
「しあわせ倍増プラン２００９」達成度・個別指示事項一覧【7/23審議分】

進捗度
加点・
減点

点数

14 区民会議・コミュニティ会議の活性化 すぐ

・22年度中に区民会議･
　コミュニティ会議の活
　性化に向けた基本方針
　策定

①専門部会の設置
①市民活動推進委員会
　内に専門部会設置、
　4回開催、中間報告

b → 7

基本方針の策定に当たって
は、区役所改革との連携を図
り、都市経営戦略会議に報告
すること。

1

15 「マッチングファンド制度」を創設 ２年以内
・24年度末までに市民活
　動に対する支援22件実
　施

①基金設置
②マッチングファンド制
　度創設

①3月基金設置
②3月制度創設 b → 7 2

16 大学コンソーシアムの構築 ４年以内

・23年度末までに「（仮
　称）大学コンソーシア
　ム」を構築
・24年度末までに大学コ
　ンソーシアムと包括協
　定を締結し、プロジェ
　クト実施

①大学との座談会開催

①3月座談会開催のほ
　か、庁内プロジェクト
　チーム検討会議3回開
　催、大学への意向調査
　実施

b → 7
プロジェクトチームの検討状
況等を速やかに都市経営戦略
会議に報告すること。

3

17
夢工房　未来（みら）くる先生　ふれ愛
推進事業

すぐ

・22年度にすべての市立
　小学校で実施
・23年度から全市立幼・
　小・中・特別支援学校
　で実施

①実施要領、講師リスト
　の作成
②講話、体験的活動を取
　り入れた授業の拡大実
　施

①実施要綱等作成、8名
　の講師リストの作成
②講師による授業を延べ
　11校で実施、国等が主
　催する事業を活用した
　授業を22校で実施

b → 7 4

18-1
基礎学力向上のためのプロジェクト（読
み・書き・そろばん）

・22年度末までに基礎学
　力定着プログラムなど
　を見直し、「読み・書
　き・そろばんプロジェ
　クト」を実施

①基礎学力定着プログ
　ラムなどの見直し
②どちゃれなどを活用
　した読み･書道･そろ
　ばんの実施

①基礎学力定着プログラ
　ム見直しの検討
②★どちゃれを活用した
　読み･書道･そろばん
　未実施
③今後の研究指定校・推
　進モデル校での研究・
発表方法の検討

c → 4

「読み・書き・そろばんプロ
ジェクト」の内容、考え方に
ついて、速やかに都市経営戦
略会議に報告すること。

5

18-2
基礎学力向上のためのプロジェクト（な
わとび・逆上がり）

・22年度末までに長縄8
　の字跳び参加グループ
　数を1,400グループ
・22年度末までに補助板
　活用逆上がり成就率を
　93%
・24年度末までに補助板
　を活用しない成就率を
　80%

①体力アップチャレンジ
　カードに、なわとびや
　逆上がりのメニューを
　追加するなど、なわと
　びと鉄棒（逆上がり）
　に関するメニューの充
　実
②鉄棒（逆上がり）指導
　マニュアル作成

①なわとび・逆上がりな
　ど、メニューの充実
・長縄8の字跳び1,300
・補助板活用　92%
・補助板活用しない73%
②なわとび・坂上がりプ
　ロジェクト実施要領策
　定、鉄棒（坂上がり）
　指導手引き作成

b → 7 6

18-3
基礎学力向上のためのプロジェクト（あ
いさつ・礼儀）

・22年度末までに全市立
　小中学校であいさつ運
　動に取り組む

①あいさつ運動の推進
②人間関係プログラムの
　推進
③心の教育モデル校にお
　ける事業の推進

①全校実施に向けた要綱
　等作成
②全市立小中学校で人間
　関係プログラム実施、
　教員研修会(3回)
③心の教育モデル校10校
　であいさつ運動取組

b → 7 7

18-4
基礎学力向上のためのプロジェクト（早
寝・早起き・朝ごはん）

・22年度から市独自の
　キャンペーンを実施
　し、全市立小・中学
　校で取り組む

①市独自の生活習慣向上
　キャンペーンの実施要
　項策定

①実施要項策定のほか、
　研究指定校・推進モ
　デル校の募集、委嘱
　に関する要項整備

b → 7 8

子ども
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19
「放課後子ども教室」を倍増
（現、放課後チャレンジスクール）

２年以内
・22年度末までに40教室
・24年度末までに80教室

①教室運営の指針整備
②地域・ボランティアと
　連携した実施
③どちゃれと連携した整
　備
④新規教室整備10教室
　（累計30教室）

①運営指針となるマニュ
　アル・手引等の整備
②地域・学生・ボランテ
　ィア等による実行委員
　会立ち上げ、実施
③どちゃれとの一体的整
　備実施
④新規11教室整備
　（累計31教室）

b → 7 9

20-1
児童虐待ゼロを目指し、対応する職員
（保健師、児童相談所員など）を増員(児
童相談所の充実）

・児童福祉司12人、児童
　心理司3人、児童精神
　科医師1人増員
・継続指導割合3%→20%
・家族再統合割合を75％

①48時間以内に安否確認
②継続指導の充実
③家族支援プログラムの
　充実による家族再統合

①48時間以内安否確認
　実施
②継続指導6.4%実施
③プログラム作成及び
　家族再統合13.9%実施

b → 7 10

20-2
児童虐待ゼロを目指し、対応する職員
（保健師、児童相談所員など）を増員(保
健所の充実）

・保健師4人増員、選任
　組織設置
・育児中、イライラする
　ことが多い親の割合を
　10%以下に減少
　（現状13.8%）

①（保健師増員準備）
②（研修プログラム策定
　　準備）

①保健師1名増員
　(4月1日)
②研修プログラム策定準
　備（資質向上研修会参
　加）
★幼児健診アンケートで
　のイライラする親の割
　合が14.1%に上昇

c → 4

イライラすることが多い親の
状況、改善策等を分析・検討
し、速やかに都市経営戦略会
議に報告すること。

11

21
土曜チャレンジスクール（どちゃれ）の
実施

４年以内

・24年度末までに全市立
　小・中・高等学校でど
　ちゃれ実施
・24年度末までに全市立
　小・中・特別支援学校
　にＳＳＮを構築

①どちゃれ実施　10校
②ＳＳＮ構築　　10校
③学校地域連携コーディ
　ネーター配置　20校

①△どちゃれ　12校実施
②★ＳＳＮ　　0校
　（未構築）
③コーディネーター配
　置　20校

c  5

・学校地域連携コーディ
　ネーターの役割を明確化
　して、マニュアル等を定
　めること
・どちゃれの効果を検証す
　るとともに、ＳＳＮの検
　討状況については、速や
　かに都市経営戦略会議に
　報告すること

12

22 子ども博物館構想 ４年以内
・22年度末までに「子ど
　も博物館構想」等とし
　て取りまとめ

①構想の推進（（仮称）
　子ども総合センターと
　「子ども・多世代ふれ
　あい広場」と調整を
　図った上で、とりまと
　め）

①（仮称）子ども総合セ
　ンター基本構想策定及
　び子ども・多世代ふれ
　あい広場具体化への検
　討

b → 7

さいたま新都心第8-1Ａ街区事
業の民間事業者撤退に伴う、
今後の進め方、子ども博物館
構想の骨子等について、速や
かに都市経営戦略会議に報告
すること。

13

23-1
子育てパパ応援プロジェクト（１日保育
士体験）

・24年度末までに父親の
　1日保育士・教諭体験
　参加者を年間1,280人

①父親参加者数320人
②リーフレットの作成

①☆父親参加者数482人
②リーフレット作成 a → 9

１日保育士体験事業につい
て、企業等への周知を行うこ
と。

14

23-2
子育てパパ応援プロジェクト（子育て支
援センターの活用）

・24年度末までに全子育
　て支援センターで土曜
　開所実施
・父親主体の講座等を
　年12回開催

①単独子育て支援セン
　ター整備（桜区）
②土曜日開所7か所
③父親参加講座等の実施

①子育て支援センター
　さくら開所（7月）
②土曜日開所7か所
③父親参加講座等開催
　年1～2回→4.9回

b → 7
父親主体の講座やイベントの
参加人数の拡大を図ること。

15

子ども

２年以内

４年以内
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23-3
子育てパパ応援プロジェクト（ワークラ
イフバランスの認知度向上）

・24年度末までにワーク
　ライフバランスの認知
　度35％

①ワークライフバランス
　会議
②ホームページの作成
③子どもフォーラムでの
　周知

①▼市独自の会議設立に
　向けた調整が整ってい
　ない
②ホームページ9月作成
③子どもフォーラム
　（10月）での周知

b  6

・事業効果を測るために
　ワークライフバランスの
　認知度を把握すること
・行政、企業、団体、有識
　者などを構成員とした
　ワークライフバランス会
　議を独自で設置し、開催
　すること
・経済局を所管に加えるこ
　と

16

23-4
子育てパパ応援プロジェクト（親の学習
などのアドバイザー育成・親育ち支援
策）

・24年度末までに全公民
　館でパパママ向け講座
　実施

①(親の学習検討委員会
　設置準備)

①他自治体事例調査 b → 7 17

24-1
待機児童ゼロプロジェクト（認可保育
所）

【認可保育所】
・24年度末までに定員
　1,100人増

①（定員300人増に向け
　た整備）
②駅前地域の施設基準見
　直し

①定員328人増に向けた
　整備
②施設基準見直しの検討

b → 7 18

24-2
待機児童ゼロプロジェクト（ナーサリー
ルーム・家庭保育室）

【ナーサリー・保育室】
・24年度末までに定員
　900人増

①（定員300人増に向け
　た整備）

①☆定員520人増に向け
　た整備 a → 9 19

24-3
待機児童ゼロプロジェクト（放課後児童
クラブ）

【放課後児童クラブ】
・24年度末までに受入可
　能児童数1,440人増

①受入可能児童数360人
　増員
②施設賃借料補助限度額
　の見直し
③公民保護者負担の平準
　化検討
④空き教室の利用検討

①☆受入可能児童数461
　人増員
②③④検討会議立ち上
　げに向けた準備（5月
　設置）

a → 9

行財政改革公開審議の結果を
踏まえ、空き教室（余裕教
室）の活用を積極的に行うこ
と。

20

25-1
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
（小児救急）

・小児救急医療体制の確
　立
・24年度末までに初期救
　急患者の割合62%→35%
　以下

①子ども急患電話相談、
　医療ナビの周知
②初期・二次・三次救急
　医療の違い周知
③救急医療適正受診促進

①②③ポスター、市報等
　による周知
☆二次三次救急機関を受
　診した初期救急患者割
　合62%→38.9%

a → 9
平成22年度までに初期救急患
者の割合35%以下を目指し、努
力すること。

21

25-2
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
（産科救急）

・24年度末までに地域周
　産期母子医療センター
　を２か所

①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
　療センターの設置促進
②産科医等確保支援策の
　拡大

①土地無償貸付による
　設置促進（5月に一部
　オープン）
②分娩手当支給医施設に
　対する補助金交付

b → 7 22

26 質の高い特色ある学校づくり ４年以内
・24年度末までに市立高
　校の生徒・保護者の満
　足度100％を目指す

①特色ある学校づくり計
　画の策定(23年度)
②中間一貫校の教育成果
　の活用の中間検証

①特色ある学校づくり
　計画の中間報告に向け
　た検討
②22年度報告に向けた
　検証内容の取りまとめ
※満足度88%

b → 7

特色ある学校づくりの中間報
告、中間一貫校の中間検証に
ついて、速やかに都市経営戦
略会議に報告すること。

23

27 心のサポート推進事業 ４年以内

・22年度末までに不登校
　から登校できるように
　なった割合を30%→50%
・21年度中にいじめ対策
　プロジェクトチームを
　設置し、教職員研修の
　充実やいじめ問題解消
　を目指した取組推進

①いじめ対策プロジェク
　トチームの設置、調査
　研究

①2月プロジェクトチーム
　設置
★不登校状態を脱した児
　童割合26.3％に減少

c  5

不登校状態から登校できる状
態の児童の割合が低下した原
因を明らかにした上で、対応
策を検討し、速やかに都市経
営戦略会議に報告すること。

24

子ども

４年以内

４年以内

４年以内

3／4



「しあわせ倍増プラン２００９」達成度・個別指示事項一覧【7/23審議分】

進捗度
加点・
減点

点数

達成度

備考

Ｈ21年度　主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

個票
ページ

個別指示事項期限内の数値目標等
Ｈ21年度
主な目標等

宣言・
分野

期限事業名№

28
ノーマライゼーションの理念の共有化に
向け、特別支援教育を充実

４年以内

・24年度末までに特別支
　援学級を小・中学校に
　16校新設
・24年度末までに発達障
　害・情緒障害通級指導
　教室を4校新設
・24年度に新たに特別支
援学校新設

①特別支援学級小１校、
　中1校
②特別支援学校の整備（新
設：基本設計、増
　築：基本構想）

①特別支援学級小1校、
　中1校
②特別支援学校の整備（新
設：基本設計、増
　築：基本構想）

b → 7 25

29
学校教育における食育の推進（学校教育
ファームの実施）

４年以内

・24年度末までに全小中
　学校で学校教育ファー
　ムを実施
・24年度末までに給食に
　おける県内地場産活用
　率30%、米飯実施回数
　週3.5回に増
・24年度末までに地元
　シェフによる学校給食
　を45校で実施

①学校教育ファ－ム実施
（小12校、中5校）

①学校教育ファーム実施
（小5校、中12校） b → 7 26

30
メディアリテラシー教育、携帯・ネット
アドバイザー制度創設

４年以内

・22年度中に携帯・ネッ
　トアドバイザー制度創
　設
・23年度末までに「携
　帯・インターネット安
　全教室」の全市立小
　中・特別支援学校で実
　施

①携帯・ネットアドバイ
　ザー制度の創設（22年
　度中）
②「学校非公式サイト」
　などの監視活動の実施

①携帯・ネットアドバイ
　ザーの確保
②21年9月から「ネット
　安心キーパー」が継続
　監視・削除要請
△「携帯・インターネッ
　ト安全教室」を前倒し
　て22年4月から実施す
　る事業計画を策定

b  8 27
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