
H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

1

民間人専門家を入れた行政改
革推進チームを、市長直轄組
織として設置します。

（すぐ）

《公共施設マネジメント会議》

・公共施設のマネジメントは所
管課ごとに行っており、全庁的
に、稼働率向上、市民サービス
の向上策等の検討は行ってい
ない。

　平成２１年度中に「公共施設
マネジメント会議」を設置し、全
庁的に公共施設の効率的な管
理運営方策等について検討し
ます。
　平成２４年度末までに、公共
施設の稼働率について、対２０
年度比、平均１０％の向上を図
ります。

　「行財政改革推進本部」の（仮
称）「無駄ゼロ改革チーム」に設
置する、市民・有識者を含めた
「公共施設マネジメント会議」を
中心に、各所管、各施設が抱え
る公共施設の様々な課題を検
証して、全庁的にハコモノ総点
検を行い、公共施設の稼動率
向上策や施設の統廃合等につ
いて検討・実施する。

・公共施設マ
ネジメント会
議の設置

（方策検討） （一部実施） （本格実施）
総務局 改革推進室

所管局

統
括
責
任
課

所管課

１　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

追加分

1 １　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」
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36

万全な危機管理体制を構築し
ます。

（すぐ）

《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》

・総合振興計画新実施計画で
は、防災士養成研修講座の実
施等により、平成２１～２５年の
５年間で５００名の防災コーディ
ネーターを養成する計画であ
る。
・また、住民主体の避難場所運
営のため、現在、１０４か所の避
難場所に避難場所運営委員会
が設置されている。

・平成２４年度までに防災ボラン
ティアコーディネーターを６００
名養成するとともに、公民館を
除く１９６か所の避難場所に避
難場所運営委員会を設置し、避
難場所運営体制の構築を図り
ます。

・防災士養成講座の実施によ
り、地域で活動する防災コー
ディネーターを平成21年度から
平成24年度の4年間で500人養
成する。
・また、防災コーディネーターの
スキルアップと併せて、災害ボ
ランティアも対象とした、ボラン
ティアコーディネーター研修を実
施し、平成22年度～平成24年
度の3年間で600名の防災ボラ
ンティアコーディネーターを養成
する。
・平成24年度までに196箇所の
避難場所運営委員会を設置す
る。

・防災士養成
研修講座

　（５０名）

・避難場所運
営委員
会設置数

　（１４か所）

・防災ボラン
ティアコー
ディネーター
養成研修

　（２００名）

　（１５０名）

　（２６か所）

　（２００名）

　（１５０名）

　（２６か所）

　（２００名）

　（１５０名）

　（２６か所）

※３年間で
600名実施

※４年間で
500名実施

※４年間で
196か所設置

総務局 防災課

《総合防災情報システムの構
築》

災害発生時には、迅速で的確
な情報の収集と、情報の共有、
提供が必要となる。
現在は、気象情報、震度情報、
河川水位情報が個別に運用中
であるが、人（職員）の管理や
物資の管理、地理情報を備える
システムが未導入である。

災害発生時に迅速で的確な情
報の収集と情報の共有・提供を
行い、災害による被害を最小限
に留めるため、平成２４年度ま
でに総合防災情報システムを
構築します。

現在運用中の気象情報、震度
情報、河川水位情報に加え、職
員参集・安否確認システム、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
報システムや、被害予測システ
ム、Jアラート等を取り込む総合
的な防災情報システムを構築
する。

・導入検討・
協議

・基本計画

・システム構
築

総務局 防災課

《区での防災業務事務の充実》

区役所での防災業務は、区災
害対策本部関係と自主防災組
織育成事業での補助金受付窓
口、区総合防災訓練、避難場
所夜間運営訓練を実施。

地域防災の観点から、地域の
特性（人・地形等）を生かし、区
の防災業務事務の充実を図り
ます。

区総務課でおこなっている災害
対策業務を拡充し、必要であれ
ば係相当又は課相当の組織を
新たに設置し、コミュニティを通
して、地域防災の充実強化を図
る。

・防災業務の
移管

（検討） （区業務）
総務局 防災課

《マンホールトイレの整備》

　総合振興計画新実施計画で
は、避難場所となる市立学校１
校あたり６基のマンホール（便
槽型）トイレを整備し、平成２１
～２５年の５年間で９０校に５４
０基を整備する計画である。
　本年度は、モデル事業として
各区１校について６基を基本に
して、１０校で６０基設置するほ
か、一時避難場所となる公園に
約１００基設置する。

地震等による災害発生時の長
期にわたる避難生活に不可欠
なトイレを確保するため、避難
場所となる市立小・中・高等学
校、全１６２校への災害用マン
ホール型トイレ整備を計画的に
進め、平成２４年度までの４年
間で１３０校に整備します。

・整備にあたっては、１校あたり
６基を基本に９７２基を目標とし
て、今年度のモデル事業を参考
に残りの１５２校を対象とし、平
成２５年度までの５年間で、地
盤等立地条件を勘案し災害用
マンホールトイレを整備する。

※市立学校全１６２校　…　小
学校（１０２校）・中学校（５７
校）・高等学校（３校[中高一貫
校の浦和市立高校は除く]）

・災害用マン
ホール型トイ
レの整備

（モデル事業
１０校）

（４０校設置） （４０校設置） （４０校設置）
※H25年度ま
でに市立小・
中・高の全
162校に整備

総務局 防災課

所管課

５　健康・安心　「日本一健康で元気なまちづくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

36

万全な危機管理体制を構築し
ます。

（すぐ）

所管局

統
括
責
任
課

再審議分

追加分

2 ５　健康・安心　「日本一健康で元気なまちづくり」
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所管課

５　健康・安心　「日本一健康で元気なまちづくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表
所管局

統
括
責
任
課

36

万全な危機管理体制を構築し
ます。

（すぐ）

《災害時要援護者への支援》

　平成２１年度６月に災害時要
援護者への支援のツールとし
て、高齢者（６５歳以上）の単身
者、高齢者（６５歳以上）のみ世
帯の名簿を支援者の中心とな
る各自主防災会（自治会）の会
長へ配布した。

自分たちのまちは、自分たちで
守るというスローガンの下で
の、自助、共助による自主防災
活動を支援するため、平成２３
年度までに、個別避難支援プラ
ン作成マニュアルを策定し、災
害時要援護者への支援を充実
します。

　平成２１年度は高齢者を対象
とした名簿を配布。
　平成２２年度は高齢者名簿の
更新及び障害者を対象とした名
簿の検討。
　平成２３年以降は、マニュアル
を策定し、各自主防災組織へ個
別避難支援プランの作成を要
請する。

・災害時要援
護者名簿更
新（高齢者）

　　（配布）

・災害時要援
護者名簿検
討（障害者）

　　（更新） （高齢者生活
実態調査）

・個別避難支
援プラン作成
マニュアルの
策定

・個別避難支
援プランの作
成

総務局 防災課

再審議分

3 ５　健康・安心　「日本一健康で元気なまちづくり」


