
款名　　議　会　費

議員報酬 予算額 ○ 区議会議員
563,849 議員定数 ５２名

特定財源 改選時定数 ４８名
0 　 　

一般財源 議員数
563,849 　4月30日任期満了 ５１名

　5月1日任期始期 ４８名

議会運営 予算額 ○ 議員経費
149,346

特定財源 ○ 議会及び委員会経費
0

一般財源 ○ 議会広報費
149,346

○ 議会図書室経費

※　下線は新規項目

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要

 １５　主な既定事業
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　主な既定事業 款名　　総　務　費

企画・調整 予算額 ○ 企画調査・総合調整
4,959

特定財源 ○ 行財政改革
4 五つ星の区役所づくり 

その他特定財源
4 ○ 行政評価

一般財源 外部評価委員会の運営
4,955

○ 職員提案制度

自治権拡充 予算額 ○ 参画と協働の推進
1,000 自治基本条例等４条例の普及啓発

特定財源
0

一般財源
1,000

情報公開・個人情報保護 予算額 ○ 情報公開・個人情報保護審査会
6,743 及び審議会

特定財源
1,950 ○ 資料室等管理運営

その他特定財源
1,950

一般財源
4,793

電子計算組織運営 予算額 ○ 電子計算組織維持管理
1,176,134 電子計算機及び関連機器借料

特定財源
0 ○ 電子計算組織運営

一般財源 情報システム運用管理委託
1,176,134

介護保険システムの改正

システム外部監査

行政情報化の整備 予算額 ○ 行政情報化の基盤整備
653,541 パソコン配置の充実

特定財源
0 情報リーダーの育成

一般財源
653,541 電子申請・調達システムの共同開発

ホームページ閲覧用パソコンの拡充

○ セキュリティ(安全性)強化対策
セキュリティ管理の認証取得

セキュリティポリシー(安全対策指針)
実施状況の適切な管理

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要

 



 2

　主な既定事業 款名　　総　務　費

地域情報化の推進 予算額 ○ 地域情報化推進
200 地域ポータルサイトの立ち上げ準備

特定財源
0

一般財源
200

職員研修 予算額 ○ 区職員研修
35,223 研修内容の充実

特定財源 　プレゼンテーション能力向上　等
0

一般財源 ○ 特別区・第四ブロック職員研修
35,223

庁舎維持管理 予算額 ○ 庁舎維持管理
716,081

特定財源 ○ 賃借ビル維持管理
20,376 プラザＦビル賃借契約満了

その他特定財源
20,376 ○ リサイクル経費

一般財源
695,705

車両維持管理 予算額 ○ 車両の維持管理
84,598

特定財源 ○ 車両の運行管理
4,005 自動車運転業務全面委託化

その他特定財源
4,005 ○ 交通安全対策

一般財源 安全運転研修参加費
80,593

契約事務 予算額 ○ 契約事務経費
3,265 発注者支援データベースシステム

特定財源
2

その他特定財源
2

一般財源
3,263

外部監査事務 予算額 ○ 外部監査
8,010

特定財源
0

一般財源
8,010

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　総　務　費

文書事務 予算額 ○ 文書管理事務費
27,561 総合文書管理システム一部稼動

特定財源
0 ○ 例規等の作成

一般財源
27,561 ○ 庁内印刷業務

○ 文書交換業務

○ 訴訟事務

区政の広報 予算額 ○ 広報すぎなみの発行
247,565

特定財源 ○ 広報すぎなみ等（外国語）の作成
5,000

その他特定財源 ○ 視力障害者用広報の発行
5,000

一般財源 ○ 区政情報誌の発行
242,565 わたしの便利帳発行

※ 配布経費は緊急地域雇用
　 対策に計上

○ 職員広報の発行

○ 広報番組等の制作

○ スタジオ設備維持運営
本会議・子ども区議会中継放送
区長定例記者会見中継放送

○ 広報活動
区民特派員制度

○ 区政の広報維持運営

○ ホームページ管理運営
区ホームページの充実

区政の広聴 予算額 ○ 区民相談
30,181 防犯相談の拡充

特定財源
258 ○ 広聴活動

その他特定財源
258 ○ インターネット区政モニター

一般財源 ・区民意向調査
29,923

選挙常時啓発 予算額 ○ 明るい選挙推進協議会活動
4,425

特定財源 ○ 啓発紙発行
0

一般財源 ○ 新成人等啓発活動
4,425

○ 電子投票調査・研究

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　生活経済費

公衆浴場対策 予算額 ○ 公衆浴場対策
12,653 公衆浴場数 ５１浴場

特定財源
0

一般財源
12,653

外国人学校児童生徒保護 予算額 ○ 外国人学校児童生徒保護者負担軽減
者負担軽減 7,943 交付見込者 １１０名

特定財源 対象校 １６校
0

一般財源
7,943

町会・自治会活動支援 予算額 ○ 町会・自治会館の建設等助成
42,079 掲示板新設等助成 ５０基

特定財源
1

その他特定財源 ○ 区政協力委託
1

一般財源
42,078

地域住民活動推進 予算額 ○ 地域活動事務
170,601

特定財源 ○ 学校地域防災連絡会
6,599

その他特定財源 ○ 区民事務所会議室運営
6,599

一般財源 ○ 区掲示板
164,002

○ 地域集会施設等運営協議会

ＮＰＯ等活動推進 予算額 ○ ＮＰＯ等の支援と協働推進
70,061

特定財源 ○ ＮＰＯ･ボランティア活動推進センター
6,001

繰入金 ○ ＮＰＯ支援基金運営
3,000 ＮＰＯ支援助成

その他特定財源
3,001 ○ 地域人材育成･協働システム構築

一般財源
64,060

平和事業の推進 予算額 ○ 連携・啓発及び抗議
5,491

特定財源
0 ○ 平和のつどい

一般財源
5,491

○ 平和ポスターコンクール

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　生活経済費

男女共同参画の推進 予算額 ○ 普及啓発
3,799

特定財源
0 ○ 調査研究

一般財源
3,799

○ 男女共同参画事業の推進

男女平等推進センター 予算額 ○ 企画運営委員会
事業振興 13,069

特定財源 ○ 情報収集・発信
1,208

その他特定財源
1,208 ○ 啓発学習

一般財源 セミナー ２０回
11,861 啓発講座 ４回

○ 交流促進

○ 相談
法律相談 ５１回
心の相談 ５１回

○ 女性のための起業支援
就職・再就職セミナー １回
起業セミナー ５回
事業計画作りセミナー ５回
経営診断セミナー ５回

文化・交流の推進 予算額 ○ 文化の振興
17,365 アート公募展開催

特定財源 学校音楽祭開催
90

その他特定財源 ○ 国際交流の推進
90 杉並区と瑞草区とのゆるぎない友好の

一般財源 ための１０年アクション・プログラム
17,275

○ 国内交流の推進

杉並区文化・交流協会 予算額 ○ 杉並区文化・交流協会助成
65,310

特定財源
0

一般財源
65,310

民営化宿泊施設維持 予算額 ○ 施設維持管理
123,107 湯の里「杉菜」

特定財源 コニファー岩櫃
5,611 富士学園

その他特定財源 弓ヶ浜クラブ
5,611

一般財源 ○ 利用区民補助金
117,496

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　生活経済費

地域集会施設等維持管理 予算額 ○ 区民会館維持管理
969,686

特定財源
163,855

その他特定財源 ○ 地域区民センター等維持管理
163,855 運営管理の見直し

一般財源
805,831

区民事務所維持管理 予算額 ○ 区民事務所維持管理
82,088

特定財源
644

その他特定財源 ○ 多目的集会機能の整備
644 高井戸区民事務所

一般財源
81,444

住民基本台帳事務 予算額 ○ 住民票の写し等証明書の交付
80,058

特定財源
131,529 ○ 住民基本台帳記録管理

890 ○ 自動交付機維持管理
１４台

993
その他特定財源 ○ 区民証発行

129,646
一般財源

△ 51,471

区民事務所事務 予算額 ○ 施設維持管理
117,572 区民事務所　　　　 ７所

特定財源 分室　　　　　　 ２所
4,203 サービスコーナー　 １所

その他特定財源
4,203 ○ 駅前事務所設置

一般財源
113,369 杉並区役所荻窪駅前事務所開設

杉並区役所高井戸駅前事務所開設

中小企業支援 予算額 ○ 相談・支援
22,639 経営革新計画支援　　　　　　１０件

特定財源
0

一般財源 ○ 情報収集・提供
22,639

○ 地域経済活性化緊急セミナー

都：住民基本台帳費委
託金

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要

都・高齢者いきいき事
業補助金
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　主な既定事業 款名　　生活経済費

特定商業施設環境調整 予算額 ○ 住宅地環境審議会
1,411

特定財源
0 ○ 環境調査

一般財源
1,411

商店街振興総合対策 予算額 ○ 活性化支援
151,848 経営改善支援者派遣 １０商店

特定財源 経営相談者派遣 ２商店街
34,895

都・商店街活性化推進 ○ 商店街活性化事業費助成
事業補助金 施設整備事業助成 １商店街

34,895 活性化推進事業助成 １商店街
一般財源 情報化推進事業助成 ５商店街

116,953 新・元気を出せ商店街事業

○ 千客万来・アクティブ商店街事業
事業助成 ５商店街
自主活動支援助成 １５商店街

○ 空き店舗情報提供事業
システム開発

産業団体助成 予算額 ○ 商店街組合等補助
4,651

特定財源 ○ 工業団体助成
0

一般財源 ○ 技能功労者表彰
4,651 ３０人

商店街装飾灯助成 予算額 ○ 商店街装飾灯建設助成
43,822 ４０灯

特定財源 ○ 商店街装飾灯電気料助成
0 ２,１５０灯

一般財源 ○ 商店街装飾灯修繕費助成
43,822 ４,１５０灯

○ 美化助成
７,５６０灯

産業・観光まつり 予算額 ○ 阿佐谷七夕まつり補助
3,000 ５０周年記念事業

特定財源
0 ○ 高円寺阿波踊り補助

一般財源
3,000

中小企業資金融資 予算額 ○ 産業資金融資
121,282 景気対策緊急運転資金融資

特定財源
0 ○ 公害防止融資資金

一般財源
121,282

○ 小企業等経営改善資金利子補給

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　生活経済費

みどりの産業の振興 予算額 ○ ＳＯＨＯ（スモールオフィス・ホーム
18,073 オフィス）支援

特定財源 事務室　　　　　　　　　　　　９室
3,171 ＳＯＨＯ事業者施設改修助成　１０件

その他特定財源
3,171 ○ 人材育成

一般財源 コミュニティビジネスセミナー
14,902 (地域密着型事業講座)

○ 産業振興計画
杉並経済人会議の開催

アニメの杜すぎなみ 予算額 ○ 人材育成
47,417 杉並アニメ匠塾

特定財源
0 ○ アニメイベント

一般財源 アニメフェスティバル
47,417

○ アニメ資料収集展示
アニメ資料館委託

マイバッグ運動の推進 予算額 ○ マイバッグ運動の推進
136,993 マイバッグ等持参状況調査

特定財源 エコシール運営補助
0

一般財源 ○ すぎなみ環境目的税の趣旨普及
136,993

農業振興 予算額 ○ 都市型農業の支援
2,988

特定財源
50 ○ 企業的農業経営者の育成

その他特定財源
50

一般財源 ○ 農業者・農業組織の育成
2,938

区民農園運営 予算額 ○ 区民農園運営
6,750 農園維持管理

特定財源 ※　経費は緊急地域雇用対策に計上
5,994 　　　　　　　　

その他特定財源 ○ 果樹園運営
5,994

一般財源
756

財団法人杉並区勤労者 予算額 ○ 杉並区勤労者福祉協会助成
福祉協会 109,405

特定財源
9,000

国・中小企業福祉事業費 　
補助金

9,000
一般財源

100,405

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　生活経済費

消費者行政 予算額 ○ 消費生活に係る相談
12,856

特定財源 ○ 消費者教育による知識の普及
1,495

都・消費生活情報体制整 ○ 悪徳商法被害防止啓発
備事業補助金

1,450 ○ 消費者グループ育成・支援
その他特定財源

45 ○ 消費生活情報の提供及び展示
一般財源

11,361 ○ ホームページ

○ 消費者行政あり方検討会

消防団運営等 予算額 ○ 消防団の運営助成
12,295

特定財源
0

一般財源
12,295

防災市民組織の育成 予算額 ○ 防災市民組織の育成強化
41,264 １６３組織

特定財源
0 ○ 初期消火設備の整備

一般財源 大型消火器の整備 ３０台
41,264

防災施設整備 予算額 ○ 災害備蓄倉庫の維持
64,057 備蓄品の買替等

特定財源
0 ○ 消火器の維持

一般財源
64,057 ○ 避難場所への誘導

○ 生活用水井戸の整備

情報連絡体制の確立 予算額 ○ 防災行政無線維持管理
32,088 防災データ電子化

特定財源
0

一般財源
32,088

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

社会福祉協議会に対する 予算額 ○ 事務費
助成 212,465

特定財源 ○ 人件費補助
0

一般財源 ○ 管理運営費補助
212,465

○ 事業費補助

地域福祉活動立上げ支援 予算額 ○ 地域福祉活動立上げ支援
27,054 活動助成　　　　　　　　　１２団体

特定財源
13,500

都・地域福祉推進事業費 　
補助金

13,500
一般財源

13,554

ハンディキャブ（外出 予算額 ○ ハンディキャブ（外出支援車）運行助成
支援車）運行 10,106 運行助成　　　　　　　　　　　１件

特定財源
5,052

都・福祉改革推進事業補  
助金

5,052
一般財源

5,054

生活資金等貸付 予算額 ○ 生業資金 　　　　　　　　　　　　８件
26,417

特定財源 ○ 応急小口資金 　　　　　　　　　９２件
35,494

その他特定財源
35,494

一般財源
△ 9,077

健康都市杉並の推進 予算額 ○ 保健福祉計画の推進
　 5,022
特定財源 ○ 健康都市杉並庁内推進会議運営

0
一般財源 ○ 健康都市推進区民会議

5,022
○ 福祉サービス調整チーム運営

○ 健康都市杉並ファロ

○ 健康都市指標（調査）

○ 健康都市白書

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要

[旧保健・福祉計画の推進]
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

福祉サービス利用者保護 予算額 ○ 成年後見制度等運営
27,830 福祉サービス支援センター運営助成

特定財源 講演会　 　　　 　　　　　　　２回
13,972

都・福祉改革推進事業補 ○ 福祉サービス第三者評価の実施
助金 第三者評価委託　　　　　　　１６所

13,466 第三者評価民間事業者助成　　３５所
都・介護予防・生活支援 　
事業補助金

506
一般財源

13,858

福祉のまちづくり推進 予算額 ○ 啓発・ＰＲ
719 リーフレット　　　　　　　５００部

特定財源 バリアフリー（障壁除去）情報
445 ホームページ管理運営助成　　１団体

都・福祉のまちづくり事 　
務費負担金 ○ 災害時要支援者登録制度

100
都・福祉のまちづくり地 ○ 地域支援事業
域支援事業費補助金  福祉のまちづくり懇談会　　　　６回

345
一般財源

274

高齢者共同生活支援事業 予算額 ○ 高齢者共同生活支援 １所 
2,000 利用定員 ６名 

特定財源
1,500

都・介護予防・生活支援 　
事業補助金

1,500
一般財源

500

高齢者保健福祉施策の 予算額 ○ 管理事務費
推進 10,321

特定財源 ○ 高齢者のしおり発行
0 高齢者のしおり　　１００，０００部

一般財源
10,321

ふれあい入浴 予算額 ○ ふれあい入浴
36,974 公衆浴場数　　　　　　　　　５１所

特定財源 実施回数　　　　　　　　　　２４回
18,487

都・高齢者いきいき事業 　
補助金

18,487
一般財源

18,487

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

風呂っと杉並 予算額 ○ 風呂っと杉並
12,475 バリアフリー(障壁除去)化改修費助成

特定財源 　　　　　　　　　　　　　　　５所
2,487

都・高齢者いきいき事業 　
補助金

2,487
一般財源

9,988

いきがい活動支援 予算額 ○ 高齢者いきいき・はつらつ事業
1,402 推進会議　　　　　　　　　　　６回

特定財源 実行委員会　　　　　　　　　　４回
927 社会活動参加セミナー　　　　１講座

都・高齢者いきいき事業 　 スポーツと健康づくり教室　　１講座
補助金 地域活動リーダー研修　　　　１講座

244
都・介護予防・生活支援 ○ 高齢者のための起業支援
事業補助金 起業支援セミナー　　　　　　１講座

683
一般財源 ○ 高齢者人材バンク

475
○ 情報提供と相談

高齢者の生きがい活動に関する
情報ガイド　　　　　　５，０００部

家事・付き添いサービス 予算額 ○ 家事・付き添いサービスヘルパー派遣
39,291 派遣時間数　　　　２３，５０８時間

特定財源
30,031

都・介護予防・生活支援 　
事業補助金

26,790
その他特定財源

3,241
一般財源

9,260

配食サービス等 予算額 ○ 配食サービス　　　　１３所　８００食
188,978

特定財源 ○ 家族介護教室　　　　１２所　　２４回
141,729

都・介護予防・生活支援 　
事業補助金

141,729
一般財源

47,249

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

住宅改修費助成 予算額 ○ 住宅改修予防給付
87,491 給付件数　　　　１５０件→３００件

特定財源
42,654 ○ 住宅改修設備給付

都・高齢者いきいき事業  給付件数　　　　１０３件→２００件
補助金

42,330 ○ 福祉用具給付
都・介護サービス適正実  給付件数　　　　　　　　　　５７件
施指導事業補助金

324 ○ 住宅改修業者研修
一般財源 研修の実施　　　　　　　　　　１回

44,837

ひとりぐらし高齢者等 予算額 ○ ひとりぐらし高齢者等安心ネットワーク
安心ネットワーク 41,895 システム

特定財源 検討会　　　　　　　　　　　２４回
22,430

都・介護予防・生活支援 ○ 緊急通報システム
事業補助金 緊急通報協力員数　　　　７２１名

2,184
都・緊急通報システム事 　 設置世帯数　　　　　　　４６８世帯
業費補助金

18,267 ○ 民間事業者緊急通報システム
都・火災安全システム事 　 設置世帯数　　　　　　　２０２世帯
業費補助金

923 ○ 火災安全システム
その他特定財源 専用通報機貸与台数　　　　　年５台

1,056 火災警報機給付台数　　　　　年５台
一般財源 自動消火装置給付台数　　　　年７台

19,465 ガス安心システム給付台数　　年６台
電磁調理器給付台数　　　　年２２台

○ 徘徊高齢者探索システム
設置世帯数　　　　　　　　５０世帯

○ 管理事務費

在宅介護支援センター 予算額 ○ 地域型支援センター（ケア２４）
運営 166,117 　　　　　　　　　　　　　　１５所

特定財源 新規開設　　　　　　　　　　　２所
122,606

都・介護予防・生活支援 ○ 基幹型支援センター ４所 
事業補助金 支援センターシステム導入

26,298
都・介護サービス適正実 　
施指導事業補助金

864
都・在宅介護支援センタ 　
ー事業費補助金

86,395
その他特定財源

9,049
一般財源

43,511

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

介護予防推進 予算額 ○ 訪問指導
〔旧・高齢者等自立度 101,613
アップ支援といきいき 特定財源 訪問保健指導 ９６６回 
デイサービス〕 62,153 訪問機能訓練 ６６５回 

国・老人保健対策費負担 　 訪問歯科指導 １４７回 
金 訪問栄養指導 １６５回 

6,787 介護予防訪問実態調査 ４００人 
都・老人保健対策費負担 　
金 ○ 機能訓練 ３所 

6,787 　
都・高齢者いきいき事業 ○ 転倒予防教室 １２回 
補助金

22,733 ○ 地域ささえ愛グループ支援　　６８団体
都・介護予防・生活支援  
事業補助金 ○ いきいき健康教室 １３所 

25,846
一般財源

39,460

低所得者利用者負担軽減 予算額 ○ ホームヘルプサービス利用者負担助成
76,434 対象者数　　　高齢者　　　９１０名

特定財源 　　　　　　　障害者　　　１９０名
48,398

都・介護保険特別対策事 ○ 社会福祉法人等による軽減助成
業費補助金 対象者数　　　　　　　　　１００名

48,398
一般財源 ○ 杉並区介護保険サービス利用者負担助成

28,036 対象者数　　　　　　　　　１２０名

家族介護慰労 予算額 ○ 家族介護慰労金の支給
1,003 対象者数 １０名 

特定財源
751

都・介護予防・生活支援 　
事業補助金

751
一般財源

252
敬老事業 予算額 ○ 長寿祝い品贈呈

14,133 １００歳以上者 １６０名 
特定財源

0 ○ 敬老会
一般財源 ８１歳（半寿）顕彰 ２,８００名 

14,133 敬老会開催 ４２,０００名 

通所介護 予算額 ○ ふれあいの家
160,616 運営委託 １７所 

特定財源
266,157 ※　利用料金制導入

その他特定財源
266,157

一般財源
△ 105,541

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要

 



 15

　主な既定事業 款名　　保健福祉費

短期入所生活介護 予算額 ○ 上井草園
88 運営委託　　　　　　専用ベット９床

特定財源
10,614 ※　利用料金制導入

その他特定財源
10,614

一般財源
△ 10,526

介護老人福祉施設 予算額 ○ 上井草園
9,375 運営委託 ７５床 

特定財源
72,381 ※　利用料金制導入

その他特定財源
72,381

一般財源
△ 63,006

心身障害者福祉措置 予算額 ○ 身体障害者福祉措置
175,399 入所者 ３名 

特定財源 進行性筋萎縮症者 １名 
82,879

　 国・心身障害者福祉費負 ○ 知的障害者福祉措置
担金 入所者 ３名 

71,455 生活寮 １４名 
国・心身障害者福祉措置 　
費補助金 ○ 心身障害児福祉

1 補装具の交付 ２８５名 
都・心身障害者福祉費負 　 補装具の修理 ６０名 
担金

　 50
都・心身障害者保護費補  

　 助金
11,352

都・戦傷病者戦没者遺家 　
族等援護費委託金

15
その他特定財源

6
一般財源

92,520

障害者福祉の啓発推進 予算額 ○ 障害者福祉懇談会 ４回 
2,025

特定財源 ○ 障害者週間事業
0 うぇるフェスタ　　　　　　　　１回

一般財源 障害者区議会　　　　　　　　　１回
2,025

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

通所訓練・授産事業等 予算額 ○ 地域デイサービス（生活適応訓練）事業
374,600 運営助成

特定財源 １１団体 
78,367 新規　　　　　　　　　　　　１団体 

　 都・心身障害者(児）通 　 　
所事業費補助金 ○ 訓練・授産事業運営助成

37,117 １４団体 
都・障害者小規模通所授 　
産施設事業補助金 ○ 授産事業通所者交通費及び給食費助成

41,250 交通費助成対象者 １６３名 
一般財源 給食費助成対象者 ２２０名 

296,233

知的障害者グループ 予算額 ○ 運営委託 ５所 
ホーム 40,689

特定財源
0

一般財源
40,689

知的障害者生活ホーム 予算額 ○ 運営助成 ２所 
7,849

特定財源 ※　障害者支援費制度導入
0

一般財源
7,849

自立宿泊訓練事業 予算額 ○ 運営費助成 １所 
5,030

特定財源
0

一般財源
5,030

障害者等ホームヘルプ 予算額 ○ 常勤ヘルパー派遣
サービス 70,772 ホームヘルパー数 １２名 

特定財源 　
61,605 ○ 障害者等ホームヘルパー派遣

　 国・障害者等ホームヘル 　 派遣時間数 　
パー補助金 　　時間内 ４１６時間 

427 　　時間外 １０４時間 
都・障害者等ホームヘル 　
パー補助金 ○ 重度脳性麻痺者介護人派遣

213 　 派遣対象者 ５９名 
都・重度脳性麻痺者等介 　 派遣時間数 ８，４９６回 
護人派遣事業補助金

55,733 ○ 重度心身障害者等ホｰムヘルパｰ特別派遣
都・精神障害者福祉事業 　 派遣日数 ４９７日 
運営費補助金

5,226 ○ 精神障害者ホームヘルパー派遣
その他特定財源 派遣時間数　　　　　３，２００時間

6
一般財源

9,167

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

心身障害者ショート 予算額 ○ 運営助成 ２所 
ステイ（短期入所） 64,843

特定財源 ※　障害者支援費制度導入
0

一般財源 ○ 事業運営委託 １所 
64,843

巡回入浴サービス等 予算額 ○ 巡回入浴サービス
17,311 対象者 ９３名 

特定財源 実施回数 １，３９０回 
835

都・介護予防･生活支援 ○ 理美容サービス
事業補助金 　 対象者 １３６名 

835
一般財源 ○ 寝具洗濯乾燥サービス

16,476 対象者 １３名 

重度身体障害者等緊急 予算額 ○ 緊急通報器の設置
通報システム 3,143 緊急通報協力員数 １００名 　

特定財源 緊急通報機器台数 ６７台 　
1,769 設置世帯数 ６２世帯 

都・重度身体障害者等緊  
急通報システム事業補助 ○ 火災報知器の設置
金 火災警報器設置台数 ８台 　

1,692
都・重度心身障害者火災  
安全システム事業補助金 　

77
一般財源

1,374

難病患者福祉手当支給 予算額 ○ 難病患者福祉手当
491,334 受給者数 ２，３９３名 

特定財源
0

一般財源
491,334

精神障害者施設 予算額 ○ グループホーム運営 ３所 
321,656 新規　　　　　　　　　　　　　　１所 

特定財源
181,344 ○ 共同作業所助成 １４所 

都・精神障害者福祉事業 　
運営費補助金

181,343
その他特定財源

1
一般財源

140,312

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

障害者福祉会館事業運営 予算額 ○ 施設運営
84,460 運営協議会への管理委託

特定財源
11,228 ○ 利用者日常生活訓練

　 都・障害者地域自立生活 　 利用者送迎バス ２台 
支援センター運営費補助 　 機能訓練 ２０名 
金 言語訓練 ２４日 

9,375 給食提供 １４４日 
その他特定財源

1,853 ※　障害者支援費制度導入
一般財源 　 　

73,232 ○ 各種相談
健康相談 ８０日 

○ 障害者団体援助
手話通訳者派遣時間 ７１０時間 
福祉展 １回 

○ 障害者地域自立生活支援センター
講演会 ２回 
セミナー １回 
ピアカウンセリング（同一障害者に
よる相談）公開セミナー開催　　２回
ガイドヘルパー養成研修 　　 　３回
(視覚障害者１回・知的障害者２回)

（仮称）視覚障害者会館 予算額 ○ 施設運営
事業運営 12,347

特定財源 ※視覚障害者ガイドヘルパー事業は、
2,138 　障害者支援費制度導入

国・（仮称）視覚障害者 　
会館運営費補助金

2,138
一般財源

10,209
　

あけぼの作業所事業運営 予算額 ○ 授産作業
48,791 定員 ７０名 

特定財源 利用者数（予定） ６５名 
8,759

　 その他特定財源 ○ 利用者健康管理
8,759

一般財源 ○ 行事･特別活動等
40,032 宿泊訓練 １泊２日 

あけぼのまつり １回 

○ 給食運営
給食日数 ２３９日 

○ 利用者通所経費
利用者送迎バス １台 
利用者送迎ワゴン　　　　　　　１台

※　障害者支援費制度導入

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

ひまわり作業所事業運営 予算額 ○ 事業委託
136,545 定員 ６５名 

特定財源 利用者数（予定） ６５名 
8,656 利用者健康管理

　 その他特定財源
8,656 行事･特別活動等

一般財源 　宿泊訓練 １泊２日 
127,889 　ひまわりまつり １回 

給食運営
　給食日数 ２３８日 

　 ※　障害者支援費制度導入
　

こすもす生活園事業運営 予算額 ○ 日常生活活動
50,439 定員 ２４名 

特定財源 利用者数（予定） ２４名 
1,420

　 その他特定財源 ○ 利用者健康管理
1,420 医療的ケア

一般財源
49,019 ○ 行事･特別活動等

こすもす祭 １回 

○ 給食運営
給食日数 ２３９日 

　
　 ○ 通所バス運営

利用者送迎バス ３台 

※　障害者支援費制度導入

なのはな生活園事業運営 予算額 ○ 日常生活活動
49,979 定員 ２８名 

特定財源 利用者数（予定） ２８名 
1,569

　 その他特定財源 ○ 利用者健康管理
1,569 医療的ケア

一般財源
48,410 ○ 行事･特別活動等

あきまつり １回 

○ 給食運営
給食日数 ２３９日 

　
　 ○ 通所バス運営

利用者送迎バス ３台 

※　障害者支援費制度導入

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

こども発達センター事業 予算額 ○ 給食運営
運営 99,980 幼児グループＡ ２２０日 

特定財源 幼児グループＢ １４０日 
98,005 　 　 親子グループＡ ９０日 

　 都・知的障害児措置費負 　 親子グループＢ ５０日 
担金

94,128 ○ 利用者通所バス（たんぽぽ園通園バス）
その他特定財源 利用者送迎バス ３台 

3,877
一般財源 ○ 通園グループ指導（たんぽぽ園）

1,975 利用者数 　
幼児グループ ４０名 
親子グループ ３２名 

※　障害者支援費制度導入

○ 通園グループ行事
納涼夏祭り １回 
社会体験 各１回 
運動会 １回 
小学校就学を祝う会 １回 

○ 相談
医療相談（４科） ７２日 

○ 言語心理指導
心理指導 １９２日 
言語指導 １９２日 

○ 保健指導
摂食指導 １２回 

○ 運動機能リハビリテーション
運動機能リハビリテーション１９２日

○ 巡回指導
障害児指定園（医師）　  ５園　６回
一般園（医師） 　　　 ３９園　２回
障害児指定園（心理）　  ５園　６回
一般園（心理） 　　　 ３９園　２回
区立幼稚園（心理） 　　 ６園　２回
私立幼稚園（心理） 　 ４０園　１回

○ 療育講座等 ２回 

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

障害者施設維持管理 予算額 ○ 施設維持管理
62,936

特定財源 あすなろ作業所事業者選定委員会
39,657 ５回 

　 その他特定財源 ○ 施設維持管理（すぎのき生活園）
39,657

一般財源 ○ 施設維持管理（あけぼの作業所）
23,279

○ 施設維持管理（あすなろ作業所）

○ 施設維持管理（こすもす生活園）

　 ○ 施設維持管理（なのはな生活園）

○ 施設維持管理（（仮称）なでしこ生活園）

※　障害者支援費制度導入

高齢者活動支援センター 予算額 ○ 施設維持管理
維持管理 66,568

特定財源 ※　開館時間の延長
24

　 その他特定財源
24

一般財源
66,544

施設建設助成 予算額 ○ 特別養護老人ホーム・ケアセンター
421,107 建設助成（第二南陽園）

特定財源
27,000 ○ 特別養護老人ホーム・デイサービス

都・痴呆性高齢者グルー 　 センター建設助成（南陽園）
プホーム整備費補助金

27,000 ○ ケアハウス等建設助成
一般財源

394,107 ○ 特別養護老人ホーム建設助成
（さんじゅ阿佐谷）

○ 特別養護老人ホーム建設助成
（和田堀ホーム）

○ 特別養護老人ホーム建設助成
（沓掛ホーム）

○ 特別養護老人ホーム・グループホーム
建設助成（第三南陽園）

○ 特別養護老人ホーム建設助成
（（仮称）さんじゅ久我山）

○ 痴呆性高齢者グループホーム建設助成
（（仮称）上井草グルップボエンデ）

○ 特別養護老人ホーム建設助成
（（仮称）すぎなみ正吉苑）

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

心身障害者入所更生施設 予算額 ○ 知的障害者入所更生施設建設助成
の整備 5,000 （啓光学園） ４床 

特定財源
0 ○ 知的障害者入所更生施設建設

一般財源 （今川二丁目）
5,000

青少年育成 予算額 ○ 青少年問題協議会
28,235 協議会 ３回→４回 

特定財源
0 ○ ｢青少年健全育成運動｣推進活動

一般財源 個人表彰 ２００名 
28,235 団体表彰 １５団体 

○ 育成活動
青少年育成委員会 １７地区 

○ 成人祝賀
対象者 ６，５００名 

○ 健全育成

○ 中高生等社会参加の推進
委員数　　　　　　　１５名→２５名

○ 青少年実態調査

児童虐待対策 予算額 ○ 児童虐待対策
3,038 調整会議 １２回 

特定財源 研修 ２回 
0 講演会 １回 

一般財源
3,038 〇 グループカウンセリング

４保健センター 計８４回 

〇 保護者のこころの相談
２保健センター 計２０回 

〇 虐待対応ケーススタディー（事例研究）
２回 

児童扶養手当支給 予算額 ○ 児童扶養手当
831,669 対象児童数 ２，３９５名

特定財源
625,475

国・児童扶養手当費  
負担金

622,111 　
国・児童扶養手当
事務費委託金

3,289
その他特定財源

75
一般財源

206,194

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

児童手当・児童育成手当 予算額 ○ 児童手当
支給 1,348,915 対象児童数 １１，３００名

特定財源
666,214 ○ 児童育成手当（育成手当） ３，５００名

国・児童手当費負担金
556,880 ○ 児童育成手当（障害手当） ２００名

国・児童手当事務費委託 　
金

18,456
都・児童手当費負担金

90,860
その他特定財源

18
一般財源

682,701

乳幼児医療費助成 予算額 ○ 乳幼児医療費助成
830,354 受給者数 ２１，１３１名

特定財源
208,881 ○ 運営事務費

都・乳幼児医療費補助金  
208,851

その他特定財源
30

一般財源
621,473

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

保育園運営 予算額 ○ 一般保育
1,023,275 保育所数 ４４所 

特定財源 定員 ３，８１０名 
1,938,223

国・保育園費負担金 ○ 障害児保育
680,671 障害児指定園 ５園 

都・保育園費負担金 定員 ５９名 
340,335

都・保育園費補助金 ○ 延長保育
44,657 園数　　　　　　　１８園→　２０園

都・子育てひろば事業費 　 定員　　　　　  ３８２名→４２４名
補助金

3,209 ○ 産休明け保育
都・子ども家庭在宅サー 　 園数　　　　　　　１１園→　１２園
ビス事業費補助金 定員　　　　　  １２３名→１３１名

981
その他特定財源 ○ 緊急一時保育

868,370 実施園数 ４４園 
一般財源

△ 914,948 ○ 園外保育

○ 給食運営

○ 年末保育
６園 

予定：平成15年12月29日(月)
　　　　　　　12月30日(火)

○ 子育て支援

○ 一時保育
子育てサポートセンター　　　　５所
土曜日の実施

○ 職員研修

○ 保育園公設民営

民営保育園等に対する保 予算額 ○ 委託費・国基準運営費
育委託 1,506,463 施設数 １２所 

特定財源 (駅前保育所(分園) １所)
675,776 認可定員 １，０７３名 

国・民営保育園費負担金 　 保育児童数 １，０４７名 
289,536 零歳児保育実施 １１所 

国・時間延長保育補助金 　 朝・夕保育実施 １２所 
3,021 延長保育実施 ９所 

都・民営保育園費負担金 　
144,768 ○ 委託費・区加算運営費

都・民営保育園費補助金 　
16,073

その他特定財源
222,378

一般財源
830,687

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

認証保育所運営 予算額 ○ 認証保育所運営委託事務
161,182 認証保育所　Ａ型 １所→２所 

特定財源 認証保育所　Ｂ型 ３所 
80,580

都・認証保育所運営費補 　
助金

80,580
一般財源

80,602

家庭福祉員 予算額 ○ 運営委託
29,570 家庭福祉員 ９名 

特定財源 受託児定員　　　　２７名→　２９名
14,128

都・家庭福祉員事業費補 ○ 運営経費
助金

14,128
一般財源

15,442

グループ保育 予算額 ○ 運営委託
13,729 保育室 １所 

特定財源 定員 １５名 
0

一般財源 ○ 運営経費
13,729

○ 開設準備経費
(旧高円寺中央出張所)

ファミリー・サポート・ 予算額 ○ 運営委託
センター 13,801 １所 

特定財源
7,414

国・仕事と家庭両立支援 　
特別援助事業費補助金

4,943
都・仕事と家庭両立支援 　
特別援助事業費補助金

2,471
一般財源

6,387

病後児保育 予算額 ○ 運営委託
6,923 病後児保育室 １所 

特定財源
4,615 ○ 運営経費

都・病後児保育事業補助  
金

4,615
一般財源

2,308

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

児童館等運営 予算額 ○ 管理運営費
158,858 児童館 ４１所 

特定財源 学童クラブ ４６所 
1,840

その他特定財源 ○ 賃金・報酬
1,840 障害児学童保育の充実

一般財源
157,018

児童健全育成事業 予算額 ○ 中高生事業
40,888 センター中高生事業

特定財源 児童館中高生事業 ７地域 
0

一般財源 ○ 児童館事業
40,888 障害児通所支援ボランティア講習会

３回 

○ 交流事業

地域子育て推進 予算額 ○ 子育て推進事業費
11,760 子どもショートステイ（短期入所）

特定財源
9,874 ○ 地域子育てネットワーク事業

都・子ども家庭在宅サー 　
ビス事業費補助金 ○ 母親クラブ活動助成 １７団体 

1,374
都・子ども家庭支援セン 　
ター事業費補助金

8,500
一般財源

1,886

保育園維持管理 予算額 ○ 施設維持管理
263,063 園庭緑化　　　　　　　　新規　２園

特定財源
1,312

その他特定財源
1,312

一般財源
261,751

被保護世帯に対する 予算額 ○ 入浴券の支給
法外援護 41,434 入浴券の支給 １，６７０名 

特定財源
0 ○ 夏季健全育成費等の支給

一般財源 夏季健全育成費 １３６名 
41,434 学童服・運動衣代 １３６名 

中学卒業者自立援助金 １３名 
修学旅行支度金 ３３名 

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

生活保護費 予算額 ○ 保護費
10,306,589 生活扶助  月 4,094名

特定財源 住宅扶助  月 3,479世帯
8,191,397 教育扶助  月   215世帯

国・生活保護費負担金 介護扶助（基金分）  月   546名
7,631,703 介護扶助（事務所分）  年   109名

国・生活保護適正実施推 　 医療扶助（基金分）  月 9,792件
進等事業費補助金 医療扶助（事務所分）  月   495件

23,967 生業扶助  年    77件
都・生活保護費負担金 出産扶助  年     3名

493,200 葬祭扶助  年   127件
都・生活保護事務費補助  保護施設生活扶助  月    29名
金 保護施設事務費  月    26件

527
その他特定財源 ○ 特別見舞金 　  3,547世帯

42,000
一般財源 ○ 医療費等支払事務委託  月 9,792件

2,115,192
○ 嘱託医報酬

○ 生活保護システム運用事務費

○ 生活保護運営事務費

保健事業の推進 予算額 ○ 各種推進運動
11,753

特定財源 ○ 各団体への補助
534

国・保健所運営費補助金 ○ 地域保健推進協議会
188

都・高齢者いきいき事業 ○ 保健福祉専門職員研修
補助金

346 ○ かかりつけ医機能推進
一般財源

11,219 ○ 高齢者かかりつけ医普及啓発事業

○ 救命救急体制の充実
検討委員会　　　　　　　　　　８回

休日等急病診療 予算額 ○ 休日夜間等急病診療事業
187,811 平日準夜（小児急病診療）　

特定財源 　　　　午後７時30分～午後10時30分
7,803 土曜日　午後１時～午後10時

都・休日等診療運営費 休　日　午前９時～午後10時　
補助金

4,128 ○ 歯科休日急病診療事業
都・小児初期救急平日夜 　 休　日　　午前９時～午後５時　
間診療事業費補助金

3,675 ○ 休日夜間等急病診療調剤事業
一般財源 平日準夜（小児急病診療）　

180,008 　　　　午後７時30分～午後10時30分
土曜日　午後１時～午後10時
休　日　午前９時～午後10時　

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

災害用医薬品等の管理 予算額 ○ 医療資材・医薬品の管理
12,571

特定財源 ○ 災害対策用被服の購入
0

一般財源
12,571

歯科保健医療ｾﾝﾀｰ運営 予算額 ○ 運営委託
73,236

特定財源
16,201

その他特定財源
16,201

一般財源
57,035

健康づくりの推進 予算額 ○ 健康づくり推進員
15,322

特定財源 ○ 地域健康づくり支援事業
3,982

都・介護予防･生活支援 ○ 健康増進事業
事業補助金

3,340 ○ 分煙化の推進
その他特定財源 分煙に関する実態調査

642
一般財源 ○ ヘルシーメニュー推奨店

11,340
○ 未成年の喫煙防止対策

啓発・健康教育

健康講座 予算額 ○ 健康手帳交付 　
6,079

特定財源 ○ 健康増進教室
3,924 年代別健康づくり教室

国・老人保健対策費負担 　 ５保健センター　　　　計１５回 
金

1,962 ○ まちの健康づくり教室
都・老人保健対策費負担 　 ５保健センター　　　　計１０回 
金

1,962
一般財源

2,155

がん検診 予算額 ○ 胃がん検診 １０，２８０名
372,465

特定財源 ○ 子宮がん検診 １０，７００名
637

都・老人保健対策費補助 ○ 肺がん検診 ２，２５０名
金

637 ○ 乳がん検診 ９，１００名
一般財源

371,828 ○ 大腸がん検診 ７５，８００名

○ 喉頭がん検診 ５５０名

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

区民健康診査 予算額 ○ 区民健康診査 ７９，８００名
1,439,128

特定財源 肝炎ウイルス検査 　　１２，５４０名
473,826

国・老人保健対策費負担 ○ 成人歯科健康診査 １，１９３名
金

235,873
都・老人保健対策費負担 　
金

235,873
都・高齢者いきいき事業 　
補助金

920
都・老人保健対策費補助 　
金

1,159
都・肝炎ウイルス精密検 　
診業務委託金 　

1
一般財源

965,302

環境衛生監視 予算額 ○ 環境衛生監視指導
3,806 対象施設（営業関係） ２，０００件

特定財源
2,828 ○ 自治指導員講習会

その他特定財源
2,828 ○ 健康で快適な室内環境

一般財源 対象施設（住居関係） ８，４００件
978

食品衛生監視 予算額 ○ 食品衛生監視指導
8,801 食品衛生システム導入

特定財源
22,141 ○ 自治指導員食品衛生教育等事業

その他特定財源
22,141

一般財源
△ 13,340

予防接種 予算額 ○ 予防接種
377,321 ＤＰＴ接種 １4，６７８件

特定財源 ＤＴ接種 １，６９３件
49,970 ポリオ接種 ６，９７０件

都・予防接種負担金 風しん ４，０３０件
27,378 麻しん ３，５８０件

その他特定財源 日本脳炎 １１，１８９件
22,592 高齢者インフルエンザ ２８，３４０件

一般財源
327,351 ○ 健康被害救済

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　保健福祉費

杉並保健所維持管理 予算額 ○ 施設維持管理
157,721

特定財源 講堂目的外利用の開始
482

その他特定財源
482

一般財源
157,239

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　都市整備費

都市計画審議会運営 予算額 ○ 都市計画審議会運営
2,641 委員数 ２１名

特定財源 開催回数　年４回→　年６回
0 専門部会開催　　年４回

一般財源
2,641

予算額 ○ まちづくりの推進
3,026 交通バリアフリー（障壁除去）構想

特定財源
0

一般財源 ○ まちづくり地図情報システム
3,026

土地利用調査 予算額 ○ 用途地域等指定制度
8,655 用途地域見直し作業

特定財源
938 ○ 土地取引

都・土地利用調査費補助 　
金 ○ 生産緑地制度

108
都・都市計画基礎調査費 ○ 都市計画施設
委託金

830 ○ 都市計画基礎調査
一般財源

7,717

新しい交通システム 予算額 ○ エイトライナー協議会
1,312

特定財源
0

一般財源
1,312

地区整備計画 予算額 ○ 宮前二丁目地区整備
73,400

特定財源
66,708 ○ 天沼三丁目地区整備

国・木造賃貸住宅整備費 　 木造賃貸住宅建替促進助成
補助金 　

10,464 　 事業延伸調査
都・木造賃貸住宅整備費 　
補助金 ○ 二跡地周辺地区整備

16,600 　 木造賃貸住宅建替促進助成
その他特定財源

39,644 二跡地周辺まちづくり用地取得
一般財源

6,692 ○ 地区整備計画事務
成田西三丁目地区等調査

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要

まちづくり基本方針の推
進
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　主な既定事業 款名　　都市整備費

防災都市づくり 予算額 ○ 不燃化推進事務費
38,805

特定財源
25,107 ○ 阿佐谷・高円寺地区整備

国・都市防災推進事業補 　 不燃化促進調査研究
助金 　

14,605 　
都・都市防災推進事業補 ○ 環状八号線地区整備
助金 不燃化促進助成 ６棟

10,502
一般財源

13,698

拠点整備計画 予算額 ○ 市街地整備
8,277 再開発の促進

特定財源
0 ○ 駅周辺整備

一般財源 荻窪駅周辺まちづくり支援・調整
8,277 委託

○ 大規模団地建替協議

景観まちづくり 予算額 ○ 景観まちづくりの普及・啓発
15,378 「まち」デザイン賞表彰

特定財源
6,025 景観新聞の発行

国・街なみ環境整備事業 　
費補助金 ○ 大田黒公園周辺地区整備

4,017 記念館まちづくりイベント
都・街なみ環境整備事業 　
費補助金 街なみ環境整備

2,008
一般財源 　 街なみ環境整備助成

9,353
○ 中杉通り沿道周辺地区整備

シンポジウム

○ まちかど修景整備
まちかど修景整備 １所

まちづくり施策の推進 予算額 ○ 街づくり助成
2,989 住民団体等助成 １５団体

特定財源
0 ○ 街づくりコンサルタント派遣

一般財源
2,989

○ まちづくり協議会運営費助成

○ 区画整理整備

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　都市整備費

区営住宅維持管理 予算額 ○ 施設維持
99,596 移管済　　　２４団地　　６７４戸

特定財源
252,067 屋上防水外施設修繕

その他特定財源
252,067 ○ 募集事務

一般財源 区営住宅入居者募集 ２回
△ 152,471

○ 収納事務

区民住宅維持管理 予算額 ○ 施設維持
115,290 ベルサラン西荻北外４棟　　５９戸

特定財源
115,992

国・区民住宅建設事業費 ○ 募集事務
補助金 　 区民住宅入居者募集 ２回

13,625
都・区民住宅建設事業費 　
補助金 ○ 収納事務

6,812
その他特定財源

95,555
一般財源

△ 702

高齢者住宅等維持管理 予算額 ○ 施設維持
624,132 上高井戸みどりの里外１４棟　　

特定財源 ３７４戸
284,561

国・高齢者住宅費補助 ○ 募集事務
90,785 高齢者住宅入居者募集 １回

都・高齢者住宅費補助 　
45,397 ○ 収納事務

都・シルバーピア事業費 　
補助金 　

12,625 ○ 都営シルバーピア維持管理
その他特定財源 都営シルバーピア井草外４団地　

135,754 ９７戸
一般財源 ○ 高齢者居室提供

339,571 借上げアパート居室 １１５戸

○ 高齢者アパートあっせん
転居一時金の助成 ５０件
入居支援制度

○ 生活相談員費用弁償

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　都市整備費

住宅施策の推進 予算額 ○ 住宅施策の推進
25,856 マンション相談の充実

特定財源
821

国・公営住宅等関連事業 ○ 高齢者住宅の確保
推進事業費補助金 　 高齢者住宅利子助成 １２件

221
国・高齢者住宅費補助

300 ○ シルバーハウジングプロジェクト推進計
都・高齢者住宅費補助 　 画の策定

300
一般財源

25,035

住宅修築資金融資 予算額 ○ 住宅修築資金融資
8,776 住宅修築資金融資の拡充

特定財源
0

一般財源
8,776

区営住宅整備基金積立金 予算額 ○ 区営住宅整備基金
137,129

特定財源
898

その他特定財源
898

一般財源
136,231

自転車駐車場等維持運営 予算額 ○ 登録制置場等運営
715,078 登録制置場等　１０駅 ２５箇所

特定財源
517,815 ○ 有料制駐車場運営

その他特定財源 有料制駐車場　１４駅 ３３箇所
517,815

一般財源 ○ 放置自転車の撤去・返還・処分
197,263 集積所 ８箇所

○ 放置防止啓発
放置防止指導員の増
※　経費は緊急地域雇用対策に計上
民営自転車駐車場育成補助

○ 自転車等駐車対策協議会
協議会委員数 ２４名

道路等の管理区域確定 予算額 ○ 道路等の管理区域確定
22,327 公共用地測量 １，３４８ｍ

特定財源
99 管理区域確定調査測量 ２００ｍ

その他特定財源
99

一般財源
22,228

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　都市整備費

道路維持補修 予算額 ○ 道路維持補修
452,195 区画道路補修 ２９，３００㎡

特定財源
873,226 L型側溝補修 ５，０００ｍ

その他特定財源
873,226 ○ 雨水流出抑制対策

一般財源 透水性舗装洗浄 １５，０００㎡
△ 421,031

○ 道路維持管理
直営維持補修 ４，０００㎡

○ 昇降機維持補修
昇降機 ４基

民有灯助成（維持補修） 予算額 ○ 民有灯補修
60,660 蛍光ランプ一斉取替 ４，２６５灯

特定財源
0 街路灯塗装 ７８５灯

一般財源
60,660 ○ 電気料助成

私道街路灯電気料助成

町会設置灯電気料助成

交通安全運動推進 予算額 ○ 各種団体への支援
11,508 交通安全協会支援 ３協会

特定財源
0 ○ 交通安全啓発活動

一般財源 交通安全教室開催
11,508

○ 交通安全モデル地区整備計画
交差点改良等整備

交通安全施設維持補修 予算額 ○ 交通安全施設維持管理
50,474

特定財源 ○ 交通安全施設補修
0 フラッシュアイ(自発光式交差点鋲)

一般財源 ランプ取替
50,474

道路反射鏡等破損修理

○ 交通安全施設清掃委託

公共交通体系の整備 予算額 ○ 計画調整事務費
15,747

特定財源 ○ 南北バス運行
5,500 　 走行路線 １路線

都・高齢者いきいき事業 　
補助金  新規路線調査

5,500
一般財源 ○ 駐車場整備促進

10,247

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　都市整備費

公園維持管理 予算額 ○ 公園清掃等委託
473,093 公園数 ２９４園

特定財源
9,741 ○ 施設管理運営

その他特定財源
9,741 ○ 公園維持補修

一般財源
463,352 ○ 公園維持委託

樹木剪定

カラスの巣駆除委託

砂場衛生管理委託

○ 特色ある公園維持委託
地域の名所づくり ３園

○ 公園予定地維持管理

遊び場対策 予算額 ○ 遊び場管理運営
28,819 １６所

特定財源 ○ 遊び場維持補修
0

一般財源 ○ 遊び場維持委託
28,819

○ 桃井原っぱ広場維持管理

みどりを育てる 予算額 ○ みどりの情報の発信
15,278 みどりの新聞の発行 ４回

特定財源
1,290 ○ 基金の活用

繰入金 樹名板作成
1,040

その他特定財源 専門講座開催
250

一般財源 みどりのボランティア助成
13,988

○ みどりの講座の開催

○ 緑化活動への支援
みどりのボランティア

○ みどりの相談所

○ みどりの協定

○ みどりの基金

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　都市整備費

みどりを創る 予算額 ○ 学校のエコアップ(環境向上）
136,864 学校自然生態園 ２校

特定財源
0 校庭緑地化 １校

一般財源
136,864 ○ 公共施設の緑化

公共施設接道部緑化

○ 苗木等の育成活用
苗木の育成 １９,７００本

○ 接道部緑化助成

○ みどりのリサイクル
落ち葉のコンポスト設置　　　５箇所

みどりのリサイクル計画検討会

○ 屋上緑化助成
屋上緑化助成 ４７５㎡

壁面緑化助成 １００㎡

○ みどりのベルトづくり
みどりのベルトづくり計画検討会

みどりを守る 予算額 ○ 樹木･樹林･生けがき･貴重木の保護指定
60,304 保護樹木 １，９００本

特定財源
0 保護樹林 ６７ｈａ

一般財源
60,304 保護生けがき ６，０００ｍ

貴重木 ５０本

○ 緑化指導
緑化指導 ３，７００件

○ 寄付樹木の活用
寄付樹木の仲介･移植

○ 区営苗圃の維持管理
区営苗圃の維持管理 ５箇所

○ 生き物生息場所の保全･創出
希少植物の保全・創出 ２箇所

○ 市民緑地
市民緑地 ２箇所

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　環境清掃費

環境審議会運営 予算額 ○ 審議会運営
1,986

特定財源 環境審議会委員報酬
0

一般財源
1,986

環境先進都市の創造 予算額 ○ 環境博覧会開催
13,691

特定財源 ○ 地球省エネルギービジョンの推進
0 省エネナビ（消費電力量表示機）の

一般財源 貸与
13,691

環境学習の推進 予算額 ○ 環境学習の推進
3,496 環境学習リーダー養成講座の開催

特定財源
0

一般財源
3,496

環境保全の推進 予算額 ○ 環境保全対策の推進
33,102

特定財源 ○ 環境美化の推進
0 クリーン大作戦の推進

一般財源
33,102 ○ 杉並環境ライブラリー

○ 環境モニタリング調査

ＩＳＯ１４００１の推進 予算額 ○ ＩＳＯ１４００１の推進
2,091 ＩＳＯ１４００１定期審査委託

特定財源
0 内部環境監査員養成研修

一般財源
2,091 ＩＳＯ取得促進助成

公害防止 予算額 ○ 公害防止
19,257 ダイオキシン類調査委託

特定財源
82 ダイオキシン類調査委託

その他特定財源
82

一般財源
19,175

自然環境保全 予算額 ○ 自然保護の啓発
9,414

特定財源 ○ 自然観察ガイドブック
0

一般財源
9,414

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　環境清掃費

リサイクル・清掃管理 予算額 ○ リサイクル清掃管理
16,004

特定財源 ○ 清掃審議会運営
0

一般財源 ○ 各種調査・計画
16,004 不燃ごみ組成調査委託

ごみ減量発意事業基礎調査
※ 経費は緊急地域雇用対策に計上

普及啓発 予算額 ○ 普及啓発
16,288

特定財源 ○ ごみ減量運動
0

一般財源 ○ 清掃車（カットカー）の出前学習
16,288

ごみ収集管理 予算額 ○ 車両雇上
2,533,077

特定財源 ○ 作業経費
46,825

その他特定財源 ○ 資源回収経費
46,825 ペットボトル回収箱　全小学校設置

一般財源
2,486,252 資源抜取り防止パトロール

※ 経費は緊急地域雇用対策に計上

○ 粗大ごみ受付センター

○ 浄化槽管理

○ 廃プラスチック分別収集
モデル実施

○ 可燃ごみ夜間収集
モデル実施

○ カラス対策経費
容器出しモデル実施

○ 清掃職員安全管理

ごみ収集作業等 予算額 ○ 可燃･不燃収集
354,050

特定財源 ○ 資源回収
435,672

都・動物死体処理委託金 ○ 中継作業（不燃）
736 脱臭装置活性炭交換　隔年→毎年

その他特定財源 高密度フィルター採用
434,936

一般財源 ○ 中継作業（し尿、粗大）
△ 81,622

○ 動物死体処理

○ ごみ処理手数料徴収

○ 指導業務

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　環境清掃費

リサイクルの推進 予算額 ○ リサイクルの推進
92,279

特定財源 ○ 生ごみ堆肥化及び減量容器の促進
0 コンポスト容器購入助成

一般財源 家庭用生ごみ処理機購入助成
92,279

○ (仮称）すぎなみ環境ネットワーク
運営助成

○ リサイクルひろば高井戸

一部事務組合等負担金 予算額 ○ 清掃一部事務組合分担金
2,427,441

特定財源 ○ 清掃協議会負担金
0

一般財源
2,427,441

西清掃事務所維持管理 予算額 ○ 事務所等維持管理
77,285 軽小型ダンプ(低公害車）車購入

特定財源
250 ○ 安全管理

その他特定財源
250

一般財源
77,035

東清掃事務所維持管理 予算額 ○ 事務所等維持管理
42,848 軽小型ダンプ(低公害車）車購入

特定財源
2,620 ○ 安全管理

その他特定財源
2,620

一般財源
40,228

清掃事業所維持管理 予算額 ○ 事務所等維持管理
128,779

特定財源 ○ 清掃車の運行及び維持管理
5,697 小型プレスＣＮＧ(天然ガス）車購入

その他特定財源
5,697 ○ 安全管理

一般財源
123,082

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　教　育　費

教育委員会運営 予算額 ○ 委員会運営
34,824

特定財源 ○ 教育行政の調査・研究
1,501

都・地域教育サポートネ ○ 学校サポーター運営
ット事業費補助金 コーディネーター充実

1,500
その他特定財源 サポーター事業運営

1
一般財源

33,323

教育計画推進 予算額 ○ 計画推進
12,476 学校適正規模検討

特定財源
0 ○ 教育広報

一般財源 すぎなみ教育報の充実
12,476

○ 教育ＩＳＯの推進
教育委員会ＩＳＯ１４００１

障害児教育 予算額 ○ 心身障害児就学指導
71,001

特定財源 ○ 障害児学級運営
0 ※ 通常学級介助員報酬は緊急地域

一般財源 　 雇用対策に計上
71,001

障害児学級介助員の増

○ 心身障害学級新設
心身障害学級充実

奨学資金貸付 予算額 ○ 奨学資金
116,579 公立高校入学準備金 ３８名　

特定財源 私立高校入学準備金 ６５名　
52,788 月額奨学金新規貸付 １０６名　

その他特定財源 月額奨学金継続貸付 ２１１名　
52,788

一般財源
63,791

移動教室 予算額 ○ 小学校移動教室
217,817 富士移動教室　　児童 ２，９３２名

特定財源 弓ヶ浜移動教室　児童 ２，８４３名
24,004

その他特定財源 ○ 中学校移動教室
24,004 菅平移動教室　　生徒 ２，３３０名

一般財源
193,813

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　教　育　費

済美教育研究所運営管理 予算額 ○ 施設運営管理
21,433

特定財源 ○ 教育相談
0 　 　 スクールカウンセラーの充実

一般財源
21,433 ○ 教育図書館運営

○ 教職員研修

○ 教育調査研究

○ 教科書センター運営

○ 情報教育研修

○ 土曜日学校運営支援

科学館運営管理 予算額 ○ 施設運営管理
35,334

特定財源 ○ 理科移動教室
91

その他特定財源 ○ 科学教室
91 区民科学講座の実施

一般財源
35,243 ○ 科学創意工夫展

○ ロボット杉並２１

○ 科学教育調査研究

○ 理科指導者研修

国際理解教育の推進 予算額 ○ 国際理解活動の促進
33,612 親善訪問団受入

特定財源
0 世界の教科書展示

一般財源
33,612

教育活動の推進 予算額 ○ 教育研究奨励
85,783 民間講師による講義の提供

特定財源
2,191 ○ 学校課内外活動

都・事務処理特例委託金 　 音楽鑑賞会
（事業費）

2,191 ○ 副読本等作成
一般財源

83,592 ○ 指導室内運営

○ 学生ボランティア制度

○ フレッシュ補助教員制度
※ 経費は緊急地域雇用対策に計上

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　教　育　費

不登校対策 予算額 ○ 学校別教育相談
7,928

特定財源 ○ 巡回相談
1,736

都・教育方法等改善研究 ○ 適応指導教室運営
委託金

1,736 ○ 「心の教室相談員」
一般財源

6,192

学校給食の推進 予算額 ○ 職員研修
296,473

特定財源 ○ 学校給食の普及・啓発
0

一般財源 ○ 給食調理業務委託
296,473 新規　小学校　４校・中学校　３校

継続　小学校　３校・中学校　４校

情報教育の推進 予算額 ○ コンピュータ教育の推進
215,926 情報教育の充実

特定財源
0

一般財源
215,926

学校運営管理（小） 予算額 ○ 学校維持管理（４４校）
1,648,250 図書室・多目的室等空調機設置

特定財源
3,463 ○ 学習関係経費

その他特定財源 学校運営費
3,463 　１校あたり　３７,４６０,２２７円

一般財源 　1学級あたり 　２,７８８,９１７円
1,644,787 　児童１人あたり 　　９５,５９５円

学校保健管理（小） 予算額 ○ 学校保健運営
177,312

特定財源 ○ 児童健康診断
318 小児生活習慣病予防検診

国・学校保健費補助金
318 ○ 学校環境衛生

一般財源
176,994 ○ 保健活動の推進

○ 健康づくりの推進
健康教育の充実

就学諸援助（小） 予算額 ○ 就学援助
271,336 要保護 ５５名　

特定財源 準要保護 ３,６９４名　
23,585

国・教育振興費補助金  
23,585  

一般財源
247,751

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　教　育　費

障害児就学奨励（小） 予算額 ○ 障害児就学助成
2,089 受給者数 　 延３３１名

特定財源
1,028

国・教育振興費補助金
1,028

一般財源
1,061

健康学園維持管理 予算額 ○ 施設維持管理
68,266

特定財源 ○ 施設運営管理
13,608

その他特定財源 ○ 学園入園募集
13,608

一般財源
54,658

養護学校維持管理 予算額 ○ 施設維持管理
100,534

特定財源 ○ 施設運営管理
0

一般財源
100,534

学校運営管理（中） 予算額 ○ 学校維持管理（２３校）
838,310 図書室・多目的室等空調機設置

特定財源
1,118 ○ 学習関係経費

その他特定財源 学校運営費
1,118 　１校あたり　３６,４４８,２６１円

一般財源 　1学級あたり 　３,９１７,３３６円
837,192 　生徒１人あたり 　１２４,４７１円

学校保健管理（中） 予算額 ○ 学校保健運営
84,672

特定財源 ○ 生徒健康診断
84 小児生活習慣病予防検診

国・学校保健費補助金
84 ○ 学校環境衛生

一般財源
84,588 ○ 保健活動の推進

○ 健康づくりの推進
健康教育の充実

就学諸援助（中） 予算額 ○ 就学諸援助
193,753 要保護 ４０名　

特定財源 準要保護 １,４６４名　
16,491

国・教育振興費補助金
16,491

一般財源
177,262

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　教　育　費

障害児就学奨励（中） 予算額 ○ 障害児就学助成
2,980 受給者数 延１９４名

特定財源
1,398

国・教育振興費補助金
1,398

一般財源
1,582

幼稚園就園事務 予算額 ○ 園児募集
1,299

特定財源 ○ 障害幼児介助員
1,186 障害幼児介助員の増

国・幼稚園就園奨励費補 　 ※ 経費は緊急地域雇用対策に計上
助金

22 ○ 区・私立共同研修
その他特定財源

1,164
一般財源

113

就園奨励 予算額 ○ 私立幼稚園等就園援助
159,841

特定財源
39,246

国・幼稚園就園奨励費補 　
助金

39,246
一般財源

120,595

私立幼稚園等園児保護者 予算額 ○ 幼児教育の助成
負担軽減 607,575

特定財源
127,048

都・私立幼稚園等園児保 　
護者負担軽減費補助金

127,048
一般財源

480,527

生涯学習の推進 予算額 ○ 生涯学習活動の支援
51,443

特定財源 ○ 生涯学習振興室維持運営（２室）
114

その他特定財源 ○ 家庭学級
114

一般財源 ○ ＰＴＡ活動育成
51,329

○ 情報通信技術（ＩＴ）学習推進

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　教　育　費

学校等開放 予算額 ○ 学校開放
134,840

特定財源 ○ 学校プール開放
1,118

その他特定財源 ○ 幼稚園園庭及びプール開放
1,118

一般財源 ○ 土曜日学校
133,722 土曜日学校運営

文化財調査・保護 予算額 ○ 文化財保護審議会運営
29,086

特定財源 ○ 文化財の保護
0 中道寺鐘楼門解体修理

一般財源
29,086 ○ 調査研究

成人教育 予算額 ○ 区民企画講座
12,483

特定財源 ○ 大学公開講座
3,110

国・社会教育費補助金 ○ パソコン講座
3,050

その他特定財源 ○ コミュニティカレッジ
60

一般財源 ○ にほんご教室
9,373

済美日曜教室 予算額 ○ 運営管理
5,528

特定財源 ○ 教養講座
2,080

国・社会教育費補助金 ○ 体験学習
2,000

その他特定財源 ○ レクリエーション講座
80

一般財源
3,448

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要
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　主な既定事業 款名　　教　育　費

図書館運営管理 予算額 ○ 施設運営管理
241,511

特定財源 ○ 図書館協議会運営
0

一般財源 ○ 図書館資料購入
241,511

○ 図書等装備

○ 障害者・高齢者に対する図書館
サービスの提供

○ 地域・家庭文庫の育成

○ 図書館運営の調査研究
ＮＰＯ・ボランティアとの協働

○ ブックスタートの実施
ブックスタートパックの配布

○ ふれあい図書室
馬橋・善福寺児童館、方南小学校

図書館維持管理 予算額 ○ 施設維持管理
382,959 レファレンス（情報入手支援）サービ

　 特定財源 ス開始
1,830

その他特定財源
1,830

一般財源
381,129

社会体育振興 予算額 ○ 体育指導委員
10,332

特定財源 ○ スポーツ栄誉章
2,085

国・老人保健対策費負担 ○ 調査・研究
金

5 ○ 歩っ人（ほっと）すぎなみの推進
都・老人保健対策費負担 　
金 ○ 歩こう会

5
その他特定財源 ○ わいわいスポーツ教室（心身障害者スポ

2,075 ーツ教室）
一般財源

8,247 ○ 駅伝大会

財団法人杉並区スポーツ 予算額 ○ 体育館・運動場及びプール管理運営委託
振興財団 883,356

特定財源 ○ 運営等補助金
0

一般財源
883,356

事　　業　　名 金　　額　（千円） 摘　　　　　　　要

 


