
H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

保健福祉局
子育て企画
課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

保健福祉局 障害福祉課

・障害者施策
推進協議会
の開催

専門調査部
会の開催

パブリックコメ
ントの実施

条例の制定

3
障がい者も健体者も共に地域で
暮らせるノーマライゼーション条
例を制定します。（すぐ）

公募委員、学識経験者、支援団
体等で構成される障害者施策推
進協議会において諮問する準備
を進めています。

・平成２２年度末までに条例を制
定します。
・市民と障害者の総合理解を深
めると共に、障害者の権利及び
虐待の防止に資するものとしま
す。
・制定に当たっては、市民の意
見を取り入れる方策を講じること
とします。

・障害者施策推進協議会を年４
回程度開催し、審議を行い、平
成２２年度中葉までに答申す
る。
・障害者施策推進協議会に専門
調査部会を設け、随時、調査審
議を行う。
・パブリックコメント制度を活用
し、市民に広く意見を求めてい
く。

Ⅱ　条例宣言　市長のリーダーシップを発揮し、条例を積極的に提案していきます。その際に、期限を切って条例を見直すサンセットシステムを導入します。

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

4
一人ひとりの子どもが輝くために
「子ども総合条例」を制定しま
す。(２年以内)

現在、子ども総合条例・憲章は
制定していない。

子ども総合条例等を平成22年度
末までに制定します。

・市民検討委
員会

・パブリックコ
メント・条例等を制定済み（予定）の政

令市等と情報交換を行う。
・市民検討委員会を設置後、検
討を行い、子ども総合条例等を
制定する。
・制定後は、毎年度開催する（仮
称）子どもフォーラムの中で、市
民への周知徹底を図る。

素案 答申

年４回程度開催

随時開催

条例案を議会に上程

パンフレット等作成 条例の施行

1
Ⅱ　条例宣言
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所管局

統
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責
任
課

所管課

Ⅱ　条例宣言　市長のリーダーシップを発揮し、条例を積極的に提案していきます。その際に、期限を切って条例を見直すサンセットシステムを導入します。

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

保健福祉局 高齢福祉課

・庁内横断の
プロジェクト
チーム立上げ
・高齢者等へ
のアンケー
ト、他市取組
等調査
・事務局素案
策定

・第５期高齢
者保健福祉
計画・介護保
険事業計画
策定作業
・計画策定及
び条例策定
のための事
業委託
・都市経営戦
略会議
・パブリックコ
メント
・議案上程か
ら成立

○高齢福祉課・介護保険課を事
務局とし、庁内横断のプロジェク
トチームを立ち上げる。高齢者
等へのアンケート、他市取組等
調査。事務局素案策定（平成２２
年度上半期まで）→平成２２年
度下半期に開始する「第５期高
齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画策定作業」と平行し、同
計画検討協議会にて計画と併
せて審議。条例案議会提出（平
成２３年度２月）

7

他市に類をみないスピードで進
む高齢化に備えて、「安心長生
き条例」を制定します。（４年以
内）

条例化の検討は行っていない。
安心長生き条例を平成２３年度
末までに制定します。

目玉

2
Ⅱ　条例宣言



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

青少年育成
課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

保健福祉局

　(８0教室)

・教室運営の
あり方・指針
等の調査研
究・整備

・教室拡充方
針の設定

・教室整備

　(30教室)

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

19
「放課後子ども教室」を倍増し
ます。（２年以内）

国の総合的な放課後対策とし
て創設された「放課後子どもプ
ラン」に基づく事業で、文部科
学省の直接委託事業として平
成  １６年から３年間実施した
「地域子ども教室推進事業」を
継承。平成２０年度末は２０校
区で実施。

・放課後子ども教室を実施する
校区を２０校区から平成２２年
度末までに４０校区に倍増しま
す。
・平成２５年度末までには、全
校配置を目指し、平成２４年度
末までに８０校で実施します。

・それぞれの地域の独自性を
生かしつつも、全学校区で一定
の質と安全を確保し、継続して
実施できるよう、平成２２年度ま
でに教室運営の指針を整備す
る。
・地域住民が教室を運営する
「地域運営型」を柱に、放課後
児童クラブ運営者が教室運営
を行う「公設・民設運営型」を補
完的に、地域の実情に合わせ
つつ、適切な運営形態を選択
し、ニーズや待機児童の状況、
各区のバランス等を判断し、計
画的に教室を拡充する。

　(40教室) 　(60教室)

3
３　子ども「子どもの夢を育むまちづくり」
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所管局

統
括
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課

所管課

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

・児童福祉
司・児童心理
司の増員

（児童福祉司
３名・児童心
理司１名）

（児童福祉司
５名・児童心
理司３名）

（児童福祉司
５名・児童心
理司４名）

常勤の児童
精神科医師
の配置

児童精神科
医師１名

※(注１)継続指導とは、児童、保護者等を児童相談所に通所させ、あるいは必要に応じて訪問する等の方法により継続的な指導・治療を行うことである。

※(注２)家族再統合とは、虐待等によりバラバラになった家族を、別居・同居に関わらず、児童が健全に発達し、自立していくために家族の安定した情緒的な関係の構築及び再構築を行うことである。

・組織の見直
し、再編案作
成

・お母さんの
こころの健康
相談
・ふれあい親
子支援

・専任組織の
設置
・保健師の増
員

・保健セン
ターへの技
術支援

地域保健課

児童相談所保健福祉局

保健福祉局

・子育て不安
電話
相談の実施

・専門研修
・関係者研修

・継続指導
(注１)

（現状３％）

・家族再統合
(注２）

（未実施）

（１０％達成）

（アセスメン
ト・プログラム
開始２５％達
成）

・地域保健課の組織を再編し、
子ども虐待予防の専任組織と
して、「親子すこやか支援係」を
設置し保健師を増員する。
・対応が困難な事例（緊急性が
高い、多問題家族等）につい
て、各区役所保健センター等を
支援し、問題点の整理や対応
方針の検討などにスーパーバ
イズ機能を果たす。
・様々な情報の集積や事例検
討等により、取り組みを評価す
るとともに、新たな保健事業の
企画・立案や、関係職員の資
質向上を図るための体系的な
研修プログラムを策定する。子
育て関連の人材育成・啓発。

　保健所は、子どもの虐待死は
もちろん虐待の発生そのものを
予防することを目的として活動
している。不適切な養育が懸念
される家庭の早期発見、早期
支援を目指しているが、ケース
数は年々増大し、状況も複雑
化しており対応困難な事例も多
くある。
（関連指標）
 ①育児をしていてイライラする
ことが多い（幼児　　13.8%）
 ②育児について相談できる人
がいる　　　（幼児　　97.3%)
 （乳幼児健診問診の集計値）

　保健部門における取り組みを
充実強化するために、保健師
の増員及び対応職員の資質の
向上を図ります。
（取組指標）
　①育児をしていてイライラす
ることが多い　　(幼児　11%以
下）
　②育児について相談できる人
がいる　　　　　（維持する）

20

児童虐待ゼロを目指し、対応す
る職員（保健師、児童相談所所
員など）を増員します。（２年以
内）

相談件数H19　 2,549件うち虐
待件数５２０件
相談件数H20　 2,724件うち虐
待件数５４１件
平成２１年度４月１日現在、児
童福祉司は２１名配置されてお
り、児童福祉司１名に対して人
口約５７，０００人の割合になっ
ている。

・児童福祉司、児童心理司の
増員、児童精神科医師の配置
を行う。児童福祉司1名に対し
て人口57,000人の割合を人口
35,000人の割合にし平成24年
度までに13名増、計34名の児
童福祉司を配置し政令市のトッ
プを目指し、児童心理司につい
ては平成24年度までに8名増さ
せる。
・虐待相談の対応状況のうち、
継続指導（注１）の割合を平成
24年度までに３％から２０％に
する。
・保護児童、乳児院、児童養護
施設入所児童の家族再統合
（注２）アセスメントケース及び
プログラムを作成する。
・24年度までに全入所児童の
 ７５％の家族再統合を達成す
る。

２４時間・３６５日児童虐待通告
電話の充実。虐待通告に対し
て、４８時間ルールに則り対応
する。
他機関の研修等の参加により
児童相談所職員の専門性を図
るほか、区職員（支援課・保健
センター）を対象に研修を実施
し区職員の相談スキルの向上
を図る。区支援課、保健セン
ター、警察など関係機関との連
携を強化する。
助言指導に留まらず、継続指
導をおこない、虐待の発生予
防、再発防止をし虐待ゼロを目
指す。
家族再統合について、アセスメ
ントを行い、基準となるプログラ
ムを作成し実施する。

（１５％達成）

（５０％達成）

（２０％達成）

（７５％達成）

月～金10時
～16時

時間枠拡大
（1時間）

電話回線を２回線に拡大

プログラム策定 実施

4
３　子ども「子どもの夢を育むまちづくり」



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

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

保健福祉局
子育て企画
課

（開設予定
H26）

・基本構想策
定

・基本計画策
定

（PFI可能性
調査）

・基本設計・
実施設計
策定

・建築工事

建築工事～
H25

22
子どもの創造力を高める「子ど
も博物館構想」を推進します。
（４年以内）

「子ども博物館」に特化した検
討等を実施していないが、大規
模児童館機能を含む子育て支
援機能・総合相談機能・世代間
交流機能等を備える（仮称）子
ども総合センターの基本構想を
策定している。

※（仮称）子ども総合センター
の開設。（平成２６年度）

　平成２１年度は、（仮称）子ど
も総合センター基本構想策定
委員会において、必要に応じ、
「子ども博物館」の機能につい
て検討しながら、基本構想を策
定する。

※平成２１年度：
基本構想策定委員会設置、策
定委員会の開催（３回）、ヒアリ
ング調査、パブリックコメント、Ｐ
ＦＩ実施検討 　PFIで実施する場合は、

さらに工程を要します。

5
３　子ども「子どもの夢を育むまちづくり」
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所管局
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所管課

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

保健福祉局 保育課

保健福祉局
子育て企画
課

保健福祉局
子育て支援
課

・実施手法の
再検討

　（240人） 　（360人） 　（480人）

・単独型子育
て支援セン
ター整備

（８か所）
・土曜日開所

（７か所）
・父親参加の
講座
・イベントの
実施

（１か所実
施）

（西区開設）

（８か所）

（７か所実
施）

（９か所）

（９か所実
施）

（南区開設）

（１０か所）

（10か所実施）

（第2回開催） （第3回開催） （第4回開催）

23
「子育てパパ応援プロジェクト」
を推進します。（４年以内）

 公立保育園を中心に、市内の
認可保育所が受け入れ先と
なって、実施保育園在園児童
の父親の保育園における「一
日保育士体験」事業を開始しま
す。父親が仕事の休みの日を
活用し、保育士と共に保育園に
おける業務（主に補助業務）を
行う。

・次世代育成支援対策総合本
部・ワークライフバランス部会
において、父親、企業、国等、
多方面の働きかけを検討しな
がら、各分野において「子育て
パパ応援プロジェクト」を推進
する。
・毎年実施する「子どもフォーラ
ム」を活用し、ワークライフバラ
ンスを周知、推進していく。

 公立保育園を中心とした、父
親の一日保育士体験参加者数
を、平成２４年度末までに年間
４８０人にします。

・事例調査・
実施手法の
検討

・受入開始

・参加者

　（120人）

ワークライフバランス部会にお
いて、八都県市が合同で取り
組むワークライフバランスキャ
ンペーンを実施し、働き方の見
直しを呼びかけ、父親の子育て
への参加を応援している。
平成２０年度に行った子育て世
代へのアンケート調査では、
ワークライフバランスの認知度
は１５．５%である。

ワークライフバランス推進の一
つとして、多方面から父親の子
育て参加を各局の協働により
支援する「子育てパパ応援プロ
ジェクト」を、次世代育成支援
対策総合本部の取組として市
民局、経済局とともに推進し、
ワークライフバランスの認知度
を平成２４年度までに３５％に
する。

・ＷＬＢ部会
の開催
（子育てパパ
応援プロジェ
クト推進・進
行管理）

・子ども
フォーラムの
実施

（第1回開催）

単独型子育て支援センター８か
所のうち、父親の利用が見込
まれる土曜日の開所は、７か所
で実施。

・平成24年度までに、10か所す
べての単独型子育て支援セン
ターで土曜日開所を実施。
・父親主体の講座やイベントを
各センターで年12回実施。
　指標：父親主体の講座・イベ
ント実施回数
　目標：単独型10か所×年12
回＝延120回

・平成24年度までに、10か所す
べての単独型子育て支援セン
ターで土曜日開所を実施しま
す。
・平成24年度末までに、10か所
すべての単独型子育て支援セ
ンターにおいて、「父親のため
の育児講座」、「パパと遊ぼうイ
ベント（仮）」などを土曜日に集
中開催し、父親の利用機会を
増やします。

（１日保育士体験）
　現在は、保護者向けの保育
参加に父親が参加することが
まれにあるが、父親に絞って参
加者を募集してはいない。

6
３　子ども「子どもの夢を育むまちづくり」
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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

保健福祉局
保育課

保育環境整
備室

保健福祉局
保育課

保育環境整
備室

保健福祉局
青少年育成

課

（定員300人
分）

（定員400人
分）

・施設開所

（定員300人
増）

（定員210人
分）

（定員300人
分）

（定員400人
増）

（定員210人
分）

（定員210人
分）

（定員300人
増）

・ナーサリールーム、家庭保育
室の定員を平成２３年度までに
６００人増加し、さらに平成２４
年度までには８００人増加とし
ます。

（定員300人
分）

・施設認定・
指定

（定員300人
増）

・認可保育所の整備が進まな
い駅前地域を中心に一定の基
準を満たす認可外保育施設を
ナーサリールーム、家庭保育
室に認定・指定することで保育
の受け入れ枠を拡大すること
により、保育所入所待機児童
の解消を図る。

（定員200人
分）

（定員300人
増）

（定員200人
分）

（定員300人
増）

・施設数

（１６２か所）

・受入児童数

（６，０００人）

（１６９か所）

（６，３００人）

（１７６か所）

（６，６００人）

（１８３か所）

（６，９００人）

平成２１年４月１日現在、認可
保育所は１２０か所（定員合計
１０，５０３人）が設置されてい
る。なお、保育所入所待機児童
数は１７７人である。

・認可保育所の定員を平成２３
年度までに７００人増加し、さら
に平成２４年度までには１，００
０人増加とします。

・事業者との
協議

（定員400人
分）

・施設整備

（定員300人
分）

・民間活力を利用した認可保育
所を増加して、保育の受入枠を
拡大することにより、保育所入
所待機児童の解消を図る。

24
保育所・学童保育所「待機児童
ゼロプロジェクト」を推進しま
す。（４年以内）

・平成２１年４月１日現在、施設
数１５５か所　入室児童数（１～
３年生)５，７０６人、待機児童５
３１人となっている。
・「さいたま市次世代育成支援
対策行動計画」（平成17年３
月）において、待機児童解消の
ための施設整備については、
原則として民設民営での整備
運営を促進することとしてい
る。

・民設放課後児童クラブを整備
することで受入可能児童数を
１，２００人増やし、待機児童解
消を推進します。

・事業者との
協議

（定員300人
分）

平成２１年４月１日現在、ナー
サリールームは３７か所（定員
合計１，７６３人）、家庭保育室
は５２か所（定員合計７２５人）
が設置されている。なお、保育
所入所待機児童数は１７７人で
ある。

・公設の待機児童を民設に誘
導することで待機児童ゼロを推
進するため、公民格差是正を
図ります。
・民設の保護者負担を軽減す
るため、委託経費のうち児童１
人当たりの加算の見直しを検
討します。併せて、公設指導料
の見直しを行います。
・民設クラブの指導員の処遇改
善と経験を積んだ人材確保の
ため、永年勤続加算（5年以上）
の創設を検討します。
・民設放課後児童クラブの新
設・分離及び規模拡大を目的と
した移転による施設整備を促
進するため、賃借料補助の限
度額を現状に合わせ見直しま
す。

7
３　子ども「子どもの夢を育むまちづくり」



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

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

保健福祉局 健康増進課

保健福祉局 健康増進課

・産科医等確
保支援事業
補助金交付

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。

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。

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。

・小児救急医
療体制の啓
発

25
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）

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。

8
３　子ども「子どもの夢を育むまちづくり」



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考
・地域包括支
援センターの
増設

（浦和区：１圏
域増）

・全地域包括
支援センターで
の相談員配置

・地域包括支
援センター配
置箇所数の見
直し作業

保健福祉局 介護保険課

保健福祉局
高齢福祉課
介護保険課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

保健福祉局
高齢福祉課
介護保険課

○地域の高齢者が集う場として
の高齢者サロン活動の開催方
法を把握し、未実施の地区に実
施方法を伝える説明会を開催す
ることで全地区に高齢者サロン
を展開します。
○介護者サロンを試行中の地
域包括支援センターからノウハ
ウを伝える研修会を開催し、介
護者が悩みごと相談や情報交
換できる場としての介護者サロ
ンを実施します。

社会福祉協議会の協力を得て、
現在、週４回の配食サービスを
週５回に拡充し、単身高齢者や
高齢者のみの世帯等の健康管
理や孤独感の解消に努めてい
きます。

・高齢者サロ
ンの実態把
握と未実施地
区への説明

（実施地区：
２３地区）

・地域包括支
援センター介
護者サロン研
修会

・老人福祉セ
ンターの整備

（浦和区）

（実施地区：
４７地区）

（南区）

・配食サービ
スの実施

週４回（月・
火・木・金）

配食サービス
の拡充

29

空き教室や空き店舗、遊休施設
などを活用し、各区に高齢者サ
ロン・介護者サロンを設置しま
す。（４年以内）

○地区社会福祉協議会（地区
社協）が、地域内の自治会や老
人クラブを単位として高齢者サ
ロンを実施してます。さいたま市
社会福祉協議会は、高齢者サ
ロンを実施している２３地区社協
に補助金を交付しています。
○老人福祉センター（市設置８
箇所、民間１箇所）、老人憩い
の家（１２箇所）及び高齢者だん
らんの家（６箇所）も、高齢者サ
ロン的役割を持っています。
○３箇所の地域包括支援セン
ターで試験的に介護者サロンを
実施しています。

○平成２４年度末までに、市内
全４７地区社協で高齢者サロン
を実施します。
○老人福祉センターを全１０区
に整備します。
○平成２４年度末までに、各地
域包括支援センター（２３年度は
２６箇所）において、介護者支援
のための介護者サロンを毎月１
回実施します。（２４年度は次期
事業計画期間のため箇所数増
加の可能性有ります。）

28
配食サービスの拡充をはかり高
齢者の自立を支援します。
（すぐ）

社会福祉協議会に委託し、週４
回（月・火・木・金）の配食サービ
スを実施しています。

平成２３年１月から、配食サービ
スを週５回（月・火・水・木・金）に
拡充します。

27
介護する人への支援体制を充
実します。（すぐ）

・地域包括支
援センターの
開設日

（基本：月曜～
金曜）

　さいたま市は、市内に２５箇所
の地域包括支援センターを設置
し、社会福祉士、保健師、主任
ケアマネジャーの３人体制及び
開設日は月曜から金曜までの５
日間を基本として、総合相談や
権利擁護、介護予防ケアマネジ
メント等の業務を通じ、地域にお
ける介護の拠点として高齢者へ
の総合的な支援を行い、合わせ
て介護者支援を実施していま
す。

・相談業務では、今後増加が見
込まれる認知症相談等に対応
するため、22年度末までに相談
体制を強化します。
・地域包括支援センターの開設
日については、22年度末までに
年中無休（年末年始を除く）の
体制を目指します。
また、緊急時の連絡システムを
整備します。
・介護者への支援を充実するた
め、市内２５箇所の地域包括支
援センターを平成２２年度に１箇
所増設し、市内２６箇所としま
す。

・今後増加が見込まれる認知症
相談等に対応するため、平成
２２年度から全地域包括支援セ
ンターに相談員１名を配置し、
相談体制を強化するとともに、
年中無休（年末年始を除く）の
体制を目指します。
・相談員は、介護者サロン（マニ
フェスト番号29）を主宰するとと
もに、センターでの相談や訪問
による相談を通じ、介護者の悩
みを傾聴し、介護サービス等の
情報提供を行い、介護者の負
担軽減を図ります。 　

・緊急時の連
絡システム整
備

年中無休

（年末年始を
除く）

４　高齢者　「安心して長生きできるまちづくり」

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

実施方法等の検討

週5回
（月火水木
金）

9 ４　高齢者「安心して長生きできるまちづくり」



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

４　高齢者　「安心して長生きできるまちづくり」

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

保健福祉局 高齢福祉課

保健福祉局 高齢福祉課

・学科の新増
設

（専門課程の
新増設）

（大学620名
大学院580名
専門課程45
名）

・活動拠点供
用開始

・高齢者の就
労ニーズの
把握

・シルバー人
材センターの
あり方検討会
議設置

○高齢者のニーズに沿った魅
力ある大学運営を行なうため、
生徒にアンケートを実施し、カリ
キュラムの見直しや専門課程の
新増設等を行います。
○現在、校舎が５箇所に分散し
ているため、本部機能を持つ拠
点の整備について検討しており
ます。

○会員増強や就業先拡大のた
めの周知活動を行い、シルバー
人材センターの事業運営を支
援。
○高齢者の就労ニーズの把握
に努め、シルバー人材センター
の今後のあり方を検討し指導。
○経済部局等との連携による団
塊の世代等を対象としたシニア
生き方発見セミナーを開催。

・定員の拡大

（大学564名
大学院528名
専門課程40
名）

・活動拠点の
整備

・会員増強等
のための周
知

・経済部局等
との連携によ
るシニア生き
方発見セミ
ナー

31
シニアユニバーシティを充実し
ます。

シニアユニバーシティは、一般
教養を学ぶ大学・大学院を各５
校設置しています。専門課程と
して、大学院大宮中央校にＩＴ科
と音楽科を設置しています。ま
た、卒業後の諸活動を行う団体
としてシニアユニバーシティ校
友会連合会（任意加入）が組織
されており、毎年の大学卒業生
の約６割が参加しています。

○平成２４年度末までに、定員
を１割増やし１，２４５名としま
す。
○シニアユニバーシティの卒業
生の活動の拠点となる施設を整
備し、平成２４年度末までに毎
年の大学卒業生の９割以上が
校友会活動に参加できるように
体制を整えます。

30

シルバー人材センターの充実や
団塊の世代の市民活動の推進
など、高齢者が地域で働く場を
増やします。

シルバー人材センターでは、高
齢者の臨時的かつ短期的な仕
事・その他の軽易な仕事への就
業を提供・支援している。
また、シルバーバンクでは、高
齢者を４種類の人材バンクに登
録し、地域活動の人材を求める
団体・施設等とのマッチングを、
専任のコーディネーターによっ
て行っている。

シルバー人材センターの会員数
4,754人を平成２４年度末までに
6,300人にします。また、年間就
業率84.7％を平成２４年度末ま
でに89.4％にします。
シルバーバンクのマッチングに
よる活動数を38件から、平成
２４年度には年間300件以上に
します。

10 ４　高齢者「安心して長生きできるまちづくり」



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

・他市状況調
査・事業の検
討

・継続の検討

所管局

統
括
責
任
課

所管課

保健福祉局 障害福祉課

　障害者自立支援法施行後の
影響に対して、国の動向や他の
政令指定都市の実施内容を踏
まえて現在の制度を継続すべ
きか新たな軽減策を実施すべ
きか検討し,平成21年度中に方
針を示すこととする。

33
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）

障害者自立支援法施行により
導入された障害福祉サービス
利用に係る定率負担額の助成
及び通所施設における法施行
前との収入差額の補助につい
て、市独自の負担軽減策を国
の特別対策とあわせて実施して
います。

現在実施している市独自の負
担軽減策は平成22年3月まで
の実施となっているため、今後
国の動向や他政令指定都市の
状況等を踏まえて検討し、より
良い制度となるよう見直し、今
後も市独自減免を継続します。

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

11
５　健康・安心「日本一健康で元気なまちづくり」



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

保健福祉局
健康増進
課

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。

・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

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。

○　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
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