
「しあわせ倍増プラン２００９」達成度・個別指示事項一覧【9/21審議分】

進捗度
加点・
減点

点数

37-1
食生活や運動習慣の改善を支援し、健康
寿命の延伸
～元気倍増大作戦～（食生活・運動）

・24年までに健康寿命を
　男16.4→17.0年、
　女19.2→19.5年まで延
　伸
・23年度末までに食事バ
　ランスガイドを知って
　いる人の割合を60%以
　上
・24年度末までに意識的
　に運動している人の割
　合を男35%以上、女26%
　以上

①ヘルスプラン21の推進

①「食と運動」公開講座
　2回開催(132名参加)、
　「かんたん♪朝ごはん
　レシピ集パート２実践
　編」の作成・配布・普
　及

※H20健康寿命
　男16.6年、女19.4年

b → 7

・今後、朝ごはん以外の食
　生活改善運動や、市民・
　スポーツ文化局と連携し
　たウォーキング大会の開
　催など、「健康寿命の延
　伸」を掲げるにふさわし
　い象徴的な事業を実施す
　ること。

1

37-2
食生活や運動習慣の改善を支援し、健康
寿命の延伸
～元気倍増大作戦～（介護予防）

・24年までに健康寿命を
　男16.4→17.0年、
　女19.2→19.5年まで延
　伸
・24年度末までに介護予
　防特定高齢者施策事業
　の参加者を1,800人に
　増
・24年度末までに介護予
　防一般高齢者施策事業
　の参加者を15,000人に
　増
・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）の参加者を210人
　に増

①介護予防特定高齢者施
　策事業参加者1,200人
②介護予防一般高齢者施
　策事業参加者12,000人
③介護予防・生活支援事
　業（介護予防水中運動
　教室）参加者150人

①参加者 1,228人
②☆参加者17,481人
③参加者　 152人

※健康寿命は、37－1に
　同じ

a → 9 － 2

38-1
多目的広場の倍増
（多目的広場整備方針の決定）

・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

①研究会設置・整備方針
　検討
②未利用地の情報収集・
　用地活用の検討

①研究会を設置し、3回
　開催、管理運営方法に
　ついて検討
②PT5回開催、未利用地
　情報収集、台帳の作
　成、活用方法検討

b → 7

・多目的広場整備方針(案)
　については、早急に都市
　経営戦略会議に付議する
　こと。

3

38-2
多目的広場の倍増
（都市公園内のグラウンド等の個人へ
　の開放）

・22年度末までに都市公
　園内の運動施設に個人
　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
　を増やす

①現況調査・条例改正の
　必要性の検討

①どの施設を何日開放す
　るか検討、団体、個人
　利用日時の検討条例改
　正の必要性を精査

b → 7

・多目的広場の管理運営を
  地域住民が行う意向があ
  る場所を優先して整備を
  行うこと。

4

38-3
多目的広場の倍増
（民有地を活用した多目的広場の整
　備）

・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4か
　所以上に増

①情報交換プラットホー
　ムの構築

①情報交換プラットホー
　ム掲載情報の検討
②民間児童遊園等におけ
　るスポーツもできる広
　場候補地の絞込み

b → 7

・多目的広場の管理運営を
  地域住民が行う意向があ
  る場所を優先して整備を
  行うこと。

5

38-4
多目的広場の倍増
（(仮称)スポーツふれあい広場の整
　備）

・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

①調査検討

①学識経験者、市民団
　体、行政からなる「ス
　ポーツもできる多目的
　広場管理運営に関する
　研究会」で管理運営方
　法を検討、関係機関協
　議

b → 7

・多目的広場の管理運営を
  地域住民が行う意向があ
  る場所を優先して整備を
  行うこと。

6

4年以内
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康
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全
･
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達成度
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期限事業名№
個票
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主な目標等

備考

Ｈ21年度　主な実績
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38-5
多目的広場の倍増
（大学との連携による多目的広場の整
　備）

・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

①大学グラウンドの調
　査・大学との調整

①埼玉大学と広場整備、
　管理運営方法について
　調整

b → 7

・平成22年度中に多目的広
  場を設置する予定の大学
  について、遺漏なく確実
  に整備を行うこと。

7

38-6
多目的広場の倍増
（農業関連施設へのスポーツもできる
　多目的広場の整備）

・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

①農業施設内での整備実
　施手法と事例調査

①学識経験者等による研
　究会を3回開催、農業
　施設現地調査を実施、
　農村広場の利用時間等
　検討、市民の森等の利
　用規程検討

b → 7

・H22年度中に多目的広場
　を設置する予定の農村広
　場について、遺漏なく確
　実に整備を行うこと。

8

39-1
万全な危機管理体制の構築
（総合防災情報システムの構築）

・24年度末までに災害発
　生時に迅速で的確な情
　報の収拾と提供を行う
　ため、総合防災情報シ
　ステムを構築

①システム導入検討

①システム構築に向けた
　検討、情報収集、課題
　整理
　備蓄物資管理、避難場
　所情報管理等の各シス
　テムの効率的な統合等
　の検討など

b → 7

・総合防災情報システムの
　内容を早急に検討し、シ
　ステムの概要を都市経営
　戦略会議に報告するこ
　と。

9

39-2
万全な危機管理体制の構築
（危機事案発生時の初動体制の確保）

・危機事案発生時の初動
　体制の確保を図るた
　め、21年9月から職員
　の宿日直体制整備
・21年度中に職員参集シ
　ステム構築

①平成21年9月宿日直体
　制整備
②職員参集システムの構
　築

①平成21年9月に宿日直
　体制整備
②平成22年2月にメール
　による職員参集システ
　ム構築、運用

b → 7 － 10

39-3
万全な危機管理体制の構築
（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）

・24年度末までに防災ボ
　ランティアコーディネ
　ーター600人、防災士
　500人養成
・24年度末までに避難場
　所運営委員会を公民館
　を除き全避難場所で設
　置

①防災士養成研修講座50
　人
②避難場所運営委員会19
　か所設置

①防災士養成研修講座63
　人
②▼避難場所運営委員会
　5か所設置

c  5

・避難場所運営委員会の設
　置が遅れている対策とし
　て、各区による自治会等
　への設置の呼びかけが重
　要であることから、区長
　自らによる働きかけなど
　も含め、各区との連携に
　ついて検討し、都市経営
　戦略会議に報告するこ
　と。

11

39-4
万全な危機管理体制の構築
（災害時要援護者への支援）

・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

①災害時要援護者（高齢
　者）名簿配布・更新

①自主防会長（又は自治
　会長）へ65歳以上の単
　身者及び高齢者のみの
　世帯の名簿を配布
　その他、障害者名簿作
　成準備、個別避難支援
　プラン作成マニュアル
　案の策定

b → 7 － 12

39-5
万全な危機管理体制の構築
（マンホールトイレの整備）

・24年度末までに避難場
　所の市立小・中・高校
　100校に600基の災害用
　マンホール型トイレを
　整備

①10校60基整備
①10校64基整備
　その他、学校との調
　整、現地調査等

b → 7 － 13

39-6
万全な危機管理体制の構築
（新型インフルエンザ対策）

・21年10月末までに新型
　インフルエンザ行動計
　画を改訂
・抗インフルエンザウィ
　ルス薬など計画的備蓄

①新型インフルエンザ対
　策行動計画等改定
②計画的備蓄
③対策検討会・専門部会
　の開催

①行動計画10月改定
②抗インフルエンザウィ
　ルス薬等備蓄
③対策検討会・専門部
　会9回開催

b → 7 － 14
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39-7
万全な危機管理体制の構築
（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年以内

・24年度末までに地域防
　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20か所
・24年度までに自主防犯
　活動団体を760団体

①防犯パトロール拠点施
　設の検討・設置1か所
　（累計6か所）
②自主防犯活動団体数6
　団体（累計700団体）

①地域防犯ｽﾃｰｼｮﾝ1ヶ所
　設置（累計6か所）
②☆自主防犯活動団体27
　団体増（累計721団
　体）

a → 9 － 15

40 民間住宅の耐震化補助事業の拡充 すぐ

・21年度末までに耐震化
　補助事業の見直しを行
　い、22年度から耐震補
　助等助成事業を拡充

①耐震化補助事業の見直
　し

①民間住宅等を耐震補強
　等助成事業の対象に追
　加
　助成対象者要件緩和、
　助成率引き上げ
　耐震シェルター設置補
　助制度3月創設

b → 7 － 16

41
障害者自立支援法の時限措置終了後も市
独自の負担軽減策継続

すぐ
・国の動向を踏まえつ
　つ、市独自負担軽減策
　を継続

①国の見直し等動向調査
②市独自策の検討・継続

①国動向の情報収集
②市独自策の継続決定 b → 7 － 17
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