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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス

 保険・年金
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の発行
　国民年金保険料は、所得税や住民税の申告では、
全額が社会保険料控除の対象となります。その年の
1月1日～12月31日に納付した保険料が対象です。
　2年1月1日～9月30日に国民年金保険料を納付した
方には、11月上旬（予定）に「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が日本年金機構から送付さ
れます。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明
書（または領収書）を添付してください。
　なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、
納付した方が社会保険料控除として申告することが
できますので、家族宛てに送られた控除証明書を添
付の上、申告してください。
問杉並年金事務所☎3312-1511

 健康・福祉
胃がん検診（胃内視鏡検査）の受け付け終了
　2年度の胃がん検診（胃内視鏡検査）は定員に達
しましたので、受診券シールの申し込みの受け付け
を終了しました。
　なお、胃部エックス線検査は、インターネット、
はがき、杉並保健所健康推進課窓口での申し込みが
必要です。詳しくは、お問い合わせください。
問杉並保健所健康推進課健診係☎3391-1015

「特定保健指導利用券」をお送りします
　国保特定健診の結果、生活習慣病のリスクが高いと
判定された方へ「特定保健指導利用券」を送付します。
　「特定保健指導」とは、国保特定健診の結果に基
づき、専門職（医師、保健師、管理栄養士など）か
ら受けられる生活習慣改善のためのアドバイスや支

援のことです。初回面談で目標を設定し、3～6カ月
間取り組みます。
対次の①～③全てにあてはまる方①40歳以上で杉
並区国民健康保険に加入している②国保特定健診
の結果、生活習慣病のリスクが高いと判定を受けた
③高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれの内服
治療も受けていない　問国保年金課医療費適正化
担当

保健福祉サービス苦情調整委員制度
　保健福祉サービスについて、本人、配偶者および
親族等が苦情を申し立てることができます（1年以上
過去の出来事、裁判で係争中または判決等のあった
事項、議会に請願・陳情を行っている事項、医療行
為に関する事など除く）▶申し立て方法 保健福祉
サービス苦情調整委員と面談の上、「苦情申立書」を
提出
◆苦情調整委員相談日
　相談は、3名の委員が交替で行います。
時月3回午後1時30分～4時（受け付けは3時まで）▶
11月～3年2月の相談日 11月4日㈬・12日㈭・17日
㈫、12月2日㈬・10日㈭・15日㈫、3年1月14日㈭・19
日㈫・27日㈬、2月3日㈬・9日㈫・18日㈭　場保健福
祉部管理課（区役所西棟10階）　申 問電話または直
接、同課保健福祉支援担当　他1人1時間

 施設情報施設情報
ゆうゆう荻窪東館の臨時休館
　ゆうゆう荻窪東館（荻窪4-23-12）は、受変電設備
改修のため11月22日㈰・23日㈷は臨時休館します。

問ゆうゆう荻窪東館☎3398-8738

成田図書館の臨時休館
　成田図書館（成田東3-28-5）は、外壁修繕工事を
行うため、11月24日㈫～3年2月上旬の間は臨時休館
します。休館中、当該図書館の本などは通常通り予
約できますが、貸し出しまでに時間がかかる場合が
あります。
問成田図書館☎3317-0341

ゆうゆう広場の閉鎖
　ゆうゆう広場は、東原中学校（下井草1-28-5）の
特別教室棟の一部を借りて活動していましたが、11
月25日㈬に閉鎖します。
問ゆうゆう広場☎6913-5270

ゆうゆう西田館の移転に伴う休館
　ゆうゆう西田館（荻窪1-57-4）はゆう杉並（荻窪
1-56-3）に移転のため、12月5日㈯～3年4月4日㈰の
間は休館します。また、11月9日～20日に同館の3年
度上半期団体利用申請を受け付けます。詳細は、お
問い合わせください。
問ゆうゆう西田館☎3391-8747

杉並会館集会室の一時閉鎖
　杉並会館集会室は、3年2月1日㈪～3月31日㈬の間
は空調工事のため利用できません。
　なお、宴会室については利用可能な場合があるた
め、お問い合わせください。
問杉並会館☎3399-9436

※★は当日、直接会場へ。

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ

住まいの修繕・増改築無料相談
★

時11月2日㈪・6日㈮・9日㈪・13日㈮・16日㈪・20日㈮・27
日㈮・30日㈪午後1時～4時　場区役所1階ロビー

問東京土建杉並支部☎3313-1445、区住宅課

住宅の耐震無料相談会・ブロッ
ク塀無料相談会★

時11月11日㈬午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面
などがある場合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック
塀の現況写真等を持参

問市街地整備課耐震改修担当

マンション管理無料相談
時11月12日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー　
対区内在住のマンション管理組合の役員・区分所有者等　
定3組（申込順）

申杉並マンション管理士会HPhttp://suginami-mankan.org/から申し込み。
または申込書（区ホームページから取り出せます）を、同会事務局 FAX3393-
3652へファクス　問同会事務局☎3393-3680、区住宅課空室対策係

書類と手続き・社会保険に関す
る相談会★

時11月13日㈮午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他関係
資料がある場合は持参

問東京都行政書士会杉並支部☎0120-567-537、東京都社会保険労務士
会中野杉並支部☎6908-8046、区政相談課

行政相談★
時11月13日㈮午後1時～4時　場区政相談課（区役所東棟1
階）　内年金・福祉・道路などの苦情・相談

問区政相談課

建築総合無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時11月17日㈫午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面
などがある場合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック
塀の現況写真等を持参

問東京都建築士事務所協会杉並支部☎6276-9208、区市街地整備課耐震
改修担当

専門家による空
あき

家
や

等総合無料相
談

時11月19日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場相談
室（区役所西棟2階）　対区内の空き家等の所有者等（親族・
代理人を含む）　定各1組（申込順）　他1組45分

申電話または直接、住宅課空家対策係（区役所西棟5階）。または申込書（区
ホームページから取り出せます）を、11月17日（必着）までに同係 FAX5307-
0689へ郵送・ファクス　問同係

不動産に関する無料相談 時11月19日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー
申電話で、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部☎3311-4937（平日午前
9時～午後5時〈祝日を除く〉）　問同支部、区住宅課

弁護士による土曜法律相談
時11月21日㈯午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　
定12名（申込順）　他1人30分

申電話で、11月16日～20日に専門相談予約専用☎5307-0617 （午前8時30
分～午後5時）。または直接、区政相談課（区役所東棟1階）で予約　問同課

住民税（特別区民税・都民税）
夜間電話相談

時11月24日㈫午後5時～8時30分 問納税課☎５３０７-０６３４～６

 11月の各種相談

区からのお知らせ
　新型コロナウイルスの感染状況によって
は、本紙および過去の「広報すぎなみ」掲載
の催しや募集の内容等が中止または延期にな
る場合があります。最新情報
は、各問い合わせ先にご確認
いただくか、区ホームページ
をご覧ください。

【重要なお知らせ】

●体調不良時の利用自粛
●マスク着用や手洗い・手指消毒の励行
●ソーシャルディスタンスの十分な確保
●室内の定期的な換気
●�大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛

●！�感染症防止対策
　区立施設・区事業を段階的に再開しています。
利用者・参加者の皆さんも下記の対策にご協力
をお願いいたします。
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※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。	 杉並区役所		☎3312-2111（代表）	〒166-8570阿佐谷南1-15-1
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

 税金
年末調整関係書類・給与支払報告書について
　事業所の給与担当の方などを対象に行っていた年
末調整等説明会の中止に伴い、会場で配布していた
年末調整・法定調書の関係書類は国税庁ホームペー
ジから、給与支払報告書は区ホームページからダウ
ンロードしてご利用ください。
　ダウンロードできない場合は、杉並税務署（成田
東4-15-8）、荻窪税務署（荻窪5-15-13）、区課税課
の年末調整関係用紙コーナーをご利用ください。
問課税課特別徴収係

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

産休・育休代替等会計年度任用職員（事務）
内窓口業務、電話応対、パソコンによる各種入力事
務ほか▶勤務期間 3年4月1日～4年3月31日（5回ま
で更新可）▶勤務日時 月16日。原則、月～金曜日
の午前8時30分～午後5時15分▶勤務場所 区役所、
区内の出先事業所▶募集人数 50名程度▶報酬 月
額18万5856円～（2年4月1日現在）▶その他 期末手
当支給。有給休暇あり。社会保険加入。交通費支給

（上限あり）　申申込書（人事課人事係〈区役所東棟
5階〉で配布。区ホームページからも取り出せます）
を、11月16日（必着）までに同係へ簡易書留で郵送・
持参　問同係

杉並区育児休業代替任期付職員（保育士）
内採用予定日 3年4月1日以降▶選考日 12月5日㈯
▶資格 平成13年4月1日までに生まれ、保育士の資
格を有し、都道府県知事の保育士登録を受けている
方（3年3月31日までに資格取得見込みの方を含む）
▶募集人数 若干名▶募集案内・申込書の配布場所
人事課人事係（区役所東棟5階）、保育課（東棟3階）、
就労支援センター（天沼3-19-16ウェルファーム杉並
内）。区ホームページからも取り出せます　申申込書
を、11月20日（必着）までに人事課人事係へ郵送・
持参　問同係

産休・育休代替等会計年度任用職員（建築技術）
内公共建築物の計画・設計、建築確認、まちづくり
関連業務ほか▶勤務期間 3年4月1日～4年3月31日

（5回まで更新可）▶勤務日時 月16日。原則、月～
金曜日の午前8時30分～午後5時15分▶勤務場所 区
役所、土木事務所ほか▶資格 建築系学科の4年制
大学または専門学校を卒業した方▶募集人数 若干
名▶報酬 月額21万5424円～（2年4月1日現在）▶そ
の他 期末手当支給。有給休暇あり。社会保険加入。
交通費支給（上限あり）　申申込書（人事課人事係〈区
役所東棟5階〉で配布。区ホームページからも取り出
せます）に卒業証書の写しを添えて、11月30日（必着）
までに同係へ簡易書留で郵送・持参　問同係

杉並子ども家庭支援センター会計年度任用職員
（相談員）
内児童虐待に関する相談、子ども・子育て家庭から
の相談、在宅サービスの提供に関することほか▶勤
務期間 3年1月1日～3年3月31日（5回まで更新可）
▶勤務日時 月16日。午前8時30分～午後7時15分

（日曜日、祝日を除く。交代制。実働7時間45分）▶
勤務場所 杉並子ども家庭支援センター▶資格 ①
②のいずれかに該当し、子どもと子育て家庭に関す
る相談援助経験のある方①教員、保育士、保健師、
社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師のいずれ
かの資格を有する②大学などで、心理学、教育学、
社会学を専攻するいずれかの課程を修めた▶募集人
数 若干名▶報酬 18万5856円～（2年4月1日現在）
▶その他 期末手当支給。有給休暇あり。社会保険
加入。交通費支給（上限あり）　申申込書（杉並子
ども家庭支援センターで配布。区ホームページから
も取り出せます）に応募動機（800字程度。様式自由）
を添えて、11月30日午後7時（必着）までに、同セ
ンター（〒166-0004阿佐谷南1-14-8）へ郵送・持参　
問同センター☎5929-1902　他書類選考合格者には
面接を実施

特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者
内勤務場所 東京23区の区立幼稚園等（大田区・足
立区を除く）▶資格 幼稚園教諭普通免許状を有す
る方▶選考 書類選考・面接　申申込書（特別区人
事・厚生事務組合教育委員会事務局人事企画課採用
選考担当〈千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館〉ま
たは東京23区の教育委員会事務局で配布）を、11月
20日（消印有効）までに同担当へ郵送　問同担当☎
5210-9751　他詳細は、特別区人事・厚生事務組合
教育委員会HPhttp://www.tokyo23city.or.jp/参照

 区以外の求人
NPO法人すぎなみ環境ネットワーク事務局補助
職員
内講座企画・運営、販売接客ほか（パソコン操作あ
り）▶勤務期間 12月1日～3年3月31日（更新可。た
だし67歳に達した年度末で退職）▶勤務日数 月10
日程度。午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、
祝日を含む。水曜日を除く）▶勤務場所 環境活動
推進センター▶募集人数 １名▶報酬 時給1030円
▶その他 交通費支給（上限あり）　申履歴書に作
文「環境について考えていること」（様式自由。800
字以内）を添えて、11月10日（必着）までにすぎな
み環境ネットワーク（〒168-0072高井戸東3-7-4環
境活動推進センター内）へ郵送・持参　問同法人☎
5941-8701　他書類選考合格者に面接を実施

 募集します
都営住宅入居者
内募集戸数 一般募集住宅（家族向け・単身者向け）
＝2356戸、定期使用住宅（若年夫婦・子育て世帯向
け）＝755戸、居室内で病死等があった住宅＝330戸
▶申込書・募集案内の配布期間 11月4日～12日（各
配布場所の休業日を除く）▶配布場所 住宅課（区役
所西棟5階）、区役所1階ロビー、子ども家庭部管理課

（東棟3階）、各福祉事務所、各区民事務所（平日夜間
と休日は区役所の休日・夜間受付で配布）。配布期間
中のみ、JKK東京（東京都住宅供給公社）ホームペー
ジからも取り出せます　申申込書を専用封筒で、11月
17日（必着）までに郵送　問 JKK東京☎3498-8894

（申込書受付期間中は☎0570-010-810〈いずれも、
土・日曜日、祝日を除く〉）、区住宅課住宅運営係

ファミリーサポートセンター協力会員
内保育園・学童クラブなどへの送迎やそれに伴う子
どもの預かり、保護者の外出時などの子どもの一時
的な預かり（会員宅や児童館ほか）▶謝礼 1時間
800円（早朝・夜間1000円）　対区内または区に隣接
する区市在住の20歳以上で、各研修に参加できる方　
申 問電話で、杉並区社会福祉協議会☎5347-1021　
他会員登録後、11月4日㈬の研修会に参加。詳細は、
お問い合わせください

実
験
内
容

区民サービスの向上を目指します！
AIロボットの実証実験を行います

保育所入所AI選考システムを導入

　区では、民間事業者と協力してAIロボットによる来庁者への案内業
務の実証実験を行います。実証実験を通じて、AI等の新たな技術を
活用することによる区民サービスの向上や業務の効率化の可能性を検
討します。ぜひ新たな技術を体験してみてください。

——問い合わせは、企画課企画調整担当へ。

——問い合わせは、保育課保育相談係☎5307-0657へ。

　保育課では、3年4月の保育所入所選考から「保育所入所AI選考システ
ム」（以下「AIシステム」）を活用し業務の効率化を図ります。規則に基
づいて入園申し込み者を保育所等へ割り当てる作業を、これまでは職員が
約600時間をかけて行っていましたが、今後は「AIシステム」が担うこと

で、わずか数分で処理できるようになります。システム導入により短縮され
た時間については、申込期限の延長（4年4月選考から）や、選考結果通
知の早期化などのサービス向上に充てていきます。

◆�AIロボット「ロボコット」による総合案内
　庁舎内の窓口や業務内容などをロボットに
話しかけると音声と画像でロボットが分かりや
すく案内します。
他事業者＝MILIZE

◆�自律走行式AIロボット「Y
ユ ン ジ

UNJI�S
セ イ ル

AIL」による
庁舎案内・誘導

　タッチパネルで行き先を指定すると、ロボット
が人や障害物を自ら避けながら動いて、利用者
を案内・誘導します。
他事業者＝NECネッツエスアイ

A I 活 用 に よ る

11月10日㈫～27日㈮
（土・日曜日、祝日は除く）

午前9時～
午後4時30分日時

区役所1階場所
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　区は、現金の収支を示す従来の地方公共団体の会計では見えにくい資産・負債やコストを明らかにするため、企業会計的手法を取り入れた財務
書類を作成しています。元年度財務書類（※）を作成しましたので、概要をお知らせします。
※一般会計（歳入歳出外現金を含む）と特別会計（国民健康保険事業会計、用地会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計）を対象としています。

〈令和2年3月31日現在〉� （単位：億円）

資産の部
（将来の世代に引き継ぐ資産）

負債の部
（将来の世代が負担する債務）

有形・無形固定資産
（学校、施設、道路など） 6,656 1年を超えて返済時期が到来する負債（特別区債、退職手当引当金など） 602

投資等
（出資金、基金など） 233 1年以内に返済する負債（特別区債、預り金など） 117

流動資産
（現金預金など） 624

負債の合計 719
純資産の部

（これまでの世代が負担した額。資産と負債の差額）
純資産の合計 6,795

資産の合計 7,514 負債・純資産合計 7,514

〈平成31年4月1日～令和2年3月31日〉� （単位：億円）

経常費用　A 2,645
人にかかるコスト（職員給料等の人件費） 377
物にかかるコスト（消耗品費、減価償却費〈※１〉、維持補修費などの物件費等） 509
移転支出的なコスト（補助金等、生活保護費などの社会保障給付等） 1,720
その他のコスト（特別区債利払など） 38
経常収益　B 105
使用料および手数料 38
その他（負担金など） 67
純経常行政コスト　A−B 2,540
臨時損失（除却による資産の減少など）　C 1
臨時利益（資産売却益など）　D 0
純行政コスト（※2）　�A−B + C−D 2,540

〈平成31年4月1日～令和2年3月31日〉� （単位：億円）

前年度末純資産残高 E 6,661
　　純行政コスト F △2,540
　　財源（税収等、国や東京都からの補助金等） G 2,678
本年度差額 F + G 138
その他の純資産の変動 H △4
本年度末純資産残高 E + F + G + H 6,795

〈平成31年4月1日～令和2年3月31日〉 （単位：億円）

業務活動収支（経常的な業務活動の収支） I 162
投資活動収支
（施設建設などの資産形成や基金積立・取崩などの収支） J △205

財務活動収支（特別区債などの収支） K 35
本年度資金収支額 I + J+K △9
前年度末資金残高 101
本年度末資金残高 93

　貸借対照表は、年度末における財政状況を明らかにするもので、行政サービスを提供するために区がどのくらい資産を持っているか、その資産を
どの世代の負担で賄っているかを表したものです。

　行政コスト計算書は、資産形成（施設整備や基金積立など）以外の経常的な行政活動（福祉サービスなど）にどのくらいコストをかけたのか、
使用料や手数料などの収益がどのくらいあったのかを表したものです。

　純資産変動計算書は、資産の合計から負債を差し引いた純資産が1年間
にどのように増減したかを表したものです。

　資金収支計算書は、区の1年間の現金の流れを示したもので、ど
のような活動に資金が使われたかを表したものです。

〈元年度の決算額〉
歳　入 歳　出

一般会計 2059億6774万��768円 1987億3665万3605円

特
別
会
計

国民健康保険事業会計 534億1292万6934円 530億4642万��339円
用地会計 2841万8805円 2841万8805円
介護保険事業会計 434億3324万9507円 418億7205万4131円
後期高齢者医療事業会計 137億4410万3283円 136億4148万4565円

合　計 3165億8643万9297円 3073億2503万1445円

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健
全化法）」に基づく元年度の杉並区の健全化判断比率は
右表のとおりです。4つの指標の数値は、いずれも基準
を下回り健全でした。

〈健全化判断比率〉
杉並区の数値 早期健全化

基準 財政再生基準
平成29年度 平成30年度 元年度

実質赤字比率 － － － 11.25% 20.00%
連結実質赤字比率 － － － 16.25% 30.00%
実質公債費比率 △6.4％ △6.2％ △6.0％ 25.0��% 35.0��%
将来負担比率 － － － 350.0��%

※「杉並区の数値」が「－」と表記されているのは、実質赤字
や連結実質赤字がないこと、将来負担額を充当可能な財源
が上回っていることから、将来負担がないことを表します。

元年度に実施した主な事業

元年度決算のあらまし

一般会計の内訳

元年度健全化判断比率の公表

財務書類（統一的な基準）でみる区財政の状況

歳入総額
205,967,741千円

歳出総額
198,736,654千円

特別区税
66,761,446千円
32.41%

特別区財政交付金
48,468,770千円
23.53%

国庫支出金
30,908,763千円
15.01%

都支出金
16,867,140千円
8.19%

地方消費税交付金
9,189,333千円
4.46%

繰越金
8,139,030千円
3.95%

繰入金
5,788,735千円
2.81%

使用料及び手数料
3,791,619千円
1.84%

特別区債
5,310,082千円
2.58%

諸収入
2,304,802千円
1.12%

分担金及び負担金
3,338,631千円
1.62%

保健福祉費
94,980,168千円
47.79%

職員費
37,555,001千円
18.90%

総務費
16,705,514千円
8.41%

教育費
18,995,825千円
9.56%

都市整備費
13,979,704千円
7.03%

生活経済費
7,798,372千円
3.92%

環境清掃費
6,207,875千円
3.12%

公債費
1,750,590千円
0.88%

議会費
763,606千円
0.38%

その他
5,099,390千円
2.48%

およ

およ

表1　貸借対照表

表３　純資産変動計算書 表４　資金収支計算書

区民一人当たりの資産の額……………130万4千円
区民一人当たりの負債の額……………��12万5千円

区民一人当たりの純行政コスト……………44万1千円

表２　行政コスト計算書

※端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

0

300

600

900

1,200

1,500

資産

有形・無形固定
資産＝
学校、施設、道
路など
115万5千円

負債＝
将来の世代が負
担する額
12万5千円

純資産＝
これまでの世代
がすでに負担
し、将来の負担
が生じない額
118万円流動資産＝

現金預金など
10万8千円 負債・純資産

（単位：千円）

投資等＝
出資金、基金など
4万1千円

　元年度の決算額について右表のとおりお知らせし
ます。
　元年度は、認可保育所を核とする施設整備等に
より、2年4月には3年連続となる「待機児童ゼロ」
を実現するなど、実行計画等に掲げる事業に着実に
取り組みました。
　また、補正予算を編成し、児童福祉施設等にお
ける新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施す
るなど、喫緊の課題への対応を図りました。

※端数処理の関係で合計金額等が一致しない場合があります。

——問い合わせは、会計課へ。——問い合わせは、会計課へ。

——問い合わせは、財政課へ。

——問い合わせは、財政課へ。

　「令和元年度杉並区各会計歳入歳出決算書」「令和元年度区政経営報告書」は、
区政資料室（区役所西棟2階）、図書館、区民事務所でご覧になれます。

※1.��建物や物品などの資産について、年数の経過と共に価値がなくなるもの
として、取得価額等を耐用年数で除した額を毎年資産の評価額から差し
引いていきます。この1年間の価値の減少分を行政コスト計算書では減
価償却費として経常費用に計上しています。

※2.�費用を収益で賄えない不足分で、税収等で賄う金額になります。

その他のコスト
1％

人にかかる
コスト
14%

物にかかる
コスト
19%

移転支出的な
コスト
65%

◆�生活保護費などの
社会保障給付等、
団体などへの補助
金等といった移転
支出的なコストが、
経常費用の65％を
占めています。

お知らせします 元年度の決算報告

——問い合わせは、会計課へ。

【区民一人当たり金額】

【経常費用の内訳】

　元年度に実施した総合計画目標別の主な事業は以下のとおりです。

目標①　災害に強く安全・安心に暮らせるまち
◆危険ブロック塀等の改善促進による地域の安全性の向上
　………………………………………………………………�30,639千円
◆地域区民センター等の防災機能強化�……………………�86,644千円
◆水害に備えたまちづくりの推進�……………………………�7,085千円

目標②　暮らしやすく快適で魅力あるまち
◆戸別訪問強化等による狭あい道路拡幅の加速化�……�1,130,104千円
◆来街者を誘致する観光促進の仕掛けづくり�…………………�785千円
◆農地を活用した福祉施策との連携�………………………�27,133千円

目標③　みどり豊かな環境にやさしいまち
◆地域の公園整備�…………………………………………�4,018,627千円
◆（仮称）荻外荘公園の整備推進�…………………………�32,839千円
◆食品ロス削減の強化�…………………………………………�4,605千円

目標④　健康長寿と支えあいのまち
◆がん検診の精度管理強化�…………………………………�33,903千円
◆地域福祉コーディネーターの配置による地域力強化�……�8,159千円
◆介護施設等の整備と介護現場の負担軽減�………………�670,333千円

目標⑤　人を育み共につながる心豊かなまち
◆区立小中学校体育館等への空調設備設置�……………�269,165千円
◆（仮称）就学前教育支援センターの開設�………………�481,287千円
◆児童虐待対策の強化～未然防止からの取り組みの充実・強化
　………………………………………………………………�22,601千円
◆多世代が利用できる地域コミュニティ施設の整備着手
　………………………………………………………………�203,712千円

広告 広告
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