
【介護予防システムの確立】

○地域包括支援センターの活動充実

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように､地域包括支援センターの機能

をより充実させ､保健 ･医療 ･福祉など様々な面から地域全体で高齢者を支える体制の

強化を図ります｡

･地域包括支援センター運営事業 587, 851千円

･生活 ･介護支援サポーター養成事業 1, 464千円

○高齢者虐待防止事業 12, 261千円

_	 地域包括支援センターと連携して､高齢者虐待の早期発見 ･支援等円滑な対応を図る

ことにより､高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを推進 します｡

･㊨ 生命 ･身体に重大な危険が生じた場合の一時保護シェルターの確保

○認知症対策事業

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを推進するため､医療 ･介護の連携に

よる支援体制づくりを進めます｡

･㊨ 認知症疾患医療センターの設置 5, 304千円

･㊨ 認知症コールセンターの設置 1, 369千円

･㊨ 認知症連携担当者の配置 6, 000千円

･認知症介護研修事業	 1, 135千円

認知症対策事集
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■主な事業の目標 

/事業名 指標 H21実縦値 H22目標値 H23目標値



○特別養護老人ホーム整備事業	 1, 539, 600千円

地域密着型介護老人福祉施設の整備や体制の整備を進め､待機者の減少を図 ります. 

0成年後見制度利用支援事業 16, 592千円

判断能力が十分でない認知症高齢者､知的障害者､精神障害者等の権利擁護及び法的

地位の安定を図るため､成年後見制度の利用を促進 します｡

○養護老人ホーム整備事業	 250,000千円


養護老人ホーム ｢松風園｣を民設民営により建替整備 しますO


【地域福祉の推進】

㊨ DV被害者支援事業 5, 389千円 

DV被害者の緊急一時保護等に加え､DV被害者の自立を効果的にサポー トできる人

材を育成 しますo

O心身障害者医療費助成事業 900,000千円

重度の心身障害者の うち､低所得者の通院に対する自己負担限度額の軽減措置を継続

します｡

○地域生活支援事業 (障害者自立支援法) 716, 022千円

障害者を対象とした移動支援事業､日中一時支援事業等の低所得者の利用者負担を新

たに無料とすることにより､地域生活支援事業の低所得者の利用者負担をすべて無料化

しますo

O中区福祉事務所整備事業 109,493千円

中区福祉事務所について､本年中の移転 ･開所に向けた整備を進め､中区の地域福祉

の拠点機能を強化 します｡

○市営住宅陸曹再整備事業 14, 700千円

市営さくら住座の再整備のため､民間活力の活用による市営住宅の建替え及び福祉系

施設等の整備に向けた取組を進めますO

㊨ 地域優良賃貸住宅 (高齢者型)制度 (9頁参照)

㊨ 戦災資料館 (仮称)整備事業 4,200千円

次世代を担 う人々に戦争の悲惨 さや平和の尊さを伝えるため､戦災捌 斗等の展示の実

現に向けた取組を進めます｡

国主な事業の目標

事業名 指標 十Ⅰ二､1某紙憶 H22目標値 Ⅰ23ド.11校値 
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○雇用創出事業

現下の厳 しい雇用情勢を踏まえ､新卒者を含め 700人を超える雇用創出を図ります｡

･緊急雇用創出事業 (市税収納体制充実強化事業等) 516,529千円

･ふるさと雇用再生事業 (障害者作品販売促進事業等) 42,942千円

･重点分野雇用創出事業 (コンベンション支援スタッフ特用事業等) 121,326千円

･地域人材育成事業 (若年者就業推進事業等) 469,429千円

㊨ ホームレス対策事業 27, 870千円

緊急一時宿泊施設の定員の増加を行 うとともに､相談員を増員 し生活指導や就労支援

を強化 し､利用者の自立を図ります｡

【健康づくりの推進】

○がん予防対策の推進

生活習慣の見直しによるがんの予防及びがんに係る正 しい知識の普及とがん検診の

受診啓発を実施 します｡

･㊨ 働 く世代への大腸がん検診推進事業 78, 000千円

○国民健康保険特定健診の拡充

･㊨ 特定健診フォローアップ事業 4, 618千円

高額な医療費がかかる慢性腎臓病の発症を予防するため､その予備群を特定健診

で把握 し､保健指導等を実施 します｡

○健康市民おかやま 21の推進 13, 945千円

健康で自分らしく生きられるまらを目指し､地域団体や関係機関と連携 し､社会全体

で健康づくりに取り組めるよう支援 します｡

○予防接種の実施

感牡の恐れがある疾病のまん延や個人の重症化を予防するための予防接種を実施します D

･子宮頚がん ･ヒブ ･小児用肺炎球菌予防事業費 1, 222, 000千円

〇二ころの健康づくりの推進

こころの健康センターを核として､精神保健福祉に関する専門的な相談､指導､支援

を実施します C

精神障害者地域支援システム整備事業 16,009千円 

依存症対策推進事業 3, 666千円 

地域自殺対策強化事業 13, 686千円 

㊨ 児卦 思春期精神保健対策事業 13, 907千円

国主な事業の目標

がん検診受診率 (%) 
がん予防対策の推進

(女性特有のがん検診推進事菜 ) 



⑦安心の子育て
【安心の子育てプロジェクト】【岡山っ子育成プロジェクト】

【子どもが安全で健やかに育つ地域づ くり】

○地域子育て支援拠点事業 (私立保育園への委託) 102, 800千円

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点 として､地域の子育て支

援機能の充実を図 り､子育ての不安感等を緩和 し､子 どもの健やかな育ちを促進 します｡

○心豊かな岡山っ子応援団事業 3, 957千円

家庭､地域､事業者､学校園､行政が一体となって子育ち ･子育てを応接する ｢心豊かな

岡山っ子応援団｣において､こんにちは赤ちゃん事業で配布する絵本の提供等を行います｡

○こんにちは赤ちゃん事業 19, 436千円

生後 4か月までの乳児がいるすべての家庭を愛育委員や保健師 ･助産師が訪問 し､子

育て支援に関する情報提供や助言等を行います｡

○出会いのひろば事業 5, 042千円

独身者を対象に出会いのきっかけづ くりの場を提供 します｡また､市民により身近な

事業 とするため､地域団体､企業などと連携 し市民脇働で進めます｡

･㊨ 若者による情報の発信

未婚 ･既婚を問わず若い世代が ｢結婚｣について自ら考え､出会いのきっかけづ

くりなどの情報を発信 しますO

コラム⑤ 出会いのきつ力ヽけつくりを応援します

平成 19年から始めた T出会いのひろば事業｣は＼独身男女 ･T
∫

の出会いの婦に対するニーズの高さを背景に､今では定員を大幅に超える応藤がありますD市民協働の手づくり事業として､岡山市遵A嫡ノAや岡 Ll市新成ノの集い実/~委 EA oB坐の脇 

ロ FfJ＼-E 山Lt L TT 見方 苧F力のもと､一人ひとりが個性を出しやすく､アットホームな雰囲気で参加できる出会いのきっかけづくりの喝を提供しますつ

【子どもと子育て家庭のサポー ト】

㊨ みんなで集める情報たか ら箱 18, 800千円 讐 萱 墜 毒 野 か ら 掛

テーマ別の官民協働型ポータルサイ トを継続的に し ]~L PgL

運営できる仕組みづくりを進めます｡平成 23年度は

｢子育て支援｣をテーマにしたポータルサイ トを構築

します｡

行政･民 間 の

情報 が 合 休 

『主な事業の 目標

jllI英名 指棟 H2実あ 1=i値 F E2 2. 白蝶値 トー23目標値 
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○子ども医療費助成事業 1, 630, 000千円

平成 22年 6月から始まった小中学生の入院医療費の助成について､就学前の乳幼児

の入通院医療費と同様に､窓口での支払いを無料とします｡

○ひとり親家庭等医療費助成事業 249, 000千円

ひとり親家庭等のうち､低所得者の通院に対する自己負担限度額の軽減措置を継続 し

ますD

㊨ 子ども手当の支給 16, 000, 000千円

｢チビも手当｣について､支給額の上乗せをはじめとする､平成 23年度に見込まれ

る制度改正に対応 します｡

㊨ 児童クラブの体制整備 513, 289千円

子育てと仕事の両立を支援するため､障害のある児童の受入支援や土曜日開設の促進など､

児童クラブの体制の充実に向けた取組を推進し､･放課後児童対策の拡大や質の向上を図ります｡

㊨ 母子家庭等就業 .自立支援センター事業 1, 600千円

母子家庭の母親等に対して､就業相談､就業支援講習会の実施､就業情報の提供等を

行い､母子家庭の自立を支援します｡

○子ども相談主事の配置 31, 365千円

子ども相談主事を地域こども相談センター-配置し､子どもや保護者､学校園が抱え

る問題について､関係機関と連携 して解決を図ります｡

○発達障害者支援体制の整備

発達障害者支援の中核を担 う発達障害者支援センター (仮称)を本年 11月の開設に

向けて整備する等､乳幼児から成人までライフステージに応じた支援体制を充実させ､

発達障害者とその家族の福祉の向上を図ります｡

･㊨ 発達障害者支援事業 7, 544千円
" @

･㊨ 発達障害者支援センター (仮称)の開設 7, 600千円

⊥軌 ､1 -㌔
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自立し自己実現できる人間力を育てる

⑧自立し豊かな心 をもつ岡山っ子の育成

【岡山っ子育成プロジェクト】【教育環境つくりプロジェクト】

【自ら学び考える力 ･豊かな心の育成】

㊨ 中学校区ではぐくむ ! 学力アップ事業 【大学連携】 5, 700千円

幼児教育から中等教育までの学びを連続させる一貫教育の体制づくりを､岡山本学等

と連携 しながら全中学校区を挙げて推進します｡

大学と連携した撰集改善による確かな学力の育成

O同じ中学校区の学校園J=おいて.学力向上の取組と学校評価を組み合わせ.4年を1サイクルとして
岡山型一貫教育を進める｡

O大学と連携し.｢読解力｣等の学力の伸びを 割る手立てについて､研究と実践を行う｡

O指事法や実践事例等をまとめた｢教育課程資料｣を作成するなど.一貫教育の基盤を充実させる｡

○習熟度別サポー ト事業 43, 566千円

一人一人の学習意欲や学力の状況を踏まえた少人数の習熟度別授業により､児童の学

力向上を図ります｡

○岡山っ子スター トサポー ト事業 21, 453千円

小学校 1年生において､生活指導や学習指導に当たる教育支援員を配降し､義務教育

の円滑なスター トを切ることができるよう支援します｡

■主な事業の目標 
H21

実損値

H22

｣ 』 腰 蓮 
阿山つ十スター ト ｢授業がわかりやすく楽しい｣と答え 

L 81J,-1T 
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○は ぐくむ心 ･あったかハー ト事業 2, 000千円

心をはぐくむ豊富な教材や資料と出会 う機会､社会的な課題 -の対処や人間関係につ

いて考える機会､様々な価値を実感をもって捉えるための体験活動の機会を充実させる

ことで､岡山っ子の豊かな心を育成 します｡

㊨ チャレンジハー ト･キャンプの実施 5, 000千円 

6泊 7日の共同生活の中での様々な自然体験活動を通 じて､児童の自主性､協調性､

社会性 と忍耐力を育てます｡

豊 かで たくましく しなやかな心

コラム⑥ さまざまなアプローチで豊かな心をはぐくんでいます

平成 22年度から始めた ｢はぐくむ心 ･あったかハ
ー ト事業｣は､資料集 (もの)の作成と活用､講師 (ひ
と)の派遣､体験講座 (とき)の企画 ･捉盛を行い､
｢もの ･ひと･とき｣の 3つの柱で子どもたちの豊か

な心の育成を目指しています｡
今後は､新たに 6泊 7日におよぶ ｢チャレンジハー

ト･キャンプ｣を実施する等､体験的な活動を充実さ
せることで､豊かさの中に､たくましさとしなやかさ
を兼ね備えた心をはぐくんでいきます｡

■主な事業の目標

事業名 指標 H21実損値 H22目標値 H23目標値

はぐくむ心 - 体験学習 (自然体験 ) 2泊 3日実施校数 10 15 



【子どもの育成に関する相談 ･支援体制の充実】

○特別支援教育支援員配置事業 245, 896千円

障害のある子 どもの自立を支援するため､特別支援教育支援員を幼稚園､/J- 中学校

に効果的に配置 します｡

○スクールカウンセラー等配置事業	 24, 775千円

いじめや不登校 ･問題行動の未然防止､早/i3舶決のために 心の専門家｣である臨凪 Ll1 ｢ ､

埋士､精神科医､大学教授等のスクールカウンセラーを中学校､高等学校に配置します｡

○不登校児童生徒支援員配置事業 25, 4 13千円

不登校の未然防止やその解決を効果的に進めるために､不登校児童生徒支援員を小 ･

中学校に配置 しますo

O教育相談室運営事業 29, 402千円

家庭や学校等での不登校や長期欠席､集団適応等の悩みを抱える学校や保護者 ･児童

生徒本人に対 してカウンセ リング等を行 う相談員を配置 しますd

O適応指導教室運営事業 60, 573千円

不登校の児童生徒に対 し､学校復帰に向けての力を養 うため､さまざまな体験的活動

を行 う指導員を市内 3か所にある適応指導教室に配置 します｡

㊨ 教育支援活動促進事業 4, 604千円

地域コーディネーターを配置して地域協働学校 と学校支援ボランティアの連携を図

り､地域で学校を支える体制を構築 しますD

【安全快適な教育環境づくり】

○学校園耐震改修整備事業 244, 200千円

安全 ･安心な教育環境を確保するため小 ･中学校､幼稚園施設等の耐震診断及び耐雷言

改修 ･改築設計を進めますD 

O岡LLl後楽館中 ･高等学校施設整備事業 2, 082, 000千円

平成 24年春の新校舎-の移転､オープンをめざし､中高一貫教育校にふさわしい教

育環境を整備 しますo

O足守地区の新 しい学校づくり 184, 400千円

足守地区の 3小学校を統合 し､小学校 と中学校 との一体型校舎の整備に着手 します｡

国主な事業の目標

体育館の耐IJLtJ=一化率 (%) l 77 3% 
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