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平成２５年度は、杉並区基本構想に基づく総合計画の２年目の年として、基本構想実現に

向けた取り組みを軌道にのせる重要な年です。

今、厳しい社会環境の中で、夢や希望を持ちにくい子どもや若者たちが増えてきていると

言われています。杉並の子どもや若者たちが夢と希望を見出し、その実現に向かって、社会

の様々な場面で生き生きと活躍してこそ、地域社会全体に活力が生まれてきます。そうした

活力が、基本構想が描く１０年後の杉並を実現していく原動力となります。

こうした考えのもと、平成２５年度を「次世代に夢と希望を拓
ひら

く」年として、新年度予算

を『次世代に夢と希望を拓
ひら

く予算』と名付け、基本構想の実現に向けて着実にその歩みを進

めます。

平成２５年度予算編成の 基本構想が目指す区の将来像

３つの視点

次世代に夢と希望を拓
ひら

く予算

支
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Ⅰ 平成２５年度予算の基本的な考え方

● 区の財政運営

昨年暮れの総選挙により、安倍新政権が誕生し、長らく続いたデフレや円高に改善の

兆しが現われたようにも思われますが、欧州諸国の信用不安、米国や新興国経済の減速

など、今後の見通しは不透明であり、予断を許さない状況が続くものと考えています。

こうした中で編成した平成２５年度予算は、昨年定めた「財政運営の５つのルール」

などを踏まえて、実行計画事業を確実に予算計上しています。さらに、足元の喫緊の行

政課題にもしっかりと対応しました。

厳しい社会経済環境の中にあっても、持続可能な財政運営を確保していきます。

●『次世代に夢と希望を拓
ひら

く予算』

平成２５年度を「次世代に夢と希望を拓
ひら

く」年として、新年度予算を『次世代に夢と

希望を拓
ひら

く予算』と名付けました。

① 総合計画・実行計画を着実に推進する予算

基本構想に基づく総合計画の２年目の年として、基本構想実現に向けた取り組みを軌

道にのせる重要な年であり、実行計画事業を確実に予算に反映させました。

基本構想が目指す区の将来像

の実現に向けて、その歩みを確かなものにします。

② 予算編成の３つの視点（重点分野）

「次世代に夢と希望を」

「まちづくりを通して地域経済、地域社会の活性化を」

「安全・安心に暮らせるまちを」

という３つの視点に、特に意を用いて予算を編成しました。３つの視点の概要は、以

下（右ページ）のとおりです。なお、３つの視点に基づく主な事業の詳細は、６ページ

以降に記載しています。

支えあい共につくる 安全で活力ある みどりの住宅都市 杉並
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＜次世代に夢と希望を＞

◎ いつの時代も子どもや若者が夢を持ち、夢の実現に向けてチャレンジするエネルギーが社会を

発展させてきました。子どもや若者たちが夢と希望を見出し、その実現に向かって、社会の

様々な場面で生き生きと活躍してこそ、地域社会全体に活力が生まれてきます。しかし、今、

夢や希望を見出すための機会が失われつつあり、様々な機会を創出するなど、支援していき

ます。

○ 次世代育成基金を活用し、子どもたちの社会参加を支援するとともに、中学校の部活動の活性

化や補習授業の支援をはじめとした教育の充実を図ります。

○ 貧困の連鎖を防止する支援を再構築し、生活保護世帯への高校進学に向けた塾代の助成や、不

登校・ひきこもりや学習困難な中高校生への支援事業をモデル実施します。

○ 若者の就労支援では、昨年１２月に杉並区就労支援センターを開設しましたが、さらにセンタ

ーと福祉部門が連携し中間的就労の支援に取り組みます。

＜まちづくりを通して地域経済、地域社会の活性化を＞

◎ 地域住民がまちづくりに取り組む中で、人と人との絆が生まれ、さらに強まり、地域社会の活

性化を図ることができます。住民の活力を生かし、住民とともに取り組むまちづくりを進めて

いくために、区の行政内部の部門間などの垣根を越えた総合的・横断的な対応を図っていきま

す。

○ 都市計画などのハードの施策と、商店街や文化振興などのソフトの施策を連動させて地域の魅

力を高め、より一層活性化を図っていきます。平成２５年度は６地区を手始めに、精力的に地

域に入り、地域の方々と一緒に汗を流し、総合的なまちづくりに取り組みます。

○ 産業振興策は見直しや改善を図り、従来の全区画一的な振興策から、地域特性にあった多面的

な振興策に重点を移し、チャレンジマインド（挑戦意欲）のある商店街を支援する振興策など

へと進化させます。

○ 全区的な取り組みとしては、新たに「（仮称）すぎなみまつり」を開催し、まちづくりの基盤

となる人と人とのつながりを築き、元気を繋ぐ取り組みを行っていきます。

＜安全・安心に暮らせるまちを＞

◎ 人々にとって、安全や安心は生活の土台です。安全・安心の地域社会を築いていくことは、

基礎自治体に課せられた重要な責務です。様々な分野で、区民の不安の解消に努めるため、

災害対策をはじめとし、福祉・保健分野の様々な施策も含め充実を図り、区民が安全に、安

心して暮らせるまちづくりを進めていきます。

○ 大規模災害時の備えとして、「杉並区災害時における相互支援に関する条例案」を提案します。

○ 建築物の耐震改修促進や不燃化促進、区立施設の自家発電能力の向上などの施設や設備の充

実のみならず、災害時要援護者支援の充実や安心おたっしゃ訪問など、人や地域のつながり

を強めることにより、区民の皆さんが安全に、そして安心して暮らせるまちづくりを進めま

す。
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Ⅱ 各会計当初予算規模

（単位：千円）

区 分 平成25年度 平成24年度 差引増減額 前年比

一 般 会 計 155,853,000 154,659,000 1,194,000 100.8％

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 52,728,688 51,766,410 962,278 101.9％

介 護 保 険 事 業 会 計 35,663,495 34,195,215 1,468,280 104.3％

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 12,037,799 11,713,941 323,858 102.8％

中小企業勤労者福祉事業会計 178,015 200,414 △22,399 88.8％

合 計 256,460,997 252,534,980 3,926,017 101.6％

□ 一般会計 1,558億5,300万円（前年度比11億 9,400万円、0.8％の増）

増となった要因は、職員人件費の減や投資事業の減はあるものの、障害者自立支援サービスや生

活保護費などの既定事業の増によるものです。

特別区民税は、区民所得の減などを見込み微減、その他、地方譲与税、利子割交付金、地方消費

税交付金などの減、財政調整交付金、配当割交付金などの増を見込み、公園等の整備や高井戸第二

小学校の改築など5事業に係る特別区債（建設債）、行財政改革の成果である基金を活用し予算を

編成しました。

□ 国民健康保険事業会計 527億2,868万8千円（前年度比9億6,227万8千円、1.9％の増）

一人当たりの医療費の増加による保険給付費、後期高齢者支援金や介護納付金の増、高額医療費

増加による共同事業拠出金の増などを見込みました。

□ 介護保険事業会計 356億6,349万5千円（前年度比14億6,828万円、4.3％の増）

第５期介護保険事業計画に基づく２年目となり、保険料の基準月額は、前年度と同額の5,200円

です。

□ 後期高齢者医療事業会計 120億3,779万9千円（前年度比3億2,385万8千円、2.8％の増）

７５歳以上の高齢者（６５歳以上の障害認定による対象者を含む）を対象とした医療制度で、区

は制度の実施主体である東京都後期高齢者医療広域連合への納付金及び区が実施する保健事業に

かかる経費などを計上しています。被保険者数と一人当たりの医療費の増加を見込みました。

□ 中小企業勤労者福祉事業会計 1億7,801万5千円（前年度比△2,239万9千円、11.2％の減）

中小企業で働く労働者の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
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平成２５年度 歳入と歳出

一般会計（歳入）

一般会計（歳出）

２５年度

総額

1,558億5300万円

２５年度

総額

1,558億5300万円
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Ⅲ 主な事業

１ 次世代に夢と希望を

◇次世代育成基金の活用（基金活用分１，１３２万円）
次代を担う子ども・青少年が、国内外の文化・芸術に触れたり、スポーツでの交流や自

然体験事業に参加することを通して、広く社会に関心を持ち、健やかに成長していけるよ

うに支援するため、「次世代育成基金」の活用を推進します。

【平成２５年度に次世代育成基金を活用する５事業（予定）】

事業名 内容 対象
予算額

（内基金活用分）

①
中学生小笠原

自然体験交流

世界自然遺産である小笠原

での自然体験学習及び交流

を実施します。

区内中学生

３２名

７８２万円

（２９６万円）

②
子ども

国内交流

名寄編 北海道名寄市・群馬県東吾妻

町の子どもたちとの交流を

実施します。

区内小学生

（４～６年生）

各２５名

５６２万円

（２０５万円）
東吾妻編

③ 中学生海外留学

オーストラリア・ウィロビー

市に短期留学生として派遣

し、交流などの直接体験を通

して、国際感覚の基盤を培い

ます。

区内中学生

１５名

１,０２２万円

（３５３万円）

④
交流自治体中学生

親善野球大会

台湾台北市で開催される親

善野球大会に南相馬市など

とともに選手団を派遣し、健

全なスポーツ精神を培い、国

際理解を深めます。

区内中学生

３０名

９１７万円

（１８７万円）

⑤
小学生名寄

自然体験交流

北海道名寄市での自然体験

学習及び交流を実施します。

区内小学生

（５・６年生）

２５名

３８１万円

（９１万円）

【問合せ先】

次世代育成基金に関すること：保健福祉部 児童青少年課 3393-4760

各対象事業に関すること：

①、③の事業 … 教育委員会事務局 済美教育センター 3311-0021

②の事業 … 保健福祉部 児童青少年課 3393-4760

④の事業 … 教育委員会事務局 スポーツ振興課 3312-2111（内線1671）

⑤の事業 … 生涯学習推進課 3312-2111（内線1661）
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◇子どもたちの学習意欲のサポート（１，８１１万円）

・中学校夏季パワーアップ教室の実施（７５０万円）

すべての子どもたちの学ぼうとする意欲に応え、基礎学力の強化を図るため、区立

中学校において、夏季休業期間に補習授業（中学校夏季パワーアップ教室）を実施し

ます。

【対象】区立中学校生徒希望者

【実施時期】平成２５年７月下旬から８月末まで

・（仮称）中学３年「休日」パワーアップ教室の実施（新規）（３９９万円）

進路選択を控えた中学３年生のより一層学習したいという意欲に応えるため、民間

人講師を活用した補習授業を、長期休業期間・休日に実施します。

【対象】 区立中学校第３学年生徒希望者

【実施時期】 平成２５年８月下旬から平成２６年１月末まで（計１４回）

・生活保護世帯等の子どもに対する支援の再構築（６６２万円）

生活保護世帯の子どもに対する法外援護事業を見直すとともに、不登校・引きこ

もり・学習困難な子どもが、未来に向けて希望を持って夢の実現に努力していくこ

とを支援します。

・社会的な居場所づくり支援事業（モデル実施）

・小・中・高校生の社会参加の経費助成（サマースクールなどへの参加費）

・中学 3年生に対する塾代助成の拡充

【問合せ先】教育委員会事務局 済美教育センター 3311-0021

保健福祉部 杉並福祉事務所 3398-9104

◇部活動活性化事業のモデル実施（２，１３３万円）

部活動の充実や指導内容の向上、指導教員不足の補てんを図るため、中学校の部活動の

活動日の一部（土日等）を外部指導者による指導にあてる「部活動活性化事業」をモデル

実施します。

・実施対象 教員による指導の確保が困難な学校等１１校（１校あたり原則２部）

・事業開始 平成２５年６月（予定）

【問合せ先】教育委員会事務局 学校支援課 3312-2111（内線1641）
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◇就労支援センター運営（４，２３５万円）

意欲がありながら雇用機会に恵まれない若者等の就労を支援するため、区の就労支援の

中核を担う施設として、杉並区若者就労支援コーナー（愛称「すぎＪＯＢ」）とハローワ

ークコーナーが併設された「就労支援センター」を平成２４年１２月に開設しました。そ

の機能を更に発揮し、関係分野と十分連携を図りながら、以下の取組を強化します。

・生活相談の実施

センター利用者が抱える課題の早期把握のため、センター内で杉並福祉事務所の相

談員による生活相談を実施し、就労支援だけでなく、福祉制度の利用等の生活面にお

けるバックアップが必要な方を総合的に支援します（ワンストップ生活相談）。

・中間的就労の場の確保対策

区関係各課等が連携して、就労阻害要因を抱え、直ちに一般就労に結びつかない方

の支援に取り組みます。一般就労への準備支援として、社会に慣れたり、生活リズム

を取り戻すための就労体験の場の確保や、区内企業への協力依頼を進めます。

・就労支援センター利用者拡大に向けた取組

潜在的な要支援者を若者就労支援コーナー（「すぎＪＯＢ」）への利用につなげるた

めの施策について、社会参加と居場所づくりのあり方の視点も含めて検討を進めます。

若者を中心とした就労準備相談及び心理相談の実施延人数 … １，０００人

【問合せ先】区民生活部 産業振興センター 5347-9187
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◇保育施設の利用者負担の見直し

認可保育所保育料について、応能負担の原則に基づき、新たに高所得者層の階層区分

を新設し、所得に応じて逓増するよう改定します。また、これまでの認可外保育所と認

可保育所の利用者負担の格差を是正するため、認可外保育所利用者に対する保育料補助

制度の充実を図ります。

併せて、多子世帯の利用者負担を軽減するため、同一世帯で認可保育所等に通所して

いる３人以上の児童がいる場合、第３子以降の保育料を原則無料化します。

【問合せ先】保健福祉部 保育課 3312-2111（内線1371）
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２ まちづくりを通して地域経済、地域社会の活性化を

◇駅周辺地域のまちづくりの推進（１，７７０万円）

交通結節点である駅を中心に、ハード・ソフト両施策の連携を強化しながら、地域特性

を踏まえた、商業・産業の活性化や生活利便性の向上を図ることで、にぎわいと多彩な魅

力を備えた多心型のまちづくりを進めます。

【問合せ先】都市整備部 都市再生担当課 3312-2111（内線3381）

まちづくり推進課 3312-2111（内線3361）

◇荻外
てきがい

荘の敷地の取得（３１億４，５７３万円）

荻外
てきがい

荘（荻窪二丁目）敷地を公園用地として取得し、豊かなみどりに囲まれた、地域の

景観形成に貢献する憩いの空間として整備するとともに、観光・文化振興への活用策など

地域の活性化についても検討します。

・（仮称）荻外
てきがい

荘周辺まちづくり懇談会

【問合せ先】都市整備部 都市計画課 3312-2111（内線3501）

みどり公園課 3312-2111（内線3571）
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◇チャレンジ商店街支援プログラム（４，５７０万円）

地域経済をはじめとした「まち」の課題解決に向けて挑戦意欲のある商店街に対し、様々

な制度で複合的に支援します。既存制度の拡充や運用の改善を図るとともに、外部人材が

積極的に商店街事業に関わり、商店街支援を行えるようその事業資金を区が助成する制度

を新設します。

・商店街をサポートする外部事業者を助成

・商店街が外部事業者へ委託する事業への助成

・商店街事業の実効性を高めるための専門家の派遣

・若手商店事業者による事業を支援

・商店街が希望する様々な取組に対して柔軟に支援

【問合せ先】区民生活部 産業振興センター 5347-9134

◇（仮称）すぎなみまつりの開催（１，２００万円）

平成２４年１０月に開催した「杉並区８０周年まつり」には、２日間で約９万３千人の

方が来場されました。この成果等を踏まえ、世代を超えた区民等の交流･つながりを通じて

生まれるパワーを杉並の元気につなげていくため、「（仮称）すぎなみまつり」を開催しま

す。

実施時期（予定） 平成２５年１１月上旬の土曜日・日曜日の２日間

会場（予定） 桃井原っぱ公園、西荻地域区民センター（勤労福祉会館を含む）

【問合せ先】区民生活部 地域課 3312-2111（内線3761）
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３ 安全・安心に暮らせるまちを

◇「杉並区災害時における相互支援に関する条例」の施行

今後の大規模災害への備えとして不可欠な基礎自治体間の連携による「水平的支援」の

仕組みを促進していくため、「杉並区災害時における相互支援に関する条例（案）」を第１

回区議会定例会に提案します。

・施行予定：平成２５年４月

【問合せ先】総務部 防災課 3312-2111（内線3601）

◇防災まちづくり（１億９，４６４万円）

地震に強い安全なまちをつくるため、建築物の不燃化・共同化建替に向けた支援・誘導

を推進するとともに道路・公園等の整備を進め、木造密集地域の解消に努めます。

・阿佐谷南・高円寺南地区における不燃化建替助成

… 個別建替 ８件、共同建替 ２件

また、災害時に震災救援所となる区立小・中学校周辺や震災救援所に至る「緊急道路障

害物除去路線」沿いの不燃化建替の一部を助成し、不燃化を推進します。

・不燃化建替助成 １００件

・助成金額 耐火建築物 ２５０万円

準耐火建築物 １００万円

【問合せ先】都市整備部 まちづくり推進課 3312-2111（内線3361）
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◇都市計画下高井戸公園（旧東京電力総合グランド）

（１億３，７３０万円）

みどり豊かな住環境と防災上の貴重なオープンスペースとなる公園として整備を進め

るため、公園の基本計画を策定します。

・都市計画面積 約 ４．８ha

・スケジュール（予定） 平成 ２５年 ４ 月～ 基本計画策定・基本設計

【問合せ先】都市整備部 みどり公園課 3312-2111（内線3571）

◇がん検診（５億６，１８７万円）

・ワンコインがん検診

がんの早期発見・早期治療のため、すべてのがん検診の自己負担額を５００円以下とし

ます。

胃がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん検診：＠１，０００円→＠５００円

前立腺がん検査：＠７００円→＠５００円

（大腸がん検診は現行どおり＠２００円）

【問合せ先】杉並保健所 健康推進課 3391-1015
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◇認知症高齢者支援の拡充（１６１万円）

認知症高齢者を地域全体で見守り、支援できるよう認知症サポーターの養成を、子ども

も含めたあらゆる世代を対象に実施します。さらに商店やコンビニエンスストア、公共交

通機関、金融機関など高齢者に接する機会の多い事業者を対象に認知症サポーター養成講

座を幅広く実施していき、認知症高齢者の理解者、支援者を増やします。

【問合せ先】保健福祉部 高齢者在宅支援課 3312-2111（内線3261）
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Ⅳ その他の施策・事業

目標１ 災害に強く安全・安心に暮らせるまち ・・・・・・・・・・・・・・ １７

災害に強い防災まちづくり 耐震改修促進

橋梁の長寿命化と補強・改良
水防対策

減災の視点に立った防災対策の推進 防災意識の高揚

防災施設整備

災害応急対策

災害時要援護者支援対策

災害用医薬品・医療資材 の管理

安全・安心の地域社会づくり 防犯対策の推進

目標２ 暮らしやすく快適で魅力あるまち ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

利便性の高い快適な都市基盤の整備 鉄道連続立体交差の推進

魅力ある歩行者優先の道づくり

狭あい道路拡幅整備

良好な住環境の整備 まちづくり施策の総合的推進

住宅総合相談等

区営住宅の住環境整備

地域の特性を活かし将来を見据えた

産業の振興

商店街支援

アニメの振興と活用

目標３ みどり豊かな環境にやさしいまち ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４

水とみどりのネットワークの形成 みどりを育てる

みどりを守る

再生可能エネルギーを活用した住宅

都市づくり／環境を大切にする生活

スタイルの促進

地域エネルギー対策の推進

ごみの減量と資源化の推進 ごみの減量と資源化の推進

目標４ 健康長寿と支えあいのまち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６

いきいきと暮らせる健康づくり がん対策の推進

地域医療体制の整備 救命救急体制の充実

健康危機管理の推進 放射能対策

食品衛生管理

高齢者のいきがい活動の支援 長寿応援ポイント事業

高齢者の在宅サービスの充実 在宅医療支援体制の充実

安心おたっしゃ訪問
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要介護高齢者の住まいと介護施設の

整備

要介護高齢者の住まいと介護施設の整備

障害者の地域生活支援の充実 障害者相談支援の充実

障害者虐待対策

障害者グループホームの整備

障害者の社会参加と就労機会の充実 障害者の就労支援事業

支えあいとセーフティネットの整備 生活支援情報提供の推進

目標５ 人を育み共につながる心豊かなまち ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１

安心して子どもを産み育てられる

環境づくり

子ども子育てまちづくりの推進

母子に関する相談・講座等

安心して妊娠・出産できる環境づくり

保育の充実 待機児童対策の推進

子ども・青少年の育成支援の充実 学童クラブの整備

障害児援護の充実／成長・発達に

応じたきめ細かな教育の推進

障害児発達相談

障害児利用者負担軽減

障害児通所支援事業所設置助成

特別支援教育（障害児教育）

学校教育環境の整備・充実 高井戸第二小学校の改築

小中一貫校の施設整備

特別支援学級電子黒板機能付モニターの整備

地域と共にある学校づくり 新しい学校づくりの推進

学びとスポーツで世代をつなぐ豊か

な地域づくり

体育施設の整備

生涯スポーツ振興事業

文化・芸術の振興 文化・芸術の振興

地域住民活動の支援と地域人材の

育成

地域住民活動の支援

ＮＰＯ等の活動支援
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目標１ 災害に強く安全・安心に暮らせるまち

<災害に強い防災まちづくり>

□耐震改修促進（７億９，６９３万円）

・昭和５６年５月以前の旧耐震基準で建築された建築物に対して耐震診断支援及び耐震

改修助成を行い、地震に強い安全なまちづくりを進めていきます。

・平成２３～２５年度では、緊急・優先で行うべき事業として、大地震発生時に救急救

命活動や緊急支援物資の輸送、復旧及び復興の大動脈となる広域的な重要幹線道路（特

定緊急輸送道路）沿道建築物の耐震化を東京都と連携して重点的に促進していきます。

耐震診断支援 ８１３件（平成２３年度実績 ８７０件）

耐震改修助成 １７９件（平成２３年度実績 ７３件）

【問合せ先】都市整備部 建築課 3312-2111（内線3321）

□橋梁の長寿命化と補強・改良（５，３５６万円）

・橋梁の長寿命化に向けた修繕を実施するとともに、耐震補強を行い、災害時における

避難路等を確保します。

耐震補強整備工事など

八幡橋（神田川）、鍛冶橋（善福寺川）

【問合せ先】都市整備部 土木計画課 3312-2111（内線3421）
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□ 水防対策（８，５６９万円）

・河川の水位や雨量などの監視を行う水防情報システムを

計画的に改修します。

【問合せ先】都市整備部 土木計画課 3312-2111（内線3421）

<減災の視点に立った防災対策の推進>

□防災意識の高揚（６，２６１万円）

・防災マップ作成ソフトを地域防災会などに配布し、

身近な地域の防災マップ作成を支援します。

・火災危険度の高い地域にスタンドパイプなどの配備を計画的に進めます。

【問合せ先】総務部 防災課 3312-2111（内線3601）

□防災施設整備（１億５，２０１万円）

・移転改築工事中の大宮前体育館に災害備蓄倉庫を併設します。

・食糧、水、燃料や救助用資器材などの備蓄品の計画的な入替を実施します。

・公衆浴場に設置されている非常用発電機の取り替えのための助成を行います。

【問合せ先】総務部 防災課 3312-2111（内線3601）
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□災害応急対策（３，１２３万円）

・５月中旬に開催が予定されている韓国・瑞草区での「（仮称）防災シンポジウム」に

参加します。

・保育園等の区立施設１３２か所に緊急地震速報受信機を設置します。

保育園（子供園を含む） ６９か所

児童館（学童クラブ含む） ５３か所

障害者福祉施設 １０か所

【問合せ先】総務部 防災課 3312-2111（内線3601）

□災害時要援護者支援対策（６，０４１万円）

・在宅人工呼吸器利用者に対し、個別支援計画を作成し、災害時に適切な対応ができる

よう取り組みます。

・民間の福祉施設等と福祉救援所の協定締結に向けた協議を進めます。

・建物支援アドバイザーの派遣などの、災害時要援護者等のための建物防災支援を推進

します。

・高齢者のみの世帯や障害者手帳をお持ちの方などを対象に、家具転倒防止器具を設置

します。

高齢者世帯 １，７５０世帯

障害者世帯 ２０６世帯

【問合せ先】保健福祉部 管理課 3312-2111（内線1341）

障害者施策課 3312-2111（内線1141）

高齢者在宅支援課 3312-2111（内線3261）

□災害用医薬品・医療資材の管理（１，０５４万円）

・災害用医薬品の滅菌・入替えを行います。

・災害医療コーディネーターを配置し、医療救護体制の充実を図ります。

【問合せ先】杉並保健所 地域保健課 3391-1355
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<安全・安心の地域社会づくり>

□防犯対策の推進（７，３４１万円）

・街角防犯カメラを増設します。

街角防犯カメラ設置予定数 １２台

・自転車盗難を減少させるために、確実な施錠を呼び掛ける等の対策を推進します。

【問合せ先】総務部 危機管理対策課 3312-2111（内線1582）
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目標２ 暮らしやすく快適で魅力あるまち

<利便性の高い快適な都市基盤の整備>

□鉄道連続立体交差の推進（１，２１９万円）

・京王線沿線まちづくりでは、東京都をはじめとする関係機関と協力し、連続立体交差

事業の事業認可に向けて取り組みます。

・西武新宿線沿線まちづくりでは、各駅周辺地区まちづくり協議会の活動を支援します。

下井草駅周辺地区まちづくり協議会

井荻駅周辺地区まちづくり協議会

上井草駅周辺地区まちづくり協議会

【問合せ先】都市整備部 鉄道立体担当課 3312-2111（内線3511）

□魅力ある歩行者優先の道づくり（４億４，１２９万円）

・まちの景観向上や安全で快適な歩行空間を確保するため、商店街のカラー舗装化整備、

生活道路の無電柱化整備、身近なアクセス道路の整備を行います。

商店街のカラー舗装化整備

久我山駅北口のカラー舗装化整備

旧環七通りの安全対策工事

生活道路の無電柱化整備

永福町駅北口商店街通りの道路整備

身近なアクセス道路の整備

荻窪南地区散歩みちの整備

【問合せ先】都市整備部 土木計画課 3312-2111（内線3421）
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□狭あい道路拡幅整備（５億１，６９８万円）

・狭あい道路の拡幅整備と電柱のセットバックを推進し、安全で快適な道路を確保

します。

狭あい道路拡幅整備延長 ８，０００ｍ

【問合せ先】都市整備部 道路区域整備担当課 3312-2111（内線3471）

<良好な住環境の整備>

□まちづくり施策の総合的推進（５３５万円）

・「まちづくり基本方針（都市計画マスタープラン）」に即して、都市基盤整備などのま

ちづくり施策を総合的に推進します。

・新たな「バリアフリー基本構想」を策定します。重点整備地区を定め、各事業者によ

るバリアフリー化整備を促進します。

【問合せ先】都市整備部 都市計画課 3312-2111（内線3501）

□住宅総合相談等（９８７万円）

・住宅施策の柱となる「住宅マスタープラン」を改定し、今後の住宅施策展開の方向性

を定めます。

・区内の住宅ストックを把握し、今後の住宅施策に活かすため、空き家住宅の実態調査

を行います。

【問合せ先】都市整備部 住宅課 3312-2111（内線3531）
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□区営住宅の住環境整備（７，４０９万円）

・既存の区営住宅に昇降機等を設置し、バリアフリー化を推進します。

・区営住宅の長寿命化による更新コストの削減と事業量の平準化を図るため、予防的な

観点から修繕や改善の計画を定めます。

【問合せ先】都市整備部 住宅課 3312-2111（内線3531）

<地域特性を活かし将来を見据えた産業の振興>

□商店街支援（２億５，７１３万円）

・「チャレンジ商店街支援プログラム」に加え、杉並区の「良さ」、「らしさ」を再発

見し、集客資源として効果的にＰＲする「『にぎわい・商機』創出プログラム」を実

施します。

・防犯カメラ設置や装飾灯ＬＥＤ化等への助成により、地域住民が安全で快適に買い物

することができる商店街環境の整備を促進します。

【問合せ先】区民生活部 産業振興センター 5347-9134

□アニメの振興と活用（７，５４０万円）

・アニメの持つ発信力や集客力、まちや人に活気を生む娯楽性の高さを活用し、中長期

的に地域のにぎわいを創出するため、「『にぎわい･商機』創出プログラム」など集客

事業等との連動を図ります。

【問合せ先】区民生活部 産業振興センター 5347-9134
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目標３ みどり豊かな環境にやさしいまち

<水とみどりのネットワークの形成>

□みどりを育てる（１，９８４万円)

・杉並らしい歴史・風土を伝える貴重なみどりを区民共有の資産として後世に引き継ぐ

ため、「（仮称）緑地保全計画」を策定します。

【問合せ先】都市整備部 みどり公園課 3312-2111（内線3571）

□みどりを守る（７，６４１万円）

・貴重木の追加指定など、保護指定制度の充実を図り、みどりの減少を抑え、緑被率の

増加を目指します。

【問合せ先】都市整備部 みどり公園課 3312-2111（内線3571）



25

<再生可能エネルギーを活用した住宅都市づくり>

<環境を大切にする生活スタイルの促進>

□地域エネルギー対策の推進（７，０７３万円）

・地域におけるエネルギー自給率の向上と低炭素社会づくりに寄与するため、太陽光発

電システムの導入助成を行い、普及・促進を図ります。

・区民の暮らしの快適性と安全性を確保しつつ、環境にやさしいまちを創造するため、

地域分散型エネルギー社会の構築をめざし、区の地域特性を踏まえたエネルギー政策

の基本的な方向をまとめる「（仮称）地域エネルギービジョン」を策定します。

【問合せ先】環境部 地域エネルギー対策担当 3312-2111（内線3731）

<ごみの減量と資源化の推進>

□ごみの減量と資源化の推進(７，３４５万円)

・区民・事業者・区が、ごみ減量の目標を共有し、それぞれの役割分担の

もとで、ごみの発生抑制、再利用に努め、ごみの減量を進めます。

スマートフォン向けアプリケーションの開発・運用

ごみの減量の必要性や分別方法、収集曜日などがタイムリーにわかる、「スマ

ートフォン向けアプリケーション」を開発・運用し、更なるごみの減量や排出

マナーの向上を図ります。

集団回収の支援

区民の自主的なリサイクル活動を促進するため、集団回収事業を積極的にＰＲ

するとともに、実施団体に対して必要な支援を行います。

【問合せ先】環境部 ごみ減量対策課 3312-2111（内線3721）
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目標４ 健康長寿と支えあいのまち

<いきいきと暮らせる健康づくり>

□がん対策の推進（２１８万円）

・平成２４年度に策定する「がん対策推進計画」に基づき、がん予防の普及啓発、がん

検診受診率の向上等に向けて取り組みます。

【問合せ先】杉並保健所 地域保健課 3391-1355

健康推進課 3391-1015

<地域医療体制の整備>

□救命救急体制の充実（４，０７８万円）

・高齢者施設において、ＡＥＤを設置した場合に、購入費用の一部助成を行います。

・救急協力員（すぎなみ区民レスキュー）を新規に２００名養成します。

【問合せ先】杉並保健所 地域保健課 3391-1355

<健康危機管理の推進>

□放射能対策（５５５万円）

・空間放射線量率の測定や、学校・保育園等の給食食材などの放射能濃度の測定を引き

続き行い、区民の不安解消に努めます。

【問合せ先】環境部 放射能対策担当 3312-2111（内線3711）



27

□食品衛生監視（１，０９７万円）

・区民の食の安全を確保するため、小児や高齢者などが利用する集団給食施設などに対

して、重点的に監視指導を行います。

【問合せ先】杉並保健所 生活衛生課 3391-1991

<高齢者の生きがい活動の支援>

□長寿応援ポイント事業（７，９２３万円）

・高齢者がいきいきとした高齢期を過ごすため、地域のさまざまな活動に参加を促す「長

寿応援ポイント事業」を実施します。活動に参加することで付与されるポイントを区

内共通商品券と交換するほか、事業を行う団体の活動を支援します。

【問合せ先】保健福祉部 高齢者施策課 3312-2111（内線1161）

<高齢者の住宅サービスの充実>

□在宅療養支援体制の充実（５０３万円）

・認知症の早期診断・早期対応や身体合併症に対する医療処置を円滑に行えるよう、東

京都が認知症疾患医療センターとして指定した浴風会病院との連携強化に向けて、新

たな仕組みをつくります。

【問合せ先】保健福祉部 高齢者在宅支援課 3312-2111（内線3261）
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□安心おたっしゃ訪問（５０８万円）

・医療や介護保険サービスを利用していないなど、地域で孤立しがちな高齢者を対象に、

民生委員、地域包括支援センター職員、区職員が訪問します。

【問合せ先】保健福祉部 高齢者在宅支援課 3312-2111（内線3261）

<要介護高齢者の住まいと介護施設の整備>

□要介護高齢者の住まいと介護施設の整備

（１２億１，５５６万円）

・一人暮らし高齢者や要介護高齢者の増加に対応するため、高齢者の状態にあった住ま

いや施設の整備を進めます。

特別養護老人ホーム等の建設助成 ４か所 定員２６３人

認知症高齢者グループホームの建設助成 ２か所 定員 ４５人

介護老人保健施設の建設助成 １か所 定員１００人

杉並型サービス付き高齢者向け住宅の運営及び整備助成 ４１戸（累計７３戸）

【問合せ先】保健福祉部 高齢者施設整備担当課 3312-2111（内線3231）

都市整備部 住宅課 3312－2111（内線3531）

<障害者の地域生活支援の充実>

□障害者の相談支援の充実（９，４６２万円）

・障害者や家族等の生活全般の相談に対応できる拠点として、荻窪、高円寺、高井戸 3

つの地域に「（仮称）障害者地域相談支援センター」を設置します。

・障害福祉サービス等利用計画を作成する特定相談支援事業所の支援及び質の確保に向

けた取組を行うとともに、区全体の相談支援体制のネットワークを構築します。

【問合せ先】保健福祉部 障害者生活支援課 3312-2111（内線2271）

障害者施策課 3312-2111（内線1141）
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□障害者虐待対策（３５６万円）

・緊急の対応を求められない場合でも、訪問や聞き取りによる状況把握や相談等の継続

的な見守りが必要なケースについては、障害者虐待防止見守り事業を「（仮称）障害

者地域相談支援センター」に委託し実施します。

【問合せ先】保健福祉部 障害者施策課 3312-2111（内線1141）

□障害者グループホームの整備（１，８４０万円）

・下井草四丁目（旧歯科保健医療センター跡地）の区有地等を活用した、ショートステ

イ併設の「知的・身体障害者グループホーム」の整備を進めます。

【問合せ先】保健福祉部 障害者生活支援課 3312-2111（内線2271）

<障害者の社会参加と就労機会の充実>

□障害者の就労支援事業（３，６１３万円）

・障害者の就労を推進していくため、就労支援関係機関等と連携を図り、一人ひとりに

あった就労支援を行います。

すぎなみワークチャレンジ

区非常勤職員として新たに１９名を雇用（合計２２名雇用）

【問合せ先】保健福祉部 障害者生活支援課 3312-2111（内線2271）
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<支えあいとセーフティネットの整備>

□生活支援情報提供の推進（２７７万円）

・すべての方がまちに出て、まちを楽しむきっかけとなる総合的な生活支援情報をウエ

ブサイト「いってきまっぷ」で提供します。

【問合せ先】保健福祉部 管理課 3312-2111（内線1341）
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目標５ 人を育み共につながる心豊かなまち

<安心して子どもを産み育てられる環境づくり>

□子ども子育てまちづくりの推進（１，１７２万円）

・中・高校生を取り巻く社会環境等の変化を踏まえ、これからの時代にふさわしい中・

高校生の新たな居場所づくりを進めるため、専門家等の意見を聴きながら検討します。

【問合せ先】保健福祉部 子育て支援課 3312-2111（内線1361）

□母子に関する相談・講座等（３，５４２万円）

・発達障害の早期発見に向け、１歳６か月児健診後に親子参加型のあそびのグループ活

動を実施しています。平成２５年度からは事業を拡充し、必要がある場合には幼稚園

等への円滑な通所に向けた相談・支援を継続して行っていきます。

【問合せ先】保健福祉部 子ども家庭支援担当課 3312-2111（内線1351）

□安心して妊娠・出産できる環境づくり（３，７７５万円）

・特定不妊治療費の一部助成を行います。

・不足する産科医等を確保するため、診療所や助産院に勤務する産科医や助産師に分娩

手当を支給します。

【問合せ先】杉並保健所 地域保健課 3391-1355

健康推進課 3391-1015
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<保育の充実>

□待機児童対策の推進（１６億４，５３３万円）

・保育園入所待機児童を解消するための対策を実施します。

認証保育所運営 １２億９，８９４万円

家庭福祉員 １億１，３０９万円

私立幼稚園の預かり保育 ２，１３３万円

保育施設建設助成 ２億１，１９７万円

【問合せ先】保健福祉部 保育課 3312-2111（内線1371）

<子ども・青少年の育成支援の充実>

□学童クラブの整備（５，０６６万円）

・増大する学童保育の需要等を踏まえて、学童クラブを整備します。

（仮称）宮前第二学童クラブの整備（３，７９８万円）

→ 高井戸第二小学校内に設置します。

（仮称）和泉第二学童クラブの整備（１，２６８万円）

→ 新泉・和泉地区小中一貫教育校の校内に設置します。

【問合せ先】保健福祉部 児童青少年課 3393－4760
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<障害児援護の充実〉

〈成長・発達に応じたきめ細かな教育の推進>

□障害児発達相談（１，６４２万円）

・療育を希望する未就学児の適切な療育先（こども発達センター・民間事業所）に係る

相談・調整を行います。

【問合せ先】保健福祉部 障害者施策課 3312-2111（内線1141）

□障害児利用者負担軽減（４７６万円）

・児童発達支援事業所を利用する１、２歳児の保護者を対象に利用者負担の助成を行い

ます。

【問合せ先】保健福祉部 障害者施策課 3312-2111（内線1141）

□障害児通所支援事業所設置助成（２，６１３万円）

・児童発達支援事業所の設置を促進するため、事業者に対し開設に係る初期経費を助成

します。

・地域デイサービス事業者に対して一定期間、施設運営経費の一部を助成し、放課後等

デイサービスへの移行を促します。

【問合せ先】保健福祉部 障害者施策課 3312-2111（内線1141）
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□特別支援教育（障害児教育）（１億３，３９３万円）

・特別支援学級介助員を３名、通常学級支援員を３名（計６名）増員します。

※うち５名は、緊急雇用創出臨時特例交付金事業に計上

介助員 ３２名 → ３５名

支援員 １６名 → １９名

【問合せ先】教育委員会事務局 特別支援教育課 3311-1921

<学校教育環境の整備・充実>

□高井戸第二小学校の改築（２５億１８９万円）

・平成２３年度に着手した耐震化事業に伴う改築工事が竣工します。

【問合せ先】教育委員会事務局 学校整備課 3312-2111（内線1681）

□小中一貫校の施設整備（９億６，４７３万円）

・平成２７年４月の新泉・和泉地区での小中一貫教育校の開校に向けて、新校舎の建設

工事等に着手します。

新校舎改築・改修工事費

新泉小学校改修工事費

和泉小学校プール解体工事費

【問合せ先】教育委員会事務局 学校整備課 3312-2111（内線1681）
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□特別支援学級電子黒板機能付モニターの整備（９８５万円）

・学習支援・コミュニケーションツールとして有用である移動式モニターを、特別支援

学級及び済美養護学校（小・中学部）に整備します。

【問合せ先】教育委員会事務局 庶務課 3312-2111（内線1601）

特別支援教育課 3311-1921

<地域と共にある学校づくり>

□新しい学校づくりの推進（４２９万円）

・平成２７年４月の新泉・和泉地区小中一貫教育校の開校に向けて準備を進めます。

・平成２６年度以降の「新しい学校づくり推進基本方針」の策定に取り組みます。

【問合せ先】教育委員会事務局 学校支援課 3312-2111（内線1641）

<学びとスポーツで世代をつなぐ豊かな地域づくり>

□体育施設の整備（２０億４，３３２万円）

・大宮前体育館の移転改築工事を進めるとともに、妙正寺体育館改築の実施設計を行い

ます。

大宮前体育館の移転改築（２０億１，７２５万円）

妙正寺体育館の改築（２，６０７万円）

【問合せ先】教育委員会事務局 スポーツ振興課 3312-2111（内線1671）
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□生涯スポーツ振興事業（３，５１３万円）

・「国民体育大会」と「全国障害者スポーツ大会」を一つの祭典とした「スポーツ祭東

京２０１３」が開催されます。杉並区内では、３競技（ラジオ体操・ガーデンゴルフ・

ユニカール）が開催予定です。

【問合せ先】教育委員会事務局 スポーツ振興課 3312-2111（内線1671）

<文化・芸術の振興>

□文化・芸術の振興（６，４２８万円）

・文化・芸術情報の収集・発信について、区にゆかりのある文化人・芸術家の映像など

を記録し、保存収集していくアーカイブ事業に取り組みます。

【問合せ先】区民生活部 文化・交流課 3312-2111（内線3051）

<地域住民活動の支援と地域人材の育成>

□地域住民活動の支援（1億２，７３２万円）

・地域情報の交換、発信の手段である町会・自治会掲示板の設置や修繕等の費用を助成

します。

・「まちの絆向上事業」では、町会・自治会が「より良い地域社会の実現」を目的として

行う新規事業またはレベルアップさせた事業に助成し、地域活性化を図ります。

【問合せ先】区民生活部 地域課 3312-2111（内線3761）
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□ＮＰＯ等の活動支援（４，１１９万円）

・協働の新たな展開として、地域の多様な活動主体が相互に連携・協力しながら、地域

の課題を解決する取組を支援します。

「新・協働提案制度」の試行

ＮＰＯ支援基金の助成対象の拡大

協働の取組を推進する人材育成

中間支援機能の充実・強化

【問合せ先】区民生活部 協働推進課 3312-2381
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