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保健福祉局 健康増進課

《産科救急》

市内で地域周産期母子医療セ
ンターは市立病院が担ってお
り、自治医科大学附属さいたま
医療センターが、２か所目となる
地域周産期母子医療センター
開設を目指している。

地域周産期母子医療センターを
市内に２か所設置する。

自治医科大学附属さいたま医
療センターにおける地域周産期
母子医療センター設置に向け
て、土地の無償貸与等の必要
な財政支援を継続していく。
また、産科医等確保支援策を拡
大する。

・産科医等確
保支援事業
補助金交付

・市内２か所
目の地域周
産期母子医
療センターが
稼動

保健福祉局 健康増進課

《産科救急》

母体・胎児と新生児に対する周
産期救急医療は、都道府県単
位の整備が進められており、埼
玉県においては、総合周産期母
子医療センターとしての埼玉医
科大学総合医療センターと、市
立病院を含む５か所の地域周
産期母子医療センターが24時
間体制で、患者の受け入れ等に
対応している。

地域周産期母子医療センターを
市内に２か所設置する。
地域周産期母子医療センターで
ある市立病院の機能を維持し、
自治医科大学附属さいたま医
療センターの地域周産期母子
医療センターの早期開設を促進
する。産科医不足で地域周産期
母子医療センターの開設が遅
れている自治医科大学附属さい
たま医療センターが産科医を確
保するための支援を実施する。

自治医科大学附属さいたま医
療センターにおける地域周産期
母子医療センター設置に向け
て、土地の無償貸与等の必要
な財政支援を継続していく。
また、産科医等確保支援策を拡
大する。

北九州方式を参考とした小児救
急体制や、産科救急体制を整
備します。（４年以内）
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《小児救急》

小児救急医療体制については、
すでに市内における初期（軽
症）・二次（入院や検査が必要な
中等症）・三次（生命の危険が
ある重症）といった重層的な救
急医療体制を整備するととも
に、平日夜間及び休日の「子ど
も急患電話相談」を実施してい
る（政令市で唯一、深夜帯（休日
は24時間体制）の実施）。

市内における初期・二次・三次
といった重層的な小児救急医療
体制の整備。さいたま市大宮休
日夜間急患センター設置前に
62％が二次や三次の小児救急
医療機関で受診していた初期救
急患者の割合を、４年間で逆転
し、35％以下に抑制する。
今後は、市内の医師会・中核病
院の協力を得ながら、現行体制
を維持していくことに加え、市民
に対しても普及啓発を行い、小
児救急医療の一層の環境整備
を図り、小児救急医療体制の確
立を図る。

現体制を維持した上で市民に対
し、｢子ども急患電話相談｣、｢医
療なび｣及び初期救急、二次救
急、三次救急の違いの周知を
行い、二次・三次救急医療機関
への初期救急患者受診の割合
を調査する。また、｢（仮称）小児
救急ガイドブック｣を作成して、
医療機関への受診の仕方や急
病時の対処方法などを掲載し、
日ごろから保護者が携帯して利
用できるようにする。さらに、受
診者に対して、チラシの配布や
必要最小限の投薬などで救急
医療の適正受診を促進する。

保健福祉局 健康増進課

３　子ども　「子どもの夢を育むまちづくり」

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

25

健康増進課

《小児救急》

小児救急医療体制については、
すでに市内における初期（軽
症）・二次（入院や検査が必要な
中等症）・三次（生命の危険が
ある重症）といった重層的な救
急医療体制を整備するととも
に、平日夜間及び休日の「子ど
も急患電話相談」を実施してい
る（政令市で唯一、24時間体制
で実施）。

市内における初期・二次・三次
といった重層的な小児救急医療
体制の整備。
今後は市と市民が一体となっ
て、小児救急医療の崩壊を防
ぎ、現行体制を維持するため、
市民に対して急病時の医療機
関のかかり方などへの理解を促
進させるような周知を実施す
る。

現体制を維持した上で市民に対
し、看護師が子どもの急病に関
する相談に応じる「子ども急患
電話相談」の周知や、小児救急
の適正受診の啓発に努める。ま
た、「（仮称）さいたま市小児救
急ガイドブック」を作成して、医
療機関への受診の仕方や急病
に対する対処などを掲載し、日
ごろから保護者が携帯して利用
できるようにする。

保健福祉局

・小児救急医
療体制の啓
発

・産科医等確
保支援事業
補助金交付

・ガイドブック
の配布

・二次・三次
救急医療機
関への初期
救急患者の
受診割合の
調査

・初期・二次・
三次救急医
療の違いの
周知
・子ども急患
電話相談の
周知
・医療なびの
周知

修正前

修正後

修正後

修正前
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３　子ども「子どもの夢を育むまちづくり」
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健康増進課

高齢福祉課

介護保険課

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。

さいたま市ヘルスプラン２１で
は、「栄養・食生活」「身体活動・
運動」等7つの分野を設定し市
民の健康づくりに取り組み、平
成19年度には食育推進計画を
策定し、食育の推進を図ってい
ます。さらに高齢者が元気に過
ごすため、介護予防事業およ
び、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。
＜食生活改善推進員＞
会員数1,017人（21年度4月1日
現在）
＜20年度＞
介護予防特定高齢者施策事業
参加者　1,098人
介護予防一般高齢者施策事業
参加者　11,348人
介護予防水中運動教室事業参
加者　135人

・食事バランスガイドを知ってい
る人を平成23年度までに60％
以上に増やします。（平成19年
調査47.8％）
・「意識的に体を動かすなど運
動している人の割合」を、平成
24年度までに男性35％以上、女
性26％以上に増やします。（平
成17年調査　男性27.3％、女性
22.3％）
・平成２４年度までに、介護予防
特定高齢者施策事業の参加者
を１，８００人に、介護予防一般
高齢者施策事業の参加者を１
５，０００人に、介護予防・生活
支援事業（介護予防水中運動
教室事業）の参加者を２１０人に
増やします。

食生活や運動に関する講座等
で、市民一人ひとりの健康的な
生活習慣づくりや地区組織の育
成支援をしていきます。さらに、
食生活改善推進員や保健愛育
会をはじめとする地区組織と協
働して、健康づくり情報を市民
へ発信していきます。また、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、対象者に事業への参加を促
し、高齢者がいつまでも元気に
過ごすことを目指します。

上記目標達成に向けて、運動に
関する自主グループや地区組
織の育成支援を増やす。
健康教室、健康相談、エクササ
イズガイドの活用等により運動
の習慣づくりの支援や運動に関
する自主グループなどを育成し
ていく。
今後は、環境整備として、さらに
整備されるスポーツ施設や多目
的広場等を活用した、日常的に
運動する習慣づくりや、仲間づく
りの支援、地区組織の育成を行
う。

保健福祉局

保健福祉局

市民の積極的な身体活動と運
動習慣を推進します。

さいたま市ヘルスプラン２１の目
標の一つとして、積極的な身体
活動と運動習慣の推進を掲げ、
市民を主体とした行政と各種団
体が協働した取り組みを進めて
いる。平成17年に市民を対象と
した健康に関する調査では「運
動習慣のある人の割合」は男性
26.6％、女性19.2％であり、計画
策定の平成14年から3年経過し
ても改善されていない現状であ
る。

積極的な身体活動と運動習慣
の推進
・「運動習慣のある人の割合」
を、平成24年度までに男性36％
以上、女性27％以上に増やす。

・普及啓発

・｢食育なび｣
を活用した情
報発信

・健康づくり公
開講座

・介護予防特
定高齢者施
策事業

・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）

・地区別講座
と地区組織育
成

・多目的広場
等を活用した
運動ガイド
ブックの作
成、活用

所管局

統
括
責
任
課

所管課

・検討会
・普及啓発
・健康づくり公
開講座

・地区別講座
と地区組織の
育成
・市内運動施
設、多目的広
場等を活用し
た健康づくり
事業の共同
企画

健康増進
課

○　新規　各局からの提案

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

（参加者目標）
　（12,000人）

　（13,000人） 　（14,000人） 　（15,000人）

　（200人）

全区に増やす

（参加者目標）
　（130人）

活用作成

修正前

追加・修正後

※追加提出《市長からの追加提案》
「高齢者元気プロジェクト（葉酸プロジェクト・食生活改善普及員を活用した食生活の改善）」
「スポーツ、レクレーション活動、文化活動などの高齢者の介護予防対策の総合的施策の推進」

（参加者目標）
　（1,200人）

　（1,400人） 　（1,600人） 　（1,800人）

（参加者目標） （170人） （190人） 　（210人）
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○新規　各局からの提案
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○　新規　各局からの提案

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

高齢者を対象とした、（仮称）元
気応援ショップ制度（割引制度）
を創設します。

現在、割引等を受けられる制度
は実施しておりません。

・市内65歳以上の方に配布して
いる「シルバーカード」を提示す
ることによって、市内の店舗で
割引などの優待が受けられる制
度を平成22年度中に創設しま
す。
・協賛店を実施当初までに、600
店舗にし、平成24年度末まで
に、1,000店舗まで増やします。

・市内の商店会連合会及び商
工会議所等を通して、（仮称）元
気応援ショップ制度の協賛店を
募ります。
・協賛店に、協賛ステッカー及び
ポスターを配布します。
・市ホームページに店舗リストを
掲載するとともに、リストを対象
者（約24万人）へ送付します。
・市報等で、周知を行います。

保健福祉局 高齢福祉課

・協賛店への
協力の呼び
かけ

・協賛ステッ
カー及びポス
ター、店舗リ
ストの作成

・制度の周知

　実施600

作成　　配布

市報掲載

随時参加
呼びかけ

  　  800

随時
作成・配布

年1回
市報掲載

   1,000

年1回
市報掲載

※追加提出《市長からの追加提案》
「シルバー、元気応援ショップ制度の創設（割引制度）」

追加分
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○新規　各局からの提案


