運動施設がある３９公園のうち、どの施設を何日程度
　開放するか検討を進めました。
・団体利用の少ない平日を基本に検討していますが、団
　体利用者と個人利用者の利用日時の検討を始めまし
　た。
・条例改正の必要性については、個人利用に供すること
　に関して制限があるか精査をしました。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

・３９公園の利用状況を調査し、開
放公園の候補を検討した。調査の結
果、土日祭日の稼働率は、ほぼ１０
０％であるが、平日の稼働率は１
０％を割るもの、９０％を超えるも
のと施設によってまちまちであっ
た。

都市公園の中でグラウンド等の運動施
設がある公園は39公園ありますが、団
体利用が中心のため、個人利用は制
限されています。

都市公園内のスポーツのできる広場については、団体利用の少ない平日などに開放日を設
け、だれもが気軽にスポーツができる機会を増やします。
条例改正などの必要性を検討し、開放日の利用は無料とします。

H24

・平成22年度末までに、都市公園内のグラウンド等の運動施設に個人利用がで
  きる開放日を設け、だれもが気軽にスポーツができる機会を増やします。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

都市公園内のグラウンド
等の個人への開放

現況調査・条例改正の必
要性の検討

　　　－

　　　－

・個人開放日の管理運営については、安全管理上、施設ごとに
　人を配置するなど十分に検討する必要がある。

事業費（千円） 0

H24

西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区

街区公園 14 3 5 5 1

近隣公園 13 3 1 4 1 1 1 2

総合公園 8 1 1 1 1 1 1 2

運動公園 1 1

都市緑地 3 1 1 1

合　計 39 5 8 1 10 2 4 2 0 3 4

公園種別

【運動施設がある３９公園の内訳】

38　遊休地などを活用した、スポーツもできる多目的広場を倍増します。
 　（４年以内）



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《38-3　民有地を活用した多目的広場の整備》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　都市局　都市計画部　都市公園課　（問合せ先：048-829-1420）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

事業費（千円） 0

（市民満足度向上に向けた取組）

　　　ー

情報交換プラットホーム
の構築

構築構築検討

民間児童遊園地・借地公
園の整備（２か所）

民間児童遊園地・借地公
園の整備（2か所）

情報交換プラットホームの
構築

民有地を活用したスポーツもできる広
場（民間児童遊園地（注1）・借地公園
（注2））は、2か所あります。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

ホームページ等を活用して民有地の情報収集などを行う情報交換プラットホーム（注3）を
新たに構築し、公園用地の確保を積極的に行い、スポーツもできる広場として民間児童遊園
地や借地公園を新設します。

H24

・平成24年度末までに、民有地を活用したスポーツもできる広場を2か所から4
　か所以上に増やします。

H21 H22 H23

・平成２１年度は、情報交換プラットホームに掲載する
   情報内容について検討しました。
・都市公園予定地及び民間児童遊園地候補地の中で、ス
　ポーツもできる広場となりうる候補地の絞込みをしま
　した。

⑤ 評価理由

･情報交換プラットホームは市のホームページを利用することによ
　り、コストをかけずに行うこととしました。

･スポーツもできる広場として整備するに当たり、近隣住民の理解を
　得ることが必要です。

・スポーツもできる広場となりうる
　候補地の絞込み（２ヶ所）をし
　た。

H21（実績） H24

構築

検討

（注1）民間児童遊園地とは、自治会等が設置及び管理をし、市民のだれもが自由に利用できる公園。
（注2）借地公園とは、民有地等を借地方式により整備する公園。
（注3）情報交換プラットフォームは、民有の未利用地情報を収集するため、土地所有者と市とがホームページ等を活用 して
　　　　情報交換を行うシステムをいう。

・平成２２年度中に情報交換プラットホームを市のホームページ上にアップし、収集した情
　報をもとに民有地を活用した都市公園（借地公園）及び民間児童遊園地を平成２４年度
　までに整備します。

実施設計 整備・実施設計

H22 H23

整備

　　　　　　　　

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

【民間児童遊園地：中川自治会広場（見沼区）】

38　遊休地などを活用した、スポーツもできる多目的広場を倍増します。
 　（４年以内）



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《38-4　「（仮称）スポーツふれあい広場」の整備》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）
② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　都市局　都市計画部　都市公園課　（問合せ先：048-829-1420）

　　　　　　　　

（注1）住区基幹公園とは、安全で快適かつ健康的な生活環境およびレクリエーション・休養のためのスペースを確保し、住
　　　　民の日常的で身近な利用に供するために設置される基幹的な公園。その機能から街区公園・近隣公園・地区公園に
　　　　区分される。

事業費（千円）

H22 H23

達 成 度
進捗度

H24

「（仮称）スポーツふれあ
い広場」整備

調査検討 ２か所
３か所

（累計：５か所）
５か所

（累計：１０か所）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績）

・学識経験者3名、地域のスポーツクラブ等の市民団体
　関係者3名、行政関係者3名で構成される「スポーツも
　できる多目的広場管理運営に関する研究会」で協議を
　し、都市公園内に整備する「（仮称）スポーツふれあ
　い広場」の管理運営方法について検討を進めました。
・「（仮称）スポーツふれあい広場」の公園設置につい
　て関係各課及び公園管理者の指定管理者と協議しまし
　た。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

・（仮称）スポーツふれあい広場の
　候補地の絞込みをした。既存公園
　における広場の整備は植栽など
　により、敷地を区分する方法で
　検討しています。

　　　ー

「（仮称）スポーツふれあ
い広場」整備

市民に最も身近な公園である住区基幹公園（注
1）では、スポーツのできる広場がある公園を除
き、トラブルを防止するため、原則としてボール
投げ等を禁止しています。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

平成22年6月に策定予定のスポーツもできる多目的広場の整備方針に基づき、市民に身近な
公園内の一角に「（仮称）スポーツふれあい広場」を整備します。

調査検討
5か所

（累計：10か所）
2か所

H24

・平成24年度末までに、公園内の一角にボール遊びなどのスポーツもできる
「（仮称）スポーツふれあい広場」を、各区に1か所整備します。

H21 H22 H23

3か所
（累計：5か所）

・市民の身近な公園の一角に最小限のコストで整備することとして
　います。

･空間の区域分けに当たっては、利用者全員が安心安全に利用でき
　るよう十分に検討する必要があります。

0

・管理運営方針が決定後、この方針に沿って実施設計及び整備に着手する予定です。

加点･減点
７点b →

【公園に設置している「球技禁止」の掲示】

38　遊休地などを活用した、スポーツもできる多目的広場を倍増します。
 　（４年以内）



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《38-5　大学との連携による多目的広場の整備》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）
② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　市民・スポーツ文化局　スポーツ文化部　スポーツ企画課　（問合せ先：048-829-1729）

H24

・平成24年度末までに、市内にある大学と連携し、学校施設内の一部を活用した
スポーツができる多目的広場を3か所整備します。

H21 H22 H23

1か所
(累計：2か所）

1か所
(累計：3か所）

1か所市民が利用できるグラウ
ンド等の活用

大学グラウンドの調査・大
学との調整

キャンパス開放事業を実施している大学はありま
すが、スポーツができる多目的広場として、市民
利用に提供している大学はありません。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

市内にある大学のうち、連携可能な大学と調整を図り、学校施設内の一部を市民が利用でき
るスポーツもできる多目的広場として整備を行います。

・学校施設内の一部を活用した広場の整備や大学の特色
　を生かした管理運営方法の確立に向けて、市内にある
　大学のうち、包括協定を締結している埼玉大学と調整
　を行い、学内の意見調整・課題の抽出等を進めていま
　す。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

事業費（千円） 0

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・引き続き、学校施設の一部を活用したスポーツができる多目的広場の具体的な整備方法
　や、整備後の管理運営方法について大学と調整を進め、多目的広場の整備を進めていき
　ます。

1か所
(累計：2か所）

H22 H23

（参考）
・市民と行政との協働を推進する本
　市と、地域に開かれた大学を目指
　す埼玉大学では、これまで行って
　きた連携実績を基盤とし、お互い
　の持つ特色を活用することで、地
　域課題に迅速かつ適切に対応し、
　活力ある地域社会の形成に寄与す
　ることを目的に、平成２０年３月
　１０日に包括協定を締結し、スポ
　ーツの振興に関することなどにつ
　いて連携していくこととしていま
　す。

大学グラウンドの調査・大
学との調整 （１2月）大学との調整

H21（実績） H24

1か所
(累計：3か所）

・学内の意見調整においては、広場の管理運営方法、安全管理などの対応
　策が課題とされています。今後、市の整備方針を確認の上検討するとさ
　れており、策定が遅れている整備方針を早急に策定する必要がありま
　す。

　　　－

　　　－

1か所市民が利用できるグラウ
ンド等の活用

【学校施設を活用した多目的広場整備のイメージ】

38　遊休地などを活用した、スポーツもできる多目的広場を倍増します。（4年
以内）



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《38-6　農業関連施設へのスポーツもできる多目的広場の整備》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

―

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　経済局　経済部　農業環境整備課　（問合せ先：048-829-1377）
　　　　　財政局　財政部　用地管財課　　　（問合せ先：048-829-1191）

（コスト・効率性）

多目的広場の整備

農業施設内での整備実
施手法と事例調査

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

1か所（市民の森・見沼グ
リーンセンター）

1か所（農業者トレーニン
グセンター）

H21（実績） H24H22 H23

1か所（農村広場）

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、「ｂ」
　と判断。

⑤ 評価理由

平成22年6月に策定予定のスポーツもできる多目的広場の整備方針に基づき、平成24年度末
までに、農業施設の敷地内にスポーツもできる多目的広場を3か所整備します。

・研究会において広場の整備・管理・運営のあり方をさらに検討し、22年度中に農村広場１か所
　の多目的広場としての活用を行います。

・市民団体関係者を委員に含めて研究会を開催しています。

（市民満足度向上に向けた取組）

・スポーツもできる多目的広場を設置するに当たり、整
　備・管理・運営についての課題や解決策等を検討する
　ため、学識経験者3名、地域のスポーツクラブ等の市民
　団体関係者3名、行政関係者3名で構成される研究会を
　3回（Ｈ22年１～3月）開催しました。
・また、農業施設の利用状況や敷地の広さなど現地調査
　を実施し、配置等整備方法について下記のとおり検討
　しました。
・農村広場のソフトボール場を多目的広場として活用す
　るため、利用時間や活用方法等を検討。
・市民の森・見沼グリーンセンターの芝生広場及び農業
　者トレーニングセンターの緑の広場については、各々
　が一体的な利用形態であるため、広場内の一部にゾー
　ニングを施した整備は困難であり、全体を多目的広場
　として利用可能とすべく利用規程等を検討。

・ 研究会において、広場の整備・管理・運営についての基本的な考
　え方が整理されましたが、今後、整備・管理・運営の具体的な方法
　について検討する必要があります。

（課題）

市有農業施設内は、一部の運動広場を除き、芝
生広場において安全確保・トラブル防止のため
球技等を禁止しています。

《市有農業施設（3か所）》
①農村広場（見沼区）
②市民の森・見沼グリーンセンター（北区）
③農業者トレーニングセンター（緑区）

1か所
　　　　

1か所

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

・平成24年度末までに、3か所の市有農業施設の敷地内にスポーツもできる多目
　的広場を整備します。

H21 H22 H23

1か所

事業費（千円） 0

多目的広場の整備

農業施設内での整備実施
手法と事例調査

【市民の森・見沼グリーンセンター（北区）】

ソフトボール場

芝生広場

花畑

ゲートボール場

自由広場

38　遊休地などを活用した、スポーツもできる多目的広場を倍増します。
 　（４年以内）

農村広場への整備検討状況

・既存の「ソフトボール場」を多目的広場として活用
することを検討。

（主な成果等）



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《39-1　総合防災情報システムの構築》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　危機管理部　防災課　（問合せ先：048-829-1126）

・総合防災情報システムに関し、ハード、ソフト面に関する問題点や構築する環境等に
　ついて引き続き検討し、平成23年度予算要求に向けて取り組んでいきます。

事業費（千円） 0

加点･減点

　－

・市全体のシステムサーバーの設置スペースが飽和状態であるこ
　とから、新たなシステム用のサーバーの設置スペースを確保する
　必要があります。

H21（実績）H24

・平成24年度末までに、災害発生時に迅速で的確な情報の収集と提供を行うた
　め、総合防災情報システムを構築します。

H21 H22 H23

・平成２３年度からのシステム構築に向け、必要な機
　能、作業工程、経費等についての検討・協議を庁内
　で行いました。また、関東近郊の政令指定都市にお
　けるシステムの構築状況及び既製の総合防災情報
　システムパッケージソフトについて比較検討するた
　め、必要な情報収集を行いました。
・備蓄物資管理、職員参集、避難場所情報管理等の各
　システムの効率的な統合、管理のあり方を検討した
　ほか、具体的なサーバの設置場所や避難場所との
　ネットワークの構築方法等、ハード・ソフト両面の
　課題を整理しました。

【総合防災情報システムの検討メニュー】

　－

【他の指定都市の導入状況】

⑤ 評価理由

達 成 度
進捗度

７点b →

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

H22 H23

システムの構築

システム導入検討

システムの構築

システム導入検討

気象情報や震度情報、河川水位情報は、個別
に収集していますが、人（職員）の管理や物資の
管理、地理情報を備える総合的なシステムは導
入していません。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

新たに、職員参集・安否確認システムや避難場所管理システム、備蓄物資管理システム、
防災地理情報システム、被害予測システム、Jアラートなどを整備し、現在運用中の気象情
報、震度情報、河川水位情報との統合による効果的かつ効率的な総合防災情報システムを
構築します。

H24
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

39　万全な危機管理体制を構築します。（４年以内）

【防災気象情報システム】

・備蓄物資管理
・職員参集
・防災地図情報
・避難場所情報管理
・防災情報の提供
・緊急地震速報

構築済：札幌市、仙台市、横浜市、
　　　　川崎市、名古屋市、京都市、
　　　　大阪市、神戸市、広島市、
　　　　北九州市
整備中：千葉市、新潟市、浜松市



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《39-2　危機事案発生時の初動体制の確保》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

・
（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

・ ⑥ 今後の取組・予定

・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　危機管理部　安心安全課　（問合せ先：048-829-1125）

　－

・専用のシステムサーバを備えるのではなく、業者のシステムサーバを
　賃借することにより、経費を抑えました。

・職員参集システムについて、実際に市対策本部等を設置する
  災害等が発生していないため、運用実績がなく、対象となる
  幹部職員に対して、危機発生時における迅速な返信を含め、
  参集に関する指導・訓練を今後も継続して行う必要があります。

事業費（千円） 3,025

H24

・危機事案発生時の初動体制の確保を図るため、平成21年9月から職員の宿日直
　体制を整備します。
・平成21年度中に、職員の動員を速やかに行う職員参集システムを構築します。

H21 H22 H23

●
9月

総合防災情報システムに
統合

危機発生時の動員体制については、
電話等による緊急連絡網を整備して
います。
夜間・休日等の連絡動員体制につい
ては、職員による宿日直体制は導入し
ていません。

職員参集システムの構築

宿日直体制

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

平成21年9月から、夜間・休日等に職員を24時間体制で配置することにより、危機事案発生
時の速やかな初動体制を確保します。
平成21年度中に、携帯電話へのメール送信による職員参集システムを構築し、初動体制の確
保をより万全なものとします。
平成24年度までに、職員参集システムを総合防災システムに統合します。

加点･減点

７点b →

達 成 度
進捗度

・危機発生時の初動体制の確保を図るため、これまでの
　緊急連絡網による動員体制に加え、管理職職員２名に
　よる休日・夜間（年末年始を含む）の宿日直体制を平
　成２１年９月に整備しました。
・職員動員の連絡を、メール送信により速やかに行う
　ための職員参集システムを平成22年2月に構築し、
　運用を開始しました。 職員参集システムのイメージ

・危機事案発生時の初動体制の確保を図るため、引き続き宿日直体制の見直しを含め
　た整備及び職員参集システムの運用を行います。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

宿日直体制
　　9月 宿日直体制整備

職員参集システムの構
築・運用

　
　　　　　　2月 構築・運用

総合防災情報システムに
統合

39　万全な危機管理体制を構築します。（４年以内）

【危機事案とは】
　市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼ
す災害や事件・事故（おそれがある場合を含む。）、
あるいは、行政の信頼性を損なう事態をいい、以下
の三つに大別する。

　1 災害…暴風、豪雨、地震等や異常な自然現
     象又は大規模な火事若しくは爆発等
  ２ 武力攻撃事態等及び緊急対処事態…武力
     攻撃、武力攻撃の手段に準じて多くの人を
     殺傷する行為が発生した事態又は発生す
     る明白な危険が切迫していると認められる
     事態
  ３ 緊急事態等…テロ、感染症、環境汚染、行
     政の信頼を損なう事件・事故

皆さん、参集し
てください！

返信

■対策本部会議等の開催
■職員参集

幹部職員 幹部職員 幹部職員



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《39-3　防災ボランティアコーディネーターの養成と避難場所運営体制の構築》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

・

（コスト・効率性）

（課題）
② 取組内容
・

・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　危機管理部　防災課　（問合せ先：048-829-1126・1127）

・防災士の養成に当たっては、各地域で偏りなく地域防災力向上を図る
　ため、市内在勤・在学・在住の方や自主防災組織の方を対象に幅広く
　養成を行いました。

H24

防災ボランティアコーディ
ネーター養成研修

事業費（千円） 3,518
（注1）防災ボランティアコーディネーターとは、災害発生時にボランティアとの調整を図るため、被災者とボランティアのかけは
　　　　しとなる役割を果たすもの。
（注2）防災士とは、防災力向上のための活動を行う十分な意識・知識・技能を有する者として、防災士認証規準に基づき認
　　　　定される者。
（注3）避難場所運営委員会とは、市内小中学校などを拠点として地震災害時の避難生活に備え、自主的な訓練その他の活
　　　　動を行うため、避難区域の自主防災組織を主体に構成するもの。

・避難場所運営委員会の設置については、事業の周知・啓発不足があり、
　実際の設置にいたるまで期間を要したことから、積極的な周知・啓発を
　行う必要があります。

　
　200人

(累計：600人）

150人
（累計：500人）

　
200人

　(累計：400人）

・平成22年度以降は、事業計画に基づき防災ボランティアコーディネーター及び防災
　士を養成するとともに、避難場所運営委員会の設置を推進します。

　
200人

26か所
（累計：144か所）

26か所
（累計：170か所）

19か所
（累計：118か所）

避難場所運営委員会
設置
（既存設置数：99か所）

26か所
（累計：196か所）

150人
（累計：200人）

H24

・平成24年度末までに、防災ボランティアコーディネーター（注1）を600人、防災士（注2）
　を500人養成します。
・避難場所の運営体制を構築するため、平成24年度末までに、避難場所運営委員会（注3）を
　公民館を除くすべての避難場所へ設置します。

H21 H22 H23

防災士養成研修講座

防災ボランティアコーディ
ネーター養成研修

50人 150人
（累計：350人）

防災ボランティアコーディネーター600人を養成するため、自主防災組織からの参加者などを
対象とした、養成研修を実施します。
地域の避難場所運営委員会の核となって活動する防災士500人を養成するため、防災士養成研
修講座を実施します。
自主防災組織などと協議を行い、平成24年度末までに、公民館を除くすべての避難場所（196
か所）に避難場所運営委員会を設置します。

防災ボランティアコーディネーターの養成は、
行っていません。
住民主体の避難場所運営のため、99か所の避
難場所に避難場所運営委員会が設置されてい
ます。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

※H22.3.31現在

⑤ 評価理由
・避難場所運営委員会について、計画
　目標の設置数に至らなかったことか
　ら進捗度を「C」と判断。ただし防災士
　の養成について、計画目標を上回る
　人数を養成した点を加点。

加点･減点

５点c  

達 成 度
進捗度

200人
　(累計：600人）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

・平成２２年１月に防災士養成研修講座を開催し、
　６３名の防災士を養成しました。
・避難場所運営委員会を５ヶ所設置しました。
　　＜内訳＞
　　　西　区（馬宮東小学校、馬宮西小学校）
　　　中央区（鈴谷小学校）
　　　緑　区（東浦和中学校、プラザイースト）

150人
（累計：500人）

避難場所運営委員会
設置
（既存設置数：99か所） 5か所設置

26か所
（累計：130か所）

30か所
（累計：160か所）

36か所
（累計：196か所）

防災士養成研修講座 H22.1講座開催
(63名養成)

150人
（累計：200人）

　　　－

150人
（累計：350人）

200人 200人
　(累計：400人）

39　万全な危機管理体制を構築します。（４年以内）

避難場所(公民館を除く)　196か所

小学校 １０３校

中学校 　５７校

高等学校 ２３校

１３施設

　５４か所公民館

避難場所の区分

学
校

その他

 

区名 防災士養成人数
避難場所運営 
委員会設置数 

西区 6 4 
北区 10  3 
大宮区 12  4 
見沼区 7 8 
中央区 5 6 
桜区  1  9 
浦和区  8 19 
南区  7 14 
緑区  3  7 
岩槻区  4 30 
合計 63 104 



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《39-4　災害時要援護者への支援》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

・
・ ⑥ 今後の取組・予定

・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　危機管理部　防災課　（問合せ先：048-829-1126）

「個別避難支援プラン」作
成の要請・支援

事業費（千円） 0

「個別避難支援プラン作
成マニュアル」の策定

H24

災害時要援護者（高齢
者）名簿配布・更新 H21・6月

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H23

・平成２１年６月に各自主防災組織会長（未結成の場
　合は自治会長）に高齢者（65歳以上）の単身者及び
　高齢者のみの世帯の名簿の配布を行いました。
・障害者名簿については、福祉担当部署と連携して
　作成の準備を進めています。
・モデル地区を選定して検証を行うため、「個別避難
　支援プラン作成マニュアル（案）」を策定しました。

・個人情報保護の観点から、名簿を活用した地域での支援体制
  の構築が進まないケースが見受けられましたので、対応を検討
　する必要があります。

災害時要援護者（障害
者）名簿作成

・平成２１年６月に配布した高齢者名簿の更新を行うとともに、障害者名簿の作成配
　布を行います。
・モデル地区で検証を行い、「個別避難支援プラン作成マニュアル」の策定を進めま
　す。

災害時要援護者名簿配布状況一覧

　－

　－

H21（実績） H22

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

災害時の要援護者名簿は、配布して
いません。

平成21年度は、災害時要援護者のうち、高齢者（65歳以上）の単身者及び高齢者のみの世帯
の名簿を作成し、支援活動の中心となる各自主防災組織へ配布します。
平成22年度は、災害時要援護者のうち、障害者を対象とした名簿を作成します。
平成23年度は、日頃の見守り活動や災害時の安否確認・避難誘導等に活用するための「個別
避難支援プラン作成マニュアル」を策定します。
平成24年度は、各自主防災組織への個別避難支援プラン作成の要請・支援を行います。

災害時要援護者（障害者）
名簿作成

災害時要援護者（高齢者）
名簿配布・更新

　　　　

「個別避難支援プラン作成
マニュアル」の策定

「個別避難支援プラン」作
成の要請・支援

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

・平成23年度までに、災害時要援護者への支援を充実するため、「個別避難支
　援プラン作成マニュアル」を策定します。

H21 H22 H23

39　万全な危機管理体制を構築します。（４年以内）

要援護者

さいたま市 地域住民・関係機関



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《39-5　マンホールトイレの整備》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

・

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　危機管理部　防災課　（問合せ先：048-829-1127）

33,432

H24

・平成24年度末までに、避難場所である市立小・中・高等学校100校に600基の
　災害用マンホール型トイレ（注1）を整備します。

H21 H22 H23

　　　　

30校180基
（累計：70校420基）

30校180基
（累計：40校240基）

災害用マンホール型トイレ
の整備

避難場所には、組み立て式トイレや簡易トイレが
2,922基整備されています。
災害用マンホール型トイレは、平成21年度から5
年間で市立学校90校に540基を整備する計画と
なっています。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

平成21年度から6年間で、避難場所である市立小・中・高等学校全162校に災害用マンホール
型トイレの整備を進めます。
平成24年度までの4年間では、100校を対象に１校当たり6基の設置を基本に合計600基の災害
用マンホール型トイレの整備を行います。

10校60基 30校180基
（累計：100校600基）

達 成 度
進捗度 加点･減点

災害用マンホール型トイ
レの整備

10校64基 30校180基
（累計：40校244基）

30校180基
（累計：70校424基）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績）

（注1）災害用マンホール型トイレとは、ライフラインが途絶するような大規模災害時に必要に応じて設置する仮設トイレで、平
　　　　常時はマンホール型の蓋の中に必要な機材を収納しており、災害時等に、マンホールの中から機材を取り出してトイ
　　　　 レとして使用できる設備。

事業費（千円）

H22 H23

７点

H24

30校180基
（累計：100校604基）

b →

・平成２２年度から３年間で、避難場所である市立小・中・高等学校９０校に１校あた
　り６基の設置を基本に災害用マンホール型トイレの整備を進めます。

・平成２２年３月までに、各区１校、計１０校の避難
　場所に６４基設置しました。
・災害発生から復旧開始の目安である概ね3日間程度の
　使用が可能となるよう整備を行いました。
・平成22年度の設置に向けて対象となる学校３０校
　と調整し、現地調査や設計を行いました。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

・マンホール型トイレを設置した場所で、近隣住民の方を対象とし
　た取扱い等の説明会を実施しました。

・避難場所の収容人数に合わせた整備を行った結果、当初予定
　の60基から増加して64基となりましたが、使用材料や工法の工
　夫により予算内で竣工しました。

・学校によっては敷地面積が限られているため、１校当たり６基と
　いう基準に沿って設置することが困難な場合がありますので、
　対応を検討する必要があります。

39　万全な危機管理体制を構築します。（４年以内）

【災害用マンホール型トイレのイメージ図】

便槽(約600㍑）

ﾃﾝﾄ(便槽内に収容）

地中

※１基あたりのマンホールトイレで、１日あたり
　１００人程度の人数で概ね３日間対応できます。



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《39-6　新型インフルエンザ対策》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

・

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　保健部　地域医療課　　　（問合せ先：048-829-1292）
　　　　　保健福祉局　保健所　疾病予防対策課　（問合せ先：048-840-2220）

（注）N95マスク･･･米国労働安全衛生研究所
　　　のN95という規格をもつ微粒子用マスク
　　　サージカルマスク･･･感染防護用マスク

・備蓄品保管のため、市施設の空きスペースを全庁的に探し
　て確保し、保管コストを削減しました。

・備蓄品の使用期限が近づいた時の有効活用を医師会等も含
　めて検討する必要があります。

H24

新型インフルエンザ対策
行動計画、保健所対応マ
ニュアルの随時改定 （10月）改定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績）

対策検討会・専門部会の
開催 9回開催

抗インフルエンザウィル
ス薬、感染防護用品など
の計画的備蓄

抗インフルエンザ
ウィルス薬等備蓄

H22 H23

達 成 度

医療関係者との密接な情報共有や対応策の検討などを行うため、新型インフルエンザ対策検
討会専門部会を定例的に開催します。
新型インフルエンザの発生状況などにより、適切な対応が可能となるよう新型インフルエン
ザ対策行動計画、保健所新型インフルエンザ対応マニュアルを随時改定していきます。
新型インフルエンザが流行し、市内の抗インフルエンザウィルス薬が不足した場合、医療機
関に放出するとともに、医療関係者が支障なく活動が継続できるよう感染防護用品・消毒薬
の備蓄を計画的に行います。

鳥インフルエンザ（Ｈ5Ｎ1）由来を想定した新型
インフルエンザ対策行動計画や新型インフルエ
ンザ対応マニュアルを策定し、新型インフルエン
ザ対策を行ってきました。
新型インフルエンザ（豚由来Ｈ1Ｎ1）について
は、国の運用指針や新型インフルエンザ対策検
討会・専門部会の意見を踏まえた、医療・相談・
検査体制で対応しています。

・強毒型以外の病原性に対応できるよう、行動計画やガイドラインの見直し及び法体系
　の整備を国に対して要望するとともに、国や県の行動計画等が改定された場合は、こ
　れに適合するように市の計画等も改定します。また、対策検討会を継続的に開催する
　とともに、備蓄品の追加配備を検討・実施します。

・関係医療機関と新型インフルエンザ対策検討会を開催し、
　市の実情を踏まえた、必要となる医療体制を確保できる
　ように検討を進めています。

抗インフルエンザウィルス
薬、感染防護用品などの
計画的備蓄

対策検討会・専門部会の
開催

H24

・平成21年10月末までに、新型インフルエンザ対策行動計画の改定を行います。
・流行時における感染拡大を阻止し、健康被害を最小限にするため、抗インフ
　ルエンザウィルス薬や感染防護具などの資器材の備蓄を計画的に行います。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

新型インフルエンザ対策
行動計画、保健所対応マ
ニュアルの随時改定

・国や県の行動計画を踏まえ、市の新型インフルエンザ
  行動計画の改定を平成21年10月に行いました。
・平成21年4月下旬に発生した新型インフルエンザに対
　して患者の健康監視等の対応、医師会等へのサージカ
　ルマスクの配布等を行いました。
・鳥インフルエンザ対策として、新たに抗インフルエン
　ザウィルス薬15万人分、医療従事者等用感染防護具
　1万9千セット、サージカルマスク約43万枚などを備
　蓄しました。
・新型インフルエンザ対策検討会及び同専門部会を9回
　開催し、対策を検討・実施いたしました。

【新型インフルエンザ対策事業】

《備蓄状況》
・抗インフルエンザウィルス薬
　　18万人分
・感染防護用品感染防護具
　　1.9万セット
・N95マスク
　　約2.8万枚
・サージカルマスク
　　43.2万枚
・医療用グローブ
　　74.7万双　　　　　　　等

進捗度 加点･減点
７点b →

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

事業費（千円） 412,301

39　万全な危機管理体制を構築します。(4年以内)

新型インフルエンザの予防について

　以下を参考に、日頃から予防に努めましょう。

●手洗い、うがい

●咳エチケット

●流行時は人ごみを避ける

●十分な休養と栄養バランスのとれた食事

●情報収集

【新型インフルエンザの予防】



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《39-7　地域防犯ステーションなどの増設と自主防犯パトロールの促進》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・ （市民満足度向上に向けた取組）

　

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

10団体
（累計：760団体）

自主防犯活動団体数 27団体
（累計：721団体）

19団体
（累計：740団体）

10団体
（累計：750団体）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

1か所
（累計：6か所）

5か所
（累計：11か所）

5か所
（累計：16か所）

4か所
（累計：20か所）

5か所
（累計：16か所）

20団体
（累計：720団体）

達 成 度
進捗度 加点･減点

９点ａ →

H24

防犯パトロール拠点施設
の検討・設置

（注1）中学校区とは、市内の各中学校の通学区域のこと。

所管課　　市民・スポーツ文化局　市民生活部　交通防犯課　（問合せ先：048-829-1219）

H24

・平成24年度末までに、安心・安全なまちづくりを推進するため、地域防犯ステーションや
　公共施設などを利用した防犯パトロール拠点施設を15か所増やし、20か所とします。
・平成24年度までに、自主防犯活動団体を760団体にします。

H21 H22 H23

5か所
（累計：11か所）

20団体
（累計：740団体）

防犯パトロール拠点施設
の検討・設置

自主防犯活動団体数

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

6団体
（累計：700団体）

20団体
（累計：760団体）

4か所
（累計：20か所）

1か所
（累計：6か所）

市内5か所の廃止交番を地域防犯ステーションと
して、自主防犯活動団体に提供しています。
自主防犯活動団体は、694団体です。

地域防犯ステーションや防犯パトロール拠点施設については、1中学校区に1か所の57か所の
設置を目指し、各地域の設置状況や防犯活動の状況などに基づき、施設が必要な場所を検討
し、平成24年度末までに新たに15か所設置します。
自主防犯活動団体に対して、地域情報や活動の場を提供するとともに、地域防犯活動助成金
の交付を行います。

・安心・安全なまちづくりを推進するため、廃止交番を
　利用した市内6か所目の地域防犯ステーションを平成
　21年6月緑区内に設置しました。
・また、市民防犯意識の高揚、自主防犯活動の促進を図
　るため、市民大会（平成21年11月）、各区講演会や
　講習会において防犯に係る情報を提供するとともに、
　自主防犯活動団体へ助成金による支援を行いました。
・こうした活動も一因となり、自主防犯活動団体数は、
　平成22年3月末で721団体となりました。

・平成２２年度以降についても、安心・安全なまちづくりを推進するため、各地域の防犯活
　動状況などに基づき、防犯パトロール拠点が必要な場所を検討・設置していくとともに、
　広報・啓発、支援活動などを通して自主防犯活動団体を増やします。

⑤ 評価理由

・市民大会や各区で講演会、講習会を
　実施したことにより、自主防犯活動
　団体が数値目標等よりも大幅に増え
　たことを評価し、「a」と判断した。

事業費（千円） 12,442

・地域防犯活動助成金の支給対象となる前年度実績団体、全自治
　会に申請書等関係書類を送付し、手続きの簡素化及び制度の周
　知を図りました。

　　　－

・今後、防犯パトロール拠点施設の設置場所については、空き交
　番や公共施設に限らず、商店街の空き店舗等の活用について
　検討する必要がある。

39　万全な危機管理体制を構築します。（4年以内）

【高砂防犯ステーションの活動状況（浦和区）】

自主防犯活動団体数
（各年12月末現在）

649

681

721

600

620

640

660

680

700

720

740

平成19年 20年 21年

団
体
数



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

実施

実施
耐震シェルター設置補助
制度の創設

●
4月　　　　　　実施

H21（実績）

（注1）耐震シェルターとは、寝室など住宅の一部に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でも居住者の安全を守
　　　　る機能を有する箱型の構造物。住宅本体に、手を加えることがないため、短期間で設置することが可能。

耐震シェルター設置補助制
度の創設・実施

●
3月要綱案策定

建替え補助事業の創設・実
施

●
3月要綱案策定

建替え補助事業の創設

・既存建築物の耐震化を促進するために、「さいたま
　市既存建築物耐震補強等助成事業要綱」等を改訂し、
　耐震補強等助成事業に民間住宅等の建替えに対する
　助成制度を加えました。
・また、助成対象者の要件の緩和や 、耐震補強工事費
　に対する助成率の引き上げを行いました。
・さらに、「さいたま市耐震シェルター等設置支援事業
　要綱」を制定し、民間住宅に対する耐震シェルター
　の設置補助制度を創設しました。

拡充補助事業の実施

H24

耐震化補助事業の見直し

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・拡充を行った耐震化補助事業の平成22年4月1日からの実施
　 に向け、市民に対する広報用のパンフレットの作成やホーム
　 ページの更新など、必要な準備を整えました。

　　　－

・市民への耐震化に関する情報提供や耐震化促進のため、啓発活
　動を十分に行う必要があります。

・市民への耐震化に関する情報提供や耐震化促進のための啓発活動を強化し、「さいたま市建
　築物耐震改修促進計画」で目標として掲げる「平成27年度における耐震化率90％の達成」を
　目指し、耐震化補助事業を実施します。

⑤ 評価理由

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

昭和56年以前に建築された民間住宅の耐震診
断や耐震補強工事の補助事業・木造戸建住宅
に対する耐震診断事業を実施しています。

市民にとって利用しやすい制度となるよう、戸建住宅の建替えに対する補助制度の創設や耐
震化補助事業の拡充を行います。
耐震補強工事を実施することが困難な民間住宅に対して、耐震シェルター（注1）の設置補
助制度を創設します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

●
4月　　　　　　実施

耐震化補助事業の見直し

拡充補助事業の実施

所管課　　建設局　建築部　建築総務課　（問合せ先：048-829-1539）

H24

・平成21年度末までに、民間住宅の耐震化を推進するため、耐震化補助事業の
　見直しを行い、平成22年度から耐震補強等助成事業を拡充します。

H21 H22 H23

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

事業費（千円） 0

〔さいたま市耐震助成制度〕

H22 H23

40　民間住宅の耐震化補助事業を拡充します。（すぐ）

【住宅の耐震性の状況】 （単位：戸）

【耐震補強助成制度】
耐震性の基準を満たす補強工事に助成
<補助金>最大６０万円/耐震補強工事の費
用の23%　　+
<所得税特別控除>確定申告により最大２０
万円の控除（工事費用の10%）、固定資産税
（家屋）を1/2に減額（最大２ヵ年）

【住宅建替え助成
制度】
<補助金>最大６０
万円/工事費用の
２３％

【耐震シェルター等
助成制度】
耐震シェルター・耐震
ベッドなどの設置に助
成
【補助金】最大３０万円



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局 福祉部 障害福祉課　（問合せ先：048-829-1309）

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

・国は障害者自立支援法を廃止し、総合的な制度をつくることとしているため、今後も
　情報収集を行い、市の独自施策のあり方を検討します。

・国において障がい者制度改革推進会議総合福祉部会で
　新たな障害者福祉施策の検討が始まったため、その部
　会での検討内容等の情報収集を行いました。
・市の方針として平成22年度も市の独自軽減策を継続
　することとしました。なお、国の制度変更により、平
　成22年4月以降の障害福祉サービス等の利用者のう
　ち、低所得者は利用者負担の上限月額が0円となるた
　め、助成の必要がなくなりました。

参考：国の制度の主な変更（利用者負担上限額）

市独自策の検討・継続
継続

H22 H23

(注1)市独自負担軽減策としては利用者負担助成と通所施設運営安定化支援事業を行っている。利用者負担は、低所得者
　　　世帯及び障害児施設利用者の一部に、定率負担額の1/2を、国の軽減策より上回る場合に助成するもの。また、通所
　　　施設運営安定化支援事業は、身体、知的障害者通所施設を対象に、平成18年3月時点の収入と国の特別対策費を減
　　　じた該当月の収入との差額の1/2が、国特別対策費より上回る場合に、国特別対策費との差額を補助するもの。

事業費（千円） 20,110

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

⑤ 評価理由

障害福祉サービスを利用する低所得者に対し
平成19年1月から市独自の激変緩和策を実施
しています。

障害者自立支援法を廃止するとの方針が一部示されていることから、国の動向について、情報
収集を徹底します。
障害者自立支援法の廃止など国の制度変更を見極めながら、現在の市独自軽減策を継続すべき
か新たな軽減策を実施すべきか検討し、方針を示すこととします。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

国の見直しなどの動向調
査

市独自策の検討・継続

H24

・国において障害者自立支援法廃止の動きがあることから、国の動向を踏まえつ
  つ、 市独自負担軽減策（注1）を継続します。

H21 H22 H23

　　－

　　　－

・今後の国の動向も踏まえて、現在の制度を継続すべきか、
　更に検討する必要があります。

H24

国の見直しなどの動向調
査 情報収集

41　障害者自立支援法の時限措置終了後も、市独自の負担軽減策を継続します。
　　（すぐ）

【障害者手帳所持者数】

平成
17年

平成
18年

平成
19年

平成
20年

平成
21年

身体障害者手帳 25,311 26,368 27,306 28,360 28,489

療育手帳 4,363 4,559 4,788 5,003 5,022

精神保健福祉手帳 2,592 3,014 3,482 3,941 4,546

合　計 32,266 33,941 35,576 37,304 38,057

（各年4月1日） 助成件数 助成額

在宅サービス
利用者負担助成

4,551件 11,773千円

障害児施設
利用者負担助成

983件 1,763千円

平成21年度障害福祉サービス等
利用者負担助成事業実績


