
(1) 健康を支えるまちづくりのために

1
地域の健康づくり活動
支援

健康づくり推進委員活動
　　　 　1,350回開催

自主グループ
  　230グループ支援

ネットワーク交流
　　 　　　　　108回

健康都市指標の調査
　　 　　　　　10回

健康都市白書発行
　　 　　　　　10回

健康都市杉並ファロ開催
　　　　 　　　10回

健康づくり推進委員活動
　　　　1,231回開催

自主グループ
　　200グループ支援

ネットワーク交流
　　　　　　　211回

健康都市指標の調査
　　　　　　　　10回

白書発行
            　  10回

健康都市杉並ファロ開催
　　　　　　　　10回

健康都市杉並推進月間実施

健康づくり推進委員活動
　

新規自主グループ
　　5グループ支援

ネットワーク交流
         　16回

健康都市指標の調査
　           1回

白書発行
　           1回

健康都市杉並ファロ開催
　        　1回

健康都市杉並推進月間実施
　　　　　　   （10月、11月）

2 喫煙対策の推進

「杉並区における喫煙対策指
針」の着実な推進のための取
り組み方策の検討、実施

「杉並区における喫煙対策指
針」の推進

喫煙対策普及啓発の実施

公共的施設・店舗等の分煙
化推進
　　喫煙対策実施登録施設
　　　　　　544件

講座開催　1回

パンフレット5,300部

喫煙対策実施登録施設
　   　　73件

3
区民健康診査及び特定
保健指導

区民健診の充実

成人歯科健康診査の充実

特定保健指導の実施

区民健診の充実

成人歯科健康診査の充実

特定保健指導の実施

区民健診（成人等健診）受診
者数                　 　6,192人
特定健診受診者　  48,688人

成人歯科健康診査受診者数
　　　　　　　       　　　8,901人
成人歯科健診再評価調査数
                      　 　  1 ,206人

特定保健指導の実施
　　　　　　　　　　　　　　825人

4 がん検診

がん検診の充実 がん検診の充実 胃がん検診受診者数
   　　     　　3,018人
子宮がん検診受診者数
  　　　    　13,931人
肺がん検診受診者数
  　　　      　1,131人
乳がん検診受診者数
  　　 　     10,879人
大腸がん検診受診者数
　　　        60,222人
喉頭がん検診受診者数
   　       　  　589人
前立腺がん検診受診者数
  　 　　      1,069人

① 健康なまちづくりの推進

２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

② 生涯を通じた健康づくりの支援
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

1,741,000 1,419,242 1,368,986 467,120 901,866 96.5%

5,000 4,528 2,671 196 2,475 59.0%

4,000 3,718 2,278 0 2,278 61.3% 125,321,328

1,000 810 393 196 197 48.5% 329

1,736,000 1,414,714 1,366,315 466,924 899,391 96.6%

1,031,000 700,485 690,564 328,890 361,674 98.6% 333,334,608,650

414,000 422,454 398,128 57,142 340,986 94.2% 332

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

5
「杉並ウエストサイズ物
語」の推進

「杉並ウエストサイズ
物語」の推進

普及啓発

杉並ウエストサイズ物語チャ
レンジャーへの支援

専用サイトの運用

ヘルシーメニュー推奨店
       576店

杉並ウエストサイズ物語コー
ナー　49所
商店街等での普及活動支援

腹囲減少チャレンジャー
               152人
支援講座開催　16回

杉並ウエストサイズ物語ウェ
ブサイトの運営
　　アクセス件数　126,010件

ヘルシーメニュー推奨店認証
　          26店
ヘルシーメニュー推奨登録
       　114店

6 妊婦健康診査 妊婦健康診査 妊婦健康診査の実施 妊婦健診助成　51,367件

1 乳児保育の充実

区立保育園
　 新規
　 産休明け　　7園
　　　（8か月実施園から
　　　　3園移行）

私立保育園
　 乳児保育の実施

区立保育園
　 新規
   産休明け  5園
　　（8か月実施園から
　　　3園移行）
　　（累計　31園）

私立保育園
　
　（累計　13園　〔分園含む〕）

　

　
　

私立保育園
  新規　　 1園
　（累計　13園　〔分園含む〕）

2 延長保育の充実

区立保育園
　　新規　　　28園
   (累計　　44園）

私立保育園
　延長保育の実施

区立保育園
　　新規　　　 22園
　　（累計   38園）

私立保育園

　　（累計 11園 〔分園含む〕）

区立保育園
　新規　　2園
　　（累計   38園）

3 保育園の整備

保育園の改築
    用地取得　　 1園
    設計　 　3園
    改築　　 3園

保育園の改修
　  設計　　5園
　　改修　　5園

保育園（分園を含む）の整備
    設計　　1園
　　建設　　1園
　　整備　　1園
　　改築　　1園

保育園の改築
　
　 設計　　　　2園
　 改築　　　　2園

保育園の改修
 　設計　　　　4園
　 改修　　　　4園

保育園（分園を含む）の整備
   設計　　　　2園
　 建設　　　　2園
　 整備　　　　2園
　 改築　　2.04園

　

　

保育園（分園を含む）の整備
　
　建設　    0.6園
　整備      　 1園
   改築    1.04園

4 保育園の環境整備

空調設置　　　41園

緑化推進
　　　区立　　20園
　　  私立　　11園

空調設置　　41園
     （累計 　44園）

緑化推進
　 　区立　 　19園
　　 私立　  　 9園

　

緑化推進
　　区立　1園

(2) 子育てを社会で支え、子どもが健やかに育つために

① 保育の充実
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

7,000 7,675 6,776 3,388 3,388 88.3% 336

284,000 284,100 270,847 77,504 193,343 95.3% 345

2,734,000 2,730,672 2,343,078 239,043 2,104,035 85.8%

1,444,000 1,455,076 1,088,592 96,142 992,450 74.8%

29,000 29,544 16,677 0 16,677 56.4% 278

159,000 159,001 151,884 0 151,884 95.5% 278

162,000 161,027 158,719 59,024 99,695 98.6% 308,310

2,000 1,500 1,386 0 1,386 92.4% 301
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

5 認証保育所の拡充

認証保育所の拡充
　Ａ型
　　新規　　　 10所

　Ｂ型
　　新規　　　　4所

認証保育所の拡充
　Ａ型
　　新規　　　11所
     　(累計　11所)
　Ｂ型
　　新規　 　　4所
　　　(累計　　4所）

認証保育所の拡充
　Ａ型
　　新規　　　1所
     　(累計　11所)
　
　

6 グループ保育の実施

グループ保育　　3所
グループ育成
　 　（累計　2所）

グループ育成
　（累計　2所）

7
病児・病後児保育の実
施

病児保育の実施　　2所

病後児保育の実施　1所

病児保育の実施　1所
        (累計　1所)

病後児保育の実施　1所
        (累計  1所）

病児保育の実施　　 1所
　
　
病後児保育の実施　1所
　

8 区保育室の整備

直営型保育室
　　　新規　　　6所
     　　(累計　6所)
委託型保育室
　　　新規　　　7所
     　(累計　  7所)

直営型保育室
　　　新規　　　1所
     　　(累計　6所)
委託型保育室
　　　新規　　　4所
     　(累計　  7所)

9 家庭福祉員の拡充

家庭福祉員
　　　　15名

家庭福祉員
　　　　新規  　6名

10
私立幼稚園の預かり保
育の充実

新規　1園　定員20名
　　　（累計　1園）

新規　1園　定員20名
　　　（累計　1園）

11 子供園の設置
新規　2園
　　　（累計　2園）

新規　2園
　　　（累計　2園）

12
子ども家庭支援セン
ター(ゆうライン）の充実

ゆうラインの充実
　運営      1所

ゆうラインの充実
　運営　　　1所

ゆうラインの充実
　運営　　　1所
　相談件数 21,765件

13
ひととき保育（一時保
育）の拡充

一時保育の実施

ひととき保育
　新規　　10所

つどいの広場
　新規　 　7所

一時保育
　   （累計　5所）

ひととき保育
　新規　　11所
     (累計　11所)

つどいの広場
　新規　　5所
　　  (累計　5所）

一時保育
　（累計　5所）

ひととき保育
　
  　   (累計　11所)

つどいの広場
　
　　  (累計　5所）

14
子どもショートステイ事
業の拡充

子どもショートステイ
　新規　　　1所

子どもショートステイ
　新規　　　　1所
       (累計　2所）

子どもショートステイ
　
　　（累計　2所）
延べ利用日数　319日

② 地域子育て支援の充実
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

637,000 699,152 699,152 5,000 694,152 100.0% 284

39,000 38,664 38,570 19,285 19,285 99.8% 286

22,000 22,204 22,204 12,833 9,371 100.0% 289

264,000 242,451 230,097 145,447 84,650 94.9% 111,298

85,000 71,211 65,381 9,628 55,753 91.8% 285

21,000 3,726 3,485 0 3,485 93.5% 299

24,000 26,596 25,614 0 25,614 96.3% 300

1,023,000 1,013,295 1,003,389 136,202 867,187 99.0%

10,000 9,935 7,925 2,789 5,136 79.8% 266

94,000 85,258 84,416 12,500 71,916 99.0% 262,278,280

11,000 10,905 6,913 3,442 3,471 63.4% 267
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

15 児童虐待対策の充実

児童虐待対策の充実 普及・啓発
　講演会　　　8回

保護者のケア
　グループカウンセリング
　　　　 　　997回
　保護者のこころの相談
　　　　5所 　444回

相談調整機能の強化

普及・啓発
　講演会　　　1回

保護者のケア
　グループカウンセリング
　　　　5所　　117回
　保護者のこころの相談
　　　　5所　　　64回

相談調整機能の強化

16
ファミリー･サポート・セ
ンター事業

協力会員
　　新規　 500人

協力会員
  　新規　607人
　（累計  760人）

協力会員
　新規　116人
　（累計  760人）

17
子ども・子育て行動計
画の推進

子ども・子育て行動計画の推
進 杉並子育て応援券事業の見

直し・推進

子ども・子育て情報の充実

計画の策定・推進

応援券交付
　無償（4～9月）   24,005人
応援券交付
　有償（11月・3月） 9,893人
　出産時（10～3月）1,722人
サービス登録事業者

　1,078事業者

すぎなみ子育てサイトの運営
　アクセス件数　1,290,826件
キッズホームページ「すぎな
みキッズ&ユース」の運営
　アクセス件数　　235,313件

計画の策定・推進

18 産前・産後の家庭支援

産前支援ヘルパー
　　　利用世帯数
　　　　  年50世帯

産後支援ヘルパー
　　　利用世帯数
　　　　  年200世帯

要支援家庭育児
支援ヘルパー
　　　利用世帯数
　　　    年10世帯

産婦・新生児訪問の拡大

産前支援ヘルパー
　　利用世帯数
　　    年14世帯

産後支援ヘルパー
　　利用世帯数
　　　  年156世帯

要支援家庭育児
支援ヘルパー
　  利用世帯数
　　   年7世帯

産婦・新生児訪問の拡大
　すこやか赤ちゃん訪問
      訪問家庭数
　     　年4,020件
　

産前支援ヘルパー
　　利用世帯数
　　    年14世帯

産後支援ヘルパー
　　利用世帯数
　　　  年156世帯

要支援家庭育児
支援ヘルパー
　  利用世帯数
　　  　 年7世帯

産婦・新生児訪問の拡大
　すこやか赤ちゃん訪問
      訪問家庭数
　     　年4,020件

19 障害児保育の充実

障害児保育
　新規指定園  1園

障害児保育
　新規　1園
　指定園（累計　6園）

障害児保育
　新規　1園
　　　　（累計　6園）

20
児童館・学童クラブ障
害児育成支援の充実

学童クラブ障害児の受け入れ
     　　51クラブ

学童クラブ重度重複障害児
の受け入れ
    　　　1クラブ

地域デイサービス
         　10団体

学童クラブ障害児の受け入れ
    　　　49クラブ

学童クラブ重度重複障害児
の受け入れ
     　　　1クラブ

地域デイサービス
        　　10団体

学童クラブ障害児の受け入れ
　　　　49クラブ

学童クラブ重度重複障害児
の受け入れ
　　　　１クラブ

地域デイサービス
　　　　10団体

③ 障害児の援護の充実
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

6,000 5,822 5,570 2,785 2,785 95.7% 268

14,000 13,828 12,823 6,412 6,411 92.7% 288

861,000 860,553 859,796 95,628 764,168 99.9% 261,263,265

27,000 26,994 25,946 12,646 13,300 96.1% 269,347

253,000 247,090 235,886 0 235,886 95.5%

9,000 11,879 11,738 0 11,738 98.8% 279

244,000 235,211 224,148 0 224,148 95.3% 191,292
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

21 児童館の整備

設計　　　　　1館
改築　　　　　2館

設計　　　　　1館
改築　　　　　2館
    （累計　41館）

22
民間学童クラブ運営助
成

民間学童クラブ運営
助成   　新規　　　2所

  　 （累計 2所）  　　（累計 2所）

23 学童クラブの整備

新規　　　4クラブ
移転　　　2クラブ

新規　　　　2クラブ
移転・運営　2クラブ
  　（累計  49クラブ）

新規　　　 　1クラブ
移転・運営　1クラブ
 　（累計  49クラブ）

1
高齢者いきいき事業に
おける協働の推進

高齢者いきいき事業協働推
進連絡会開催

高齢者就業機会創出支援事
業の実施

ゆうゆう館協働事業
　実施

高齢者いきいき事業働推進
連絡会開催　　3回

高齢者就業機会創出支援事
業の実施　　1所

ゆうゆう館協働事業
　　　実施　28館
　　（累計　28館）

高齢者いきいき事業協働推
進連絡会開催　　3回

就業・社会参加支援事業
　  1所（ゆうゆう高円寺南館）

ゆうゆう館協働事業
　　　新規　5館
　　 （累計  28館）

2 ゆうゆう館の改築
　設計　　　3館
　改築　　　3館

　設計　 　2館
　改築　　 2館

3 長寿応援ポイント事業

登録活動件数　　1,096件

参加者数　　23,433人

長寿応援ファンドの創設

登録活動件数　　1,096件

参加者数　　23,433人

長寿応援ファンドの創設
助成団体の公募

4 介護予防推進事業

訪問指導の実施
          　年460人

リフレッシュリハビリ教室
　　3所 16教室

転倒予防教室
　　　　　56教室

筋力アップ応援教室
　　　　　12教室

地域ささえ愛グループの支援
　新規 35グループ

訪問指導の実施
　　　年60人

リフレッシュリハビリ教室
　　　年2所 12教室

転倒予防教室
　  　 年29教室

筋力アップ応援教室
    　( 累計12教室）

地域ささえ愛グループの支援
　　新規　  36グループ
　　（累計　81グループ）

訪問指導の実施
　　年60人

リフレッシュリハビリ教室
　　　年2所12教室

転倒予防教室
   　年29教室

筋力アップ応援教室
  　  年 9教室

地域ささえ愛グループの支援
　　  ―
　　（累計　81グループ）

④ 子どもの育成環境の整備

(3) 共に生きるまちをつくるために

① 高齢者の社会参加と交流の拡大

② 高齢者の地域社会での介護予防と自立支援
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

14,000 15,211 15,211 6,699 8,512 100.0%

- 0 0 0 0 -

14,000 15,211 15,211 6,699 8,512 100.0% 293

0 0 0 0 0 -

2,218,000 2,060,520 1,692,576 812,960 879,616 82.1%

97,000 80,059 10,473 5,236 5,237 13.1%

11,000 10,912 10,473 5,236 5,237 96.0% 156,175

- 0 0 0 0 -

86,000 69,147 53,105 16,786 36,319 76.8% 178

657,000 669,281 617,367 312,565 304,802 92.2%

98,000 98,163 68,523 42,208 26,315 69.8% 633,634
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

5
ひとりぐらし高齢者等安
心ネットワーク事業

ひとり暮らし高齢者等安心
ネットワークシステム
　　　　　　20所

緊急通報システム（消防庁）
　　  新規　51台

緊急通報システム（民間）
　　　新規　523台

火災安全システム
　　　貸与　 15台
　　　給付　390台

孤立死防止事業の普及啓発

ひとり暮らし高齢者等安心
ネットワークシステム
　　(累計  20所）

緊急通報システム（消防庁）
新規　27台

　　　（累計　503台）

緊急通報システム（民間）
   　 新規　408台
　　　（累計　679台）

火災安全システム
　　貸与　14台
　　給付　375台
　
普及啓発

ひとり暮らし高齢者等安心
ネットワークシステム
　(累計  20所）

緊急通報システム（消防庁）
　    ―
　  　（累計　503台）

緊急通報システム（民間）
　　　新規　261台
　　　（累計　679台）

火災安全システム
　　貸与　  3台
　　給付　31台

普及啓発

6
高齢者の認知症予防と
認知症ケアの推進

普及・啓発
　　　　　27回

認知症予防教室
　　　   年5教室

認知症予防グループ
　　　　16グループ

ものわすれ相談
　　　　　84回

認知症高齢者家族安らぎ支
援
　　　　　年30世帯

徘徊高齢者探索システム
　　　　　年110台

地域認知症ケアの推進
　　　　　8事業所

講習・講演会
　  　   22回

認知症予防教室
　　　　年6教室

認知症予防グループ
　　新規 16グループ
　　(累計  16グループ)

ものわすれ相談
　　　    　84 回

認知症高齢者家族安らぎ支
援
　　　　　年59世帯

徘徊高齢者探索システム
　　　　　年69台

地域認知症ケアの推進
　 　新規 4事業所
  　 (累計 4事業所)

講習・講演会
　　　　1回

認知症予防教室
　　　　年6教室

認知症予防グループ
　　新規 4グループ
　　(累計  16グループ)

ものわすれ相談
　　　12回

認知症高齢者家族安らぎ支
援
　　　　年59世帯

徘徊高齢者探索システム
　　　　年69台

地域認知症ケアの推進
　
   　　(累計 4事業所)

7 緊急ショートステイ

緊急ショートステイ
　新規　　2床 　新規　4床

　（累計  4床）
 新規2床
 （累計  4床）
 延べ利用日数271日

8
高齢者グループリビン
グの支援

高齢者グループリビングの支
援
　新規　　3所

　新規　1所
　（累計  1所）

　
　（累計  1所）

9
地域包括支援センター
の運営

地域包括支援センター
　　　　　　　20所 　　　　　　　20所 　　　　　　　20所

10 住宅改修費の助成

住宅改修費の助成 　
予防給付　　 764件

設備給付 　1,459件

予防給付  　10件

設備給付　167件

11 ２４時間安心ヘルプ

２４時間安心ヘルプ事業
　実施・検証
　　利用者数　年150人

  実施・検証
  　利用者数　年29人

　実施・検証
  　利用者数　年29人

12
高齢者虐待防止の充
実

専門支援員の派遣
　　　　　　年10回

専門支援員の派遣
　年2回

専門支援員の派遣
　年2回
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

26,000 26,282 20,732 14,974 5,758 78.9% 149,165,168

17,000 17,155 14,467 6,057 8,410 84.3% 169,634,639

12,000 17,280 14,148 7,407 6,741 81.9% 166

2,000 1,980 1,980 0 1,980 100.0% 146

469,000 468,800 461,976 224,433 237,543 98.5% 635,636,637,638,639

31,000 38,163 34,972 17,486 17,486 91.6% 162

1,000 1,338 569 0 569 42.5% 164

1,000 120 0 0 0 0.0% 167
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

13
認知症高齢者グループ
ホームの整備

認知症高齢者グループホー
ムの整備
　新規　　277人   新規　　169人

    （19ユニット）
  　（累計 169人）

　新規　18人
     （2ユニット）
　　（累計 169人）

14
特別養護老人ホームの
整備

特別養護老人ホームの整備
　新規　　477人
　
　助成

   新規　 477人
     （累計  1,307人）
    助成

　
　   （累計  1,307人）
 　 助成　8所

15
都市型多機能拠点の
整備

都市型多機能拠点の整備
　新規　　　　13所 　新規　　1所

　（累計 　1所）
　
　（累計 1所）

16
高齢者ショートステイの
整備

ショートステイの確保
　新規　　　136人 　特養

　　新規　5所　52人
  都市型
　　新規　1所　 7人
　単独
　　新規　1所　20人
　　　（累計　140人）

　
　

　
単独
　　新規　1所　20人
　　　（累計　140人）

17
介護強化型ケアハウス
の整備

介護強化型ケアハウスの整
備
　新規　　110人 　新規 　110人

     （累計　110人）
　
　 （累計　110人）

18
介護老人保健施設の
整備

老人保健施設の整備
　新規 　112人

  助成

　新規 　112人
    （累計  318人）
  助成

　
　 （累計  318人）
  助成　1所

19
障害者雇用支援の充
実

職場実習制度の実施
　実習生　315人

ジョブコーチ養成講座の実施
　受講者　350人

障害者雇用の場の拡大

職場定着支援

障害者雇用支援事業団の移
転

職場実習制度の実施
　実習生　282人

ジョブコーチ養成講座の実施
　受講者　281人

雇用開拓専門員の設置
　　 新規　1人
　　(累計　1人)

定着支援アドバイザーの設置
　　　新規　3人
　　（累計　3人）

移転・運営

特例子会社の誘致

　　（累計　1社）

職場実習制度の実施
　実習生　24人

ジョブコーチ養成講座の実施
　受講者　63人

雇用開拓専門員の設置
　
　　(累計　1人)

定着支援アドバイザーの設置

　　（累計　3人）

特例子会社の誘致
　　　　　―
　　（累計　1社）

③ 介護保険サービスの基盤整備

④ 障害者の社会参加や就労機会の拡大
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

808,000 650,677 471,246 257,937 213,309 72.4%

313,000 322,225 223,583 205,025 18,558 69.4% 248

167,000 166,488 166,488 0 166,488 100.0% 247

37,000 37,125 23,006 20,503 2,503 62.0% 260

257,000 90,900 24,390 9,000 15,390 26.8% 254

- 0 0 0 0 -

34,000 33,939 33,779 23,409 10,370 99.5% 148,249

9,000 8,420 8,064 0 8,064 95.8%

9,000 8,420 8,064 0 8,064 95.8% 197,226
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

20
障害者の入所・通所施
設の整備

障害者の入所・通所施設の
整備

　入所施設の整備
　　 新規　　54床

　　 助成

　通所施設の整備
　　 移設　　1所

　
 重度知的障害者対応の生活
介護事業の整備
　　 新規　　2所

　
　入所施設の整備
  　 新規　54床
　　（累計　54床）
     助成

　通所施設の整備
　   移設　　1所

重度知的障害者対応の生活
介護事業の整備
　　 新規　１所
　
　　 （累計　3所）
　　改築助成
　

　
　入所施設の整備
　
　　（累計54床）
    　助成　3所

　
　
　

重度知的障害者対応の生活
介護事業の整備
　
　　開設準備 1所
　　 （累計　3所）
　　改築助成 1所

21
障害者のグループホー
ム・ケアホームの確保

知的障害者
　　新規　　28所

精神障害者
　　新規　　7所

重度身体障害者
　　新規　　1所

知的障害者
　　新規　24所　（累計　33所）

精神障害者
　　新規　 5所   （累計　7所）
　
重度身体障害者
  　新規　　1所　 （累計　1所）

知的障害者
　　新規　4所 （累計　33所）

精神障害者
　　 新規　―  （累計　7所）

重度身体障害者
　　 　　　　　   （累計　1所）

22
地域生活支援事業の
充実

地域生活支援事業の充実 相談支援事業
  自立支援センター
      (累計　3所)
　相談支援事業所
　　　　新規 4所 （累計　4所）

移動支援事業
　　年101,764時間

生活サポート事業
　　―

地域活動支援センター
　
　（累計　1所）

日帰りショートステイ
　　　年 877.5日

高次脳機能障害者への支援
の充実
　専門窓口の充実
　支援セミナーの開催  年3回

発達障害者・児への支援
　　　　　　　実施

相談支援事業
  自立支援センター
      (累計　3所)
　相談支援事業所
　　　　新規 1所 （累計　4所）

移動支援事業
　　年101,764時間

生活サポート事業
　　―

地域活動支援センター
　
　（累計　1所）

日帰りショートステイ
　　　年 877.5日

高次脳機能障害者への支援
の充実
　相談支援　延べ2,493件
　支援セミナーの開催  年3回

発達障害者・児への支援
　　相談支援　　326件

⑤ 障害者の地域社会での自立支援
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

568,000 572,850 527,657 208,523 319,134 92.1%

97,000 97,000 66,397 0 66,397 68.5% 250

117,000 112,158 101,222 0 101,222 90.2% 185,194,195,196,211

354,000 363,692 360,038 208,523 151,515 99.0% 187,210
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

23
福祉サービス利用者保
護の充実

苦情処理の充実

権利擁護の充実
　成年後見センター運営

  区長申立ての活用

第三者評価の実施

苦情処理の充実

権利擁護の充実
　成年後見センター運営

　区長申立ての活用
　
第三者評価の実施
　民間事業所　194所
　区立事業所　135所

苦情処理の充実
  相談件数　13件

権利擁護の充実
　相談件数   2,103件
　手続き支援  1,145件

　区長申立て件数 24件

第三者評価の実施
　民間事業者　  33所
　区立事業所  　  5所

24
ユニバーサルデザイン
のまちづくり推進

ユニバーサルデザインのまち
づくり推進指針の運用 　指針の改定・運用

　啓発・ＰＲ

オストメイト対応トイレの整備
　　　27所

バリアフリー協力店普及事業
  実施
　　　　(累計398店舗）

歩道の改修

エレベーターの設置

エスカレーターの設置

視覚障害者用誘導ブロックの
新設・改良

バリアフリーアンケート調査
　実施

　指針の運用
　啓発・ＰＲ

オストメイト対応トイレの整備

バリアフリー協力店普及事業
  新規　　155店舗
　（累計　398店舗）

歩道の改修

エレベーターの設置

エスカレーターの設置

視覚障害者用誘導ブロックの
新設・改良

バリアフリーアンケート調査
　実施

25
地域福祉活動立上げ支
援

地域福祉活動立上げ支援事
業

　
　　　（累計33団体）

　　―
　　（累計33団体）

26 移送サービスの支援

移動サービス情報センターの
設置・運営

福祉有償運送団体の支援

移動サービス情報センターの
設置・運営

福祉有償運送団体の支援

移動サービス情報センターの
運営
　　相談件数 　1,078件

福祉有償運送事業補助金
　　交付団体数　4団体

27 路上生活者自立支援

自立支援センターの運営支
援
　　開設・運営　1所

運営連絡協議会の開催

自立支援センターの運営支
援
　　開設・運営　　1所

運営連絡協議会の開催

自立支援センターの運営支
援
　　運営１所

運営連絡協議会の開催
　　2回

28 福祉事務所の移転 福祉事務所の移転 福祉事務所の移転完了

⑥ 地域福祉の基盤整備
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

79,000 79,233 57,769 28,699 29,070 72.9%

53,000 53,077 36,283 17,260 19,023 68.4% 127,128,129

5,000 4,863 3,323 2,357 966 68.3% 130,366

1,000 1,000 0 0 0 0.0% 119

20,000 20,293 18,163 9,082 9,081 89.5% 131

0 0 0 0 0 -

- 0 0 0 0 -
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

1 救急医療体制の充実

救急医療連絡協議会
　　　　　　　24回

急病医療情報センターの運
営管理

平日準夜、土日、休日の小児
救急協力体制確保

自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）の配置
　　　　　　161台

急病診療の実施
　休日夜間等急病診療
  歯科休日急病診療
  休日夜間等調剤事業

救急医療連絡協議会
　　　　　　　12回

急病医療情報センターの運
営管理

平日準夜、土日、休日の小児
救急協力体制確保
　
自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）の配置
　　　　　　168台

急病診療の実施
　休日夜間等急病診療
  歯科休日急病診療
  休日夜間等調剤事業

救急医療連絡協議会
　　　　　　　1回

急病医療情報センター
利用者数　30,838人

平日準夜、土日、休日の小児
急病診療体制確保

自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）の配置
　　　　　　2台

急病診療の実施
　休日夜間等急病診療
  歯科休日急病診療
  休日夜間等調剤事業

2
歯科保健医療センター
の運営

歯科保健医療センター運営

障害者等歯科診療の実施
（摂食機能療法を含む）

かかりつけ歯科医の紹介・相
談

歯科保健医療センター運営

障害者等歯科診療の実施
　　　　　32,712件

かかりつけ歯科医の紹介・相
談
　　　　　　784件

歯科保健医療センター運営
　
障害者等歯科診療の実施
　　　　　3,867件

かかりつけ歯科医の紹介・相
談
　　　　　　　66件

3
かかりつけ医・歯科医・
薬局の普及促進

かかりつけ医の紹介・相談

かかりつけ医・歯科医・薬局
の普及啓発

かかりつけ医の紹介・相談
　　　　　　598件

かかりつけ医・歯科医・薬局
の普及啓発

かかりつけ医の紹介・相談
　　　　　　27件

ポスター1,400枚

4
在宅医療・在宅介護支
援体制の充実

在宅医療・在宅介護支援体
制の充実

健康と医療・介護の緊急推進
プランの策定

健康と医療・介護の緊急推進
プランの策定

5
地域医療体制の充実
強化

検討

「杉並区地域医療体制に関す
る調査報告書」発行
がん検診・健康診断に関する
アンケート実施

6 感染症対策の充実

感染症等に関する情報提供
の強化

性感染症及びエイズ
検査の充実

新型インフルエンザ対策の推
進

感染症等に関する情報提供
の強化

性感染症及びエイズ検査
　平日実施分　年22回
　エイズ休日等検査　月1回
　　　　（即日検査）

新型インフルエンザ対策の推
進

広報・ホームページによる区
民への周知
施設向感染症講習会　１回
感染性胃腸炎チラシ 4,000枚

性感染症及びエイズ検査
　平日実施分　年22回
　エイズ休日等検査　月１回
　　　　（即日検査）

啓発
　パンフレット
　　　児童用　20,000部
　　　保護者向　35,000部
　インフルエンザ講演会　１回
　駅頭広報活動　1回

訓練
　保健所初動訓練　1回
　病院との合同訓練　3か所

(4) 安心してくらせるために

① 地域医療体制の整備

② 暮らしの安全・安心の確保
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

484,000 567,145 518,552 109,108 409,444 91.4%

341,000 339,046 329,238 31,737 297,501 97.1%

265,000 263,745 261,650 4,410 257,240 99.2% 324,325

71,000 70,942 66,780 27,327 39,453 94.1% 327

1,000 909 808 0 808 88.9% 322

1,000 450 0 0 0 0.0% 340

3,000 3,000 0 0 0 0.0% 323

143,000 228,099 189,314 77,371 111,943 83.0%

7,000 6,852 5,523 3,118 2,405 80.6% 353,354
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２　やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう

政策・施策・事業名
全 体 計 画

１３～２２年度
２２年度末

の達成状況
２２年度の主な取組

7 予防接種

ヒブワクチン接種費用助成
　　　　　　助成件数  13,753件

肺炎球菌ワクチン（65歳以
上）接種費用一部助成
　　　　　　助成件数　 3,739件

子宮頸がん予防ワクチン
　調査・研究・実施
　　助成件数      3,182件

小児用肺炎球菌ワクチン
接種費用助成
　　　　　　助成件数   4,033件

ヒブワクチン接種費用助成
　　　　　　助成件数  13,753件

肺炎球菌ワクチン（65歳以
上）接種費用一部助成
　　　　　　助成件数　 3,739件

子宮頸がん予防ワクチン
　調査・研究・実施
　　助成件数   3,182件

小児用肺炎球菌ワクチン
接種費用助成
　　　　　　助成件数   4,033件

8
高齢者・児童・乳幼児
等の食生活安全確保

衛生管理検査 衛生管理検査数
　　　88,588件

衛生管理検査数
  　  10,772件

9
健康で快適な室内環境
の確保

室内環境調査　　1,000件

情報提供の充実

室内環境調査　 1,243件
　
情報提供の充実

室内環境調査    49件

講習会　　13回

合　計
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単位：千円

予算執行率

計　画　額　A 予算現額　B 決 算 額　C 特 定 財 源 一 般 財 源 C/B

２２年度の執行状況 決算額 C の財源内訳 「第5 歳入歳出決
算一覧」の歳出決
算一覧表№

134,000 218,908 181,638 74,253 107,385 83.0% 352

1,000 1,026 1,012 0 1,012 98.6% 342

1,000 1,313 1,141 0 1,141 86.9% 341

7,177,000 6,777,579 5,923,192 1,628,231 4,294,961 87.4%
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