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区民等の生命と健康を守るために、感染症や食中毒等を予防するとともに、健康危機が発生

した際に迅速かつ適切に対応するための体制を整備します。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

関係機関との協力・連携の強化

健康危機管理対策 1,798 2,121 △ 323

生活衛生関係施設への監視指導

環境衛生（許可及び監視） 712 466 246

民泊対策 5,603 5,661 △ 58

感染症や食中毒予防の普及啓発

食品衛生（普及啓発及び自主管理支援） 7,851 6,309 1,542

予防接種の推進

子どもの予防接種 独自 287,067 303,018 △ 15,951

大人の予防接種（P78） 拡充 68,982 56,614 12,368

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額

●健康危機の発生に備え、区民、昼間区民、来街者を守る体制が整備されている。 

●区民や関係事業者が、感染症や食中毒等の正しい知識を理解し、積極的に予防に取り組

んでいる。 

●区民が適切に予防接種を受けることで、地域での感染症の発生や流行が抑えられる。 

感染症や食中毒等を予防し、発生時には迅速な対応をす
る体制を整備します【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 14】 1 



▶健康推進課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 大人の予防接種 
 68,982 千円 

( 56,614  千円) 

 区では、地域での感染症の流行を抑え、区民の健康を守るため、予防接種を実施

しています。 

 

（１）定期予防接種（予防接種法に基づく） 

65歳以上の方を対象にインフルエンザ予防接種と肺炎球菌予防接種を実施し、

接種費用の自己負担分を助成しています。インフルエンザ予防接種は、65 歳以

上の方と 60歳から 64歳までの一部の方に、毎年 1回、全額助成するものです。

また、肺炎球菌予防接種は、65歳以上５歳ごとの節目年齢の方（過去に接種歴の

ある方を除く）に対し、1回助成するものです。 

平成 31 年度から、定期としての肺炎球菌予防接種費用を半額助成から全額助

成にすることで、経済的負担を軽減し、予防接種率の向上を図ります。 

 

（２）任意予防接種 

66 歳以上で肺炎球菌予防接種の定期予防接種対象外となる方には、引き続き

任意予防接種として半額助成し、接種機会を確保します。助成回数は、定期予防

接種を含めて生涯 2回までです。 

 また、風しん抗体検査及び予防接種費用の全額助成については、平成 30年 10

月から助成対象者を 30～50歳代の男性等にも拡大しました。平成 31年度も引

き続きこの事業を実施していきます。 

 

POINT 予防接種の助成対象者と接種費用について 

 定期予防接種 任意予防接種 助成回数/自己負担 

インフル

エンザ 

①65歳以上 

②60～64歳の一部 
 年１回/全額助成 

肺炎球菌 

65 歳以上 5 歳ごと

の節目年齢 
 1回限り/全額助成 

 
66 歳以上の定期予防

接種に該当しない方 

定期予防接種を含

めて生涯２回まで/ 

半額助成 

風しん 

昭和 37 年４月２日

～昭和 54 年４月１

日までに生まれた男

性 

① 19歳以上の女性で 

妊娠予定等 

②①のパートナー等 

③30～50歳代男性 

1回限り/全額助成 

 

 



 
 

区民がいきいきと健康で生活し続けられるよう、心身の健康づくりを支援します。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 
 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

生活習慣病予防の啓発／データに基づく効果的な健診等の推進

ちよだ健康ポイント制度（P80） 新規 23,892 0 23,892

歯と口腔の健康増進

区民歯科健診 独自 44,551 29,244 15,307

データに基づく効果的な健診等の推進

成人健診、長寿健診、特定健康診査・特定保健指導
（P85）

115,732 115,305 427

がん検診、女性特有のがん対策（P83） 拡充 189,269 182,564 6,705

心に悩みを抱える人へのセーフティネット整備

心の健康づくり（P85） 拡充 3,507 2,728 779

その他

がん患者のウィッグ等購入費助成（P82） 新規 1,083 0 1,083

受動喫煙防止対策（P86） 新規 14,139 0 14,139

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額

●より多くの区民が自身の健康に関心を持ち、健康的な食事や適度な運動等、生活習慣

の改善に主体的に取り組んでいる。 

●むし歯や歯周病が減り、区民が健全な口腔機能を維持している。 

●健康診断の受診者が増え、病気の早期発見、早期治療ができている。 

●心の問題を気軽に相談できる窓口を知っている区民が増加する。 

一人ひとりの健康づくりを支援します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 15】 

2 



▶地域保健課  
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 ちよだ健康ポイント制度 
 23,892 

 
千円 

( ―  千円) 

区では、平成 28 年度に「第二次健康千代田 21」を策定し、「健康寿命の延伸」

と「早世の減少」を総合目標に掲げ、積極的に推進しています。 

その中で、健康づくりのさらなる普及拡大を進めるため、従来の健康づくり事業

では参加が少ない若い世代や働き盛り世代が参加でき、生活習慣の改善につながる

「ちよだ健康ポイント制度」を実施します。 

多くの人が健康づくりに取り組めるよう数千人規模の参加を見込み、運動習慣の

獲得や健康度の改善を通じて医療費の削減などの効果検証を行い、さらなる「健康

寿命の延伸」をめざします。 

 

（１）事業の内容 

  スマートフォンアプリを活用して、日常生活の中で気軽に楽しみながら健康づ

くりに取り組める仕組みを導入します。歩数や健（検）診、区の指定する講座・

活動への参加に応じてポイントが付与され、獲得したポイントは特典と交換でき

ます。 

   

（２）事業実施までの流れ 

この事業を本格的に実施する前に実証事業を行います。平成 32年度にモニタ

ー参加者 500名に、アプリを 6か月間使用していただきます。アプリの操作性

やシステムの稼働検証のほかに、期間中における行動データ（歩数・体組成等の

測定結果・健（検）診受診・事業参加など）の収集とアンケート調査を実施しま

す。 

実証事業の検証結果を踏まえ、平成 33年度の本格的な事業開始に向けてシス

テムの改修を行います。 

 

（３）今後の予定 

平成 31年度は、実証事業の実施に向けてシステムの構築やモニター参加者の

選出など準備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POINT 「ちよだ健康ポイント制度」で運動するようになるの？ 

成人の約 7割の方が生活習慣病の予防に必要な運動量が不足していると言われ

ています。運動量を増加させるために、インセンティブを活用した取組みが効果

的であることは、国の研究事業「健幸ポイントプロジェクト」（平成 26～28 年

度の 3か年実施）で実証されています。 

運動量の不足している区民が、インセンティブに魅力を感じて参加しても、効

果が実感できなければ運動習慣の継続化につながらない恐れがあります。このた

め、比較的短期間で効果が実感できるプログラムがアプリに内蔵されていること

が重要です。 

アプリには、歩数を計測する機能だけでなく、個々の状況に応じた目標設定や、

日々の歩数と消費カロリー、体重などのデータを記録し、努力や成果を「見える

化」することで意欲を引き出して運動習慣の継続化を図る機能を持たせます。 

また、目標を達成するためのアドバイスを含む健康情報の提供や健康講座・イ

ベントなどのお知らせの配信、登録者同士が交流できるコミュニティ機能など、

楽しく継続できる仕組みを想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▶健康推進課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 がん患者のウィッグ等購入費助成 
 1,083 千円 

( ―  千円) 

 がんの治療に伴う外見の変化に悩みを抱えている区民に対し、心理的及び経済的

負担の軽減や療養生活の質の向上を図るため、ウィッグ（かつら）や胸部補整具の

購入費用の一部を助成します。 

 

（１）対象者 

  がんと診断され、現在治療を行っている区民 

（２）助成対象物 

 ○ウィッグ（かつら） 

○胸部補整具（補整下着、補整用シリコンパッド、人工ニップルなど） 

（３）助成額 

 上限額 ３万円（３万円または購入費の７割のいずれか低い額） 

（４）申請回数 

  １人につき１回限り 

  ※ウィッグと胸部補整具を購入した場合には、併せて申請 

（５）申請期限 

  購入日の翌日から１年以内 

   

POINT がん治療に伴う外見の変化 

がんの治療として行われる薬物療法や外科治療には、抗がん剤の副作用による

脱毛や身体の一部の欠損など、外見の変化を伴うものがあり、患者は心理的にも

大きなストレスを受けます。 

このため、外見の変化を補整することで患者が前向きな療養生活を送れるよう

支援する取組みが注目されています。 

 

 

 
 



▶健康推進課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 がん検診、女性特有のがん対策 
 189,269 千円※ 

 (182,564  千円) 

 １ がん検診  130,769 千円 

 ２ 女性特有のがん対策  58,500 千円 

    ※の額は、１～２の合計  

がんによる死亡者数を減少させるためには、科学的に死亡率の減少効果が明らか

な方法によりがん検診を実施することで、がんの早期発見・早期治療につなげるこ

とが重要です。そのためには、がん検診の受診率を向上させることも重要となって

います。 

区では、国の定めるがん検診実施のための指針に基づき、20 歳以上の区民のう

ち偶数年齢の女性を対象に子宮がん検診、40歳以上の区民を対象に、胃がん検診、

肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診（偶数年齢の女性のみ）を実施しています。 

がん検診の受診率は、近年減少傾向となっています。これまで、大腸・乳・子宮

がん検診においては、一部の対象者の自己負担額を無料とするクーポン券事業を実

施してきましたが、平成 31年度から全てのがん検診について自己負担額を無料化

し、さらに受診しやすい環境を整え、受診率の向上を図ります。 

 

〇 がん検診の概要 

種  別 胃がん 肺がん 大腸がん 

対象年齢 40歳以上 

検診期間 ６月～翌２月（受診可能期間 ９か月間） 

検診場所 区 指 定 医 療 機 関 

検診方法 

バリウム検査 

または 

内視鏡検査 

胸部 X線検査 

（一部の受診者には 

併せて喀痰検査） 

便潜血検査 

（２日法） 

 

種  別 乳がん 子宮がん 

対象年齢等 
40歳以上の偶数年齢の女性 

（受診間隔 １回／２年） 

20歳以上の偶数年齢の女性 

（受診間隔 １回／２年） 

検診期間 ６月～翌２月（受診可能期間 ９か月間） 

検診場所 区 指 定 医 療 機 関 

検診方法 
視触診、 

マンモグラフィ検査 

視診、内診、 

子宮頸部の細胞診 

（一部の受診者には併せて 

 子宮体部の細胞診） 

 

 



POINT 全てのがん検診を無料化します 

各がん検診の自己負担額を全て無料化することにより、受診しやすい環境を整

えることで、受診率を向上させ、がんの早期発見・早期治療につなげることをめ

ざします。 

 

＜自己負担額について＞ 

      【平成 30年度】   【平成 31年度】 

胃がん         800円 

肺がん 胸部 X線検査   無  料 

         喀痰検査     300円       全て無料化  

大腸がん       200円※ 

乳がん        800円※ 

子宮がん       800円※ 

 

※クーポン券の対象となる特定年齢の方は無料 

 



 
平成 31 年度予算額 

(前年度予算額） 

心の健康づくり  3,507 千円 

拡充 ▶健康推進課 ( 2,728  千円) 

 

心に病や不安を抱える人々が心の健康維持・向上ができるよう、精神

科医師による「心の相談室」、「保健相談」、「精神障害者デイケア」及び

自殺対策について基礎知識を持った支援者を養成する「ゲートキーパー

等養成講座」など、総合的な事業展開を行っています。 

平成 28 年に自殺対策基本法が改正され、「誰も自殺に追い込まれる

ことのない社会」の実現をめざして自殺対策をさらに総合的かつ効果的

に推進するため、全ての区市町村が、国の自殺総合対策大綱及びその地

域の実情等を勘案した「地域自殺対策計画」を定めることが義務付けら

れました。このため区では、庁内の取組みを活用して包括的に自殺対策

を推進するための方針として、平成 31年 3月に「千代田区自殺対策計

画」を策定しました。 

平成 31年度は、計画に基づき従来の心の健康づくり事業に加えて、

庁内及び関係機関と緊密な連携・協力体制を強化するとともに、区民へ

の啓発と周知を積極的に行い、自殺対策事業を推進していきます。 

成人健診、長寿健診、特定健康診査・特定保健指導  115,732 千円※ 

  ( 115,305  千円) 

 １ 成人健診  58,005 千円 

 ２ 長寿健診  22,324 千円 

 ３ 特定健康診査・特定保健指導（国民健康保険事業会計）  35,403 千円 

新規 ▶健康推進課、保険年金課  ※の額は、１～３の合計 

 

区では、平成 20年度から生活習慣病の予防、早期発見、健康保持・

増進及び医療費の適性化を目的に、国民健康保険の医療保険者として、

40 歳～74 歳の国保加入者に対し、特定健康診査を実施しています。

健診の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方に対して

は、特定保健指導を実施しています。 

また、75 歳以上等の後期高齢者医療制度加入者に対しては、長寿健

診を実施しています。さらに、40 歳以上の全区民に対して、特定健康

診査に含まれない独自の検査項目を成人健診として実施しています。 

平成 31年度は、「第三期特定健康診査等実施計画」及び「第二期デー

タヘルス計画」の 2年目として、両計画に基づき受診勧奨と効果的な普

及啓発を行い、健診受診率の向上を図ります。 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

受動喫煙防止対策  14,139 
 

千円 

新規 ▶健康推進課 ( ―  千円) 

 

健康増進法の改正及び東京都受動喫煙防止条例の制定に伴い、喫煙

及び受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について、意識の啓発や教育等を

通じた正しい知識の普及により、区民・区来訪者等の理解促進を図り

ます。 

また、段階的に施行される法及び都条例に基づいて、施設の管理権

原者等に対する相談・指導・助言等を行い、平成 32年４月の全面施

行に向けて望まない受動喫煙が生じない社会環境の整備を図ります。 

 
 



 
 

地域包括ケアシステム※を構築、推進し、高齢者が介護が必要になっても住み慣れた地域で

安心して暮らせる地域づくりに努めます。 

※ 地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを安心して

続けることができるよう、必要な支援やサービスが提供される仕組みのことです。 
 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

介護予防の推進

フレイル予防事業（P90）
拡充
独自

9,065 0 9,065

相談体制の充実

相談体制の充実関連事業（P88）
拡充
独自

225,478 210,337 15,141

高齢者見守り運動の推進

ひとり暮らし高齢者等安心生活支援 322 334 △ 12

介護施設等の基盤整備

介護施設等助成（P93）
拡充
独自

243,199 176,356 66,843

高齢者サービス事業所産休・育休等代替職員確保助
成（P94）

拡充 7,200 7,200 0

（仮称）二番町高齢者施設の整備（P94） 629,300 617,750 11,550

その他

社会福祉協議会支援（再掲）（P91） 拡充 194,632 226,145 △ 31,513

自動通話録音機の設置促進（P91） 独自 9,124 8,700 424

高齢者食事支援サービス（P91）
新規
独自

15,561 0 15,561

いきいきプラザ一番町管理運営（P92） 拡充 385,137 323,279 61,858

岩本町ほほえみプラザ管理運営（P92） 拡充 167,509 245,651 △ 78,142

認知症支援サービス（P96） 独自 5,084 5,536 △ 452

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額

高齢者が安心して暮らせる地域づくりに向け、地域包括
ケアシステムを構築・推進します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 17】 
 

3 

●在宅医療と介護のサービスが連携して、必要な人に適切に提供され、要介護高齢者も、

地域で安心して暮らし続けられるようになっている。 

●地域全体で高齢者を見守るネットワークが整備されている。 

●在宅生活を支える施設や在宅生活が困難な場合の入所施設が増えている。 

 



▶在宅支援課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 相談体制の充実関連事業 
 225,478 千円※ 

( 210,337  千円) 

独自 １ 
高齢者総合サポートセンター管理運営 

（総合相談） 
 133,000 千円 

拡充・独自 ２ よろず総合相談  49,778 千円 

 ３ 包括的支援事業（介護保険特別会計）  42,700 千円 

    ※の額は、１～３の合計  

 医療・介護をはじめとする関係機関と連携して、加齢に伴う心身、生活上の不安

や悩みごとの相談体制を充実することで、問題解決を支援しています。 

 

１ 高齢者総合サポートセンター管理運営（相談センター） 

24時間 365日、高齢者のさまざまな相談や手続きをワンストップで受け付け

ています。問題解決にあたっては、高齢者総合サポートセンター内の各機関や高

齢者あんしんセンターと連携し、適時適切な支援を行います。また、併設の九段

坂病院をはじめとする区内・近隣医療機関と連携を図ることで、在宅療養支援相

談窓口としても対応しています。 

高齢者あんしんセンターでは、相談・支援や緊急対応を「地域よろずケア」と

して介護保険制度の包括的支援事業と一体的に実施することにより、高齢者の在

宅生活支援の充実を図っています。在宅療養に対応する専門員を配置して、ひと

り暮らしや認知症高齢者の入退院に伴う支援や、在宅サービス利用支援なども行

っています。 

 

２ よろず総合相談 

高齢者あんしんセンター、相談センターと連携して、高齢者が住み慣れた地域

で安全に安心して暮らせるよう、高齢者とその介護者のさまざまな悩みや不安に

適時適切に応じる相談・支援体制を整え、高齢者のあらゆる相談を受けとめてい

ます。 

また、介護保険・高齢者福祉サービスが利用できるまでの支援や、心身の異変・

急変時の緊急対応など、状況に応じた柔軟な対応で高齢者の在宅生活を支援して

います。 

昨今、相談内容の複雑・多様化に加え、頻回の関わりが必要なケースや長期的

な支援が必要なケースの増加により、課題の早期発見や重度化する前の見守りな

ど、早期の対応が難しくなっています。 

そのため、高齢者あんしんセンター神田をモデルケースとして、相談体制の機

能強化を図ります。看護師、保健師、社会福祉士等の専門職を新たに配置し、地

域に潜在化したハイリスク高齢者を把握、関係機関と連携した見守りと支援につ

なげるとともに、今後の相談・支援体制整備に向けた検討を行っていきます。 



３ 包括的支援事業（高齢者あんしんセンター） 

麹町・神田に１か所ずつ設置している高齢者あんしんセンターでは、高齢者が

住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続することができるように、

さまざまな相談・対応や、介護予防を中心とした健康づくりを支援しています。 

① 第１号介護予防支援事業 

② 総合相談支援業務 

③ 権利擁護業務 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

⑤ 在宅医療・介護連携推進事業 

⑥ 生活支援体制整備事業 

⑦ 認知症総合支援事業 

 

POINT 相談センター・高齢者あんしんセンターでの対応事例 

相談１：「私は大阪在住の娘だが、麹町に住む母Ａと数日連絡が取れず、心配している。

明日も職場を離れることができないが、どうしたらいいか？」 

対応１⇒電話を受けた「相談センター」（24時間 365日対応）の職員がＡさん宅に急

行し、オートロックのドアホンを鳴らしましたが応答がなかったため、マンシ

ョンの管理人に了解を得てＡさん宅のドアを叩いたところ、中から元気な表情

のご本人が出てきました。 

お話をうかがうと、最近耳が遠くなり、電話やインターホンに気づきにくくな

っているとのことでした。そのため、「高齢者あんし

んセンター麹町」と連携して、音量調節できる電話

機に変更するとともに、「緊急通報システム」「安心

生活見守り台帳への登録」など関連する区の在宅福

祉サービスの手続きを支援し、適時、娘さんが安否

確認できる体制をつくりました。 

 

相談２：介護保険の認定調査員から「高齢者あんしんセンター神田」に、「認定調査に

うかがったＢさんの認知症が進行し、徘徊・興奮状態が続いている。介護者で

ある息子さんの体調も悪く、在宅介護は限界」と支援依頼がありました。 

対応２⇒高齢者あんしんセンター神田の職員（保健師）が訪問したところ、息子さんの

病状は予想以上に悪く、今後介護ができない状態であること、Ｂさん自身も医

療的措置が必要と判断し、近隣病院に受診・緊急入院を手配しました。 

息子さんの要望で先にＢさんが入院し、職員が息子さんに代わって医師との面

談等入院生活の支援を行っていたところ、息子さんが急死。日曜日だったため

24 時間 365 日対応の相談センターが、ご遺体の保管や留守宅にいる病犬の

預かり先等を手配し、週明けにあんしんセンターの職員と在宅支援課が協働

し、今後のキーパーソンとなる親族につなぎました。その後、成年後見人の選

定や退院後の施設入所などについても、高齢者あんしんセンター、相談センタ

ー、区が関係機関と協議しながら対応を決定していきました。 

 



▶在宅支援課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
フレイル予防事業 

 9,065 千円 

( ―  千円) 

高齢者は、加齢とともに心身の活力（筋力や認知機能等）の低下が進行し、「フレイ

ル（虚弱）」状態となって要介護状態になるなどの危険性が高まる恐れがあります。区

では、フレイルの概念及び予防の重要性を啓発するため、平成 30 年度から開始した

フレイル予防を拡充し、さらなる普及啓発を図ります。 

また、これまでの介護予防事業の取組実績と区の特性を踏まえた調査分析を行い、

新たな介護予防事業の実施を含め効果的な事業体系を構築します。 

 

（１）フレイル予防講座 

フレイル予防の普及啓発を推進するため、運動機能維持・向上、栄養改善、口腔

機能及び認知機能の低下予防、ストレス対策及びうつ予防など心の健康、並びに社

会参加を促す全４回のフレイル予防講座をかがやきプラザに加えて出張所単位ご

との計 7 か所で実施します。 

 

（２）介護予防事業体系の見直しに向けた調査分析 

心身の健康状態を確認するため、平成 24 年度から実施している「こころとから

だのすこやかチェック」の蓄積データを分析するとともに、介護予防事業の評価を

行い、より効果的な予防事業体系を構築します。 

 

POINT フレイル予防はなぜ大切なのでしょうか 

「フレイル」とは、健康と要介護状態の中間的な段階で、高齢者の多くはこの

状態を経て、要介護状態になるといわれています。 

この「フレイル」は、早期の取組みによって改善することが可能であるため、

予防する方法を知り、実践することで、要介護状態になるリスクを減らすことが

期待できます。 

フレイルのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

出典：東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢  作成 葛谷雅文. 日老医誌 46:279-285, 2009 より引用改変 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

社会福祉協議会支援 

 

 194,632 千円 

拡充  ( 226,145  千円) 

拡充 運営助成  188,624 千円 

 地域福祉活動支援  6,008 千円 

 ▶福祉総務課   

 

 社会福祉法人千代田区社会福祉協議会は、さまざまな活動を通じて地

域福祉の推進に努めています。 

 近年、地域を支える町会やボランティアの高齢化が進む状況におい

て、ひとり暮らし高齢者等の増加に伴うさまざまな課題に対して地域が

一体となって取り組む必要があることから、社会福祉協議会の役割がま

すます重要になっています。 

こうした状況に対応するため、社会福祉協議会では平成 31年度に法

人運営全体の見直しを行います。区は体制強化を含めた運営費等に対し

補助し、社会福祉協議会のより一層の活動を支援します。 

自動通話録音機の設置促進  9,124 千円 

独自 ▶在宅支援課 ( 8,700  千円) 

 

 区では、振り込め詐欺などの特殊詐欺に対して、高い抑止効果が認め

られる「自動通話録音機」を、区内にお住まいで 65歳以上の方が居住

する世帯に、無料で設置しています。 

「自動通話録音機」は、呼び出し音が鳴る前に、自動的に相手方に通

話の録音をすることを伝えます。相手方の「声を録音されることを嫌う」

心理状況により、結果として特殊詐欺被害を予防することになります。 

平成31年度も引き続き区内警察署と連携し、被害撲滅をめざします。

※電気料金等維持費は自己負担です。 

高齢者食事支援サービス  15,561 千円 

新規・独自 ▶在宅支援課 ( ―  千円) 

 

 区はフレイル予防の観点から個別栄養指導に配食体験をあわせた高

齢者栄養改善事業を行っています。 

その一方で、ひとり暮らし高齢者の増加を背景に、外出や調理がまま

ならず、日々の食事の確保が困難な方が増えている現状があります。 

そのため、ひとり暮らし等高齢者（65 歳以上）の世帯で、在宅での

食の確保に支援が必要な方に対して助成することにより、高齢者の在宅

生活を支援します。 

また、障害のある方には、障害者福祉の在宅サービスとして実施しま

す。 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

いきいきプラザ一番町管理運営  385,137 千円 

拡充  ( 323,279  千円) 

拡充 指定管理料  267,790  千円 

拡充 維持補修等  117,347  千円 

 ▶高齢介護課   

 

 いきいきプラザ一番町は、高齢者サービスを中心に文化コミュニテ

ィ・健康・保健の３つの機能を兼ね備えた都市型総合施設です。特別養

護老人ホーム・高齢者住宅等の施設のほか、千代田区に住み、働き、学

ぶさまざまな人々が利用できる多目的ホール（カスケードホール）や温

水プール等を併設しています。主に高齢者を対象とする地域の福祉サー

ビスの拠点であり、人と人との温かいふれあいや安らぎを大切にし、ノ

ーマライゼーションの実現をめざす広く開かれた施設として、指定管理

者制度により運営しています。平成 31年度は、平成 33年度以降の新

たな運営法人の選定を行います。 

また、平成７年の開設以来 20年以上が経過し、施設の老朽化が進ん

でいます。介護保険サービス等の良好な運営を持続させるため、設備等

を更新する大規模改修に向けて準備を行います。24 時間 365 日運営

する特別養護老人ホームの初めての大規模な改修となるため、さまざま

な観点から慎重に検討を行います。 

岩本町ほほえみプラザ管理運営  167,509 千円 

拡充  ( 245,651  千円) 

拡充 指定管理料  137,973  千円 

拡充 維持補修等  29,536  千円 

 ▶高齢介護課   

 

 岩本町ほほえみプラザは、介護を必要とする高齢者等の自立した生活

を支援するため、デイサービスやショートステイ・ケアハウス・グルー

プホームの４つの事業で構成する高齢者複合施設と、地域活動の促進を

目的とした多目的ホールなどの区民施設が一体化した施設です。 

今後も、さらに施設の入所者や利用者のニーズに沿った運営を図るた

め、平成 31年度は、ショートステイ多床室を個室化するための改修な

どを実施します。 

                                  



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

介護施設等助成  243,199 千円 

拡充・独自  ( 176,356  千円) 

 介護施設運営助成  128,199  千円 

 介護施設改修助成  115,000  千円 

 ▶高齢介護課   

 

１ 介護施設運営助成 

区内６つの高齢者施設を運営する社会福祉法人が、経管栄養等の医

療対応入所者に対する特別介護や長期入院者に対する退院後のベッド

確保、夜勤・常勤職員の基準以上の配置を行った場合に補助を行うこ

とで、介護サービスの質の向上を図っています。 

平成 31年度から、常勤職員の基準以上の配置に対する助成の対象

を都市型軽費老人ホーム等にも拡大し、介護職員等の基準以上の配置

体制を確保するとともに、利用者の安全や介護サービスの質の向上を

図ります。さらに、新たな補助として、特別養護老人ホームの入所者

が退所後、新規入所者を決定するまでの手続き等に時間を要した場合

に、その期間の空床に伴う介護報酬等減収への一部助成を行い、区内

高齢者施設のより安定的な運営を図ります。 

 

２ 介護施設改修助成 

区では、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、区有地や区有建

物の活用及び民間事業者の参入促進を図り、特別養護老人ホームや認

知症高齢者グループホーム、デイサービス等の介護施設の整備を図っ

ています。これらの施設の中には、開設から年数が経過し、改修が必

要な施設があるため、大規模改修や地球温暖化対策に資する省エネル

ギー診断後の設備改修等に係る経費の助成を行い、介護保険施設の安

定した運営と利用者へのサービス向上を図ります。 

【主な補助対象内容】 

①大規模改修（補助率１／２） 

竣工から 10 年以上経過する施設について、東京都の 10 年に１度

の補助と一体となった助成を行います。 

施設の一部改修（外壁や屋上等の防水工事など）・施設の模様替・施

設の付帯設備（冷暖房設備や消防用設備など）の改造・重要備品の

更新など 

②省エネルギー診断後の設備改修等 

（補助率は対象項目に応じて３／４、10／10） 

窓断熱対策・ＬＥＤ照明・空調・高効率型変圧器・太陽光発電シス 

テム・エネルギー管理システム（ＢＥＭＳ）など 

    



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

高齢者サービス事業所産休・育休等代替職員確保助成  7,200 千円 

拡充 ▶高齢介護課 ( 7,200 千円) 

 

 高齢者福祉サービスの質・量を安定的に供給するため、有用な人材が

介護や出産により離職することのないよう、事業所に対して産休等を取

得する介護職員等の代替職員雇用経費を助成することで、職員が安心し

て休暇を取得できる環境を整えています。 

平成 31年度からは、介護保険サービスを提供する区内の全事業所に

助成対象を拡大し、小規模事業所の区内誘致を促進します。 

 

○補助額 対象者１名につき月額 20万円を上限（12か月限度） 

（仮称）二番町高齢者施設の整備  629,300 千円 

 

 

▶高齢介護課 ( 617,750  千円) 

 
 

 区では、安心して暮らし続けられる千代田区の実現のため、区有地や

民有地等を活用して事業者を誘致し、特別養護老人ホームなどの介護施

設を計画的に整備することとしています。そうした中、平成 28年度に

区が選定した事業者（社会福祉法人平成会）により、二番町の国有地を

活用して介護施設を整備します。 

平成 29年度に国による埋設物の撤去工事が完了したことを受け、平

成 30 年度に国と事業者が国有地の定期借地権による賃貸借契約（50

年以上）を締結しました。引き続き整備の推進を図るべく、平成 31年

度は工事の着手をめざします。 

区は、東京都とともに建物の整備費の補助を行うとともに、土地の賃

料への補助（国の賃料減額制度などを活用したうえで、事業者が年額の

賃料総額の１割負担となるまでの補助）を行っていきます。 

 

【施設整備の概要】 

（１）整備施設 

   ①特別養護老人ホーム：定員 108人（ユニット型） 

②認知症高齢者グループホーム：定員 18人 

③併設ショートステイ：定員 12人 

（２）整備概要（整備対象国有地） 

   ①整備対象国有地：千代田区二番町７－26外（地番）  

   ②延床面積：約 7,300㎡（地上８階） 

（３）スケジュール（予定） 

   ①平成 31年度   工事着工 

   ②平成 33年度   開設  

  



 

 

認知症の早期発見と治療に努め、生涯できる限り地域で尊厳を持って生活できるような地域

づくりを進めます。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

認知症高齢者を地域で見守り、支えるしくみを強化しま
す【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 18】 4 

●認知症の早期発見ができ、治療が受けられる。 

●認知症に対する地域の理解と見守り体制が深まり、認知症が重くなっても地域で生活す

ることができる。 

●認知症高齢者を介護する人の負担が重くならないよう、在宅と施設のサービスが受けら

れる。 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

ハイリスク高齢者への家庭訪問／認知症相談と支援サービスの充実／認知症サポーターの養成／認知症ケアパスの活用

認知症支援サービス（再掲）（P96） 独自 5,084 5,536 △ 452

認知症総合支援事業（介護保険特別会計）（P96） 13,725 13,935 △ 210

認知症対応施設の整備

（仮称）二番町高齢者施設の整備（再掲）（P94） 629,300 617,750 11,550

その他

成年後見制度の推進（P97） 拡充 52,872 2,310 50,562

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額



▶在宅支援課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 認知症関連事業 
 18,809 千円※ 

( 19,471  千円) 

独自 １ 認知症支援サービス  5,084 千円 

 ２ 認知症総合支援事業（介護保険特別会計）  13,725 千円 

    ※の額は、１～２の合計  

 認知症高齢者が増加する中で、区では国が策定した「認知症施策推進総合戦略（新

オレンジプラン）」に基づき、認知症になっても住み慣れた地域で安全・安心に暮ら

し続けていける地域づくりを進めています。 

 認知症は早期からの適切な対応が重要です。このため区では、認知症早期発見事

業、認知症地域支援推進員の配置、認知症サポーターの養成など、早期発見・対応

の仕組みを構築しています。今後も、認知症は誰にでも起こり得る身近なことであ

るという啓発を行うとともに、認知症に気づいた際の支援体制を整備していきます。 

 

１ 認知症支援サービス 

  認知症になっても住み慣れた地域でサービスを利用して安心して暮らすこと

ができるように、認知症ケアパス（「認知症ケアの手引き」）の普及を図り、区内

の認知症支援体制ネットワークの構築を推進します。 

  また、介護予防把握事業の郵送調査に未回答の高齢者に対して、看護師による

訪問調査を実施し、地域に潜在する認知症高齢者や社会的孤立の心配のある方を

早期に把握します。把握した事例は、認知症地域支援推進員を通じて訪問看護師

による見守り支援や相談支援につなげ、地域連携型認知症疾患医療センターを交

えた検討会で方針決定や振り返りを行います。 

 

２ 認知症総合支援事業 

 平成29年度から 2か所の高齢者あんしんセンターに専任の認知症地域支援推

進員を配置し、高齢者あんしんセンターに編成した「ちよだはあとチーム（認知

症初期集中支援チーム）」の中心として、認知症の方が認知症サポート医などの専

門医に早い時期に受診して適切な支援を受けられるような体制を推進しています。 

 認知症への理解を深めるために「認知症サポーター養成講座」を実施し、在勤・

在学の方も含めて地域で認知症に理解のあるサポーターを養成し、地域に開かれ

た認知症カフェでボランティアとして活動できる体制を整備していきます。 
 

POINT 認知症地域支援推進員とは？ 

高齢者あんしんセンターに配置している、認知症に関する相談に対応する専門

の相談員です。認知症の方が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることので

きる地域づくりの推進役として活動しています。 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

成年後見制度の推進  52,872 千円 

拡充  ( 2,310  千円) 

 成年後見制度事務  4,398 千円 

拡充 成年後見センター事業運営助成  48,474 千円 

 ▶福祉総務課   

 

 認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な方に代わり、

財産管理や契約などの法的行為を行う成年後見制度は、高齢化がますま

す進む中で、有用で大事な制度です。 

 千代田区においても、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加に伴

い、成年後見に関する相談や適用件数の増加が見込まれます。 

 制度を必要としている人が適切に利用できるよう、平成 31年度は、

区が行う区長申立て等の事務と「ちよだ成年後見センター（社会福祉法

人千代田区社会福祉協議会）」との連携を強化するとともに、成年後見セ

ンターの人員体制を強化することで、制度の利用促進を図ります。 

 



 

 

 

 

 

高齢者が社会参加をする多様な機会の創出を支援し、生きがいを持って生活できる社会をめ

ざします。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

高齢者の活動の場や情報の提供

シルバー人材センター助成（P99） 拡充 44,699 41,883 2,816

その他

社会福祉協議会支援（再掲）（P91） 拡充 194,632 226,145 △ 31,513

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額 増(△)減額

高齢者が、地域で生きがいを持ち、活動的に生活できる
よう支援します【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 19】 
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●高齢者が様々な活躍の場で自己実現を図り、生きがいのある生活を送っている。 

●多くの高齢者が、地域の中で「支える側」としての役割を担っている。 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

シルバー人材センター助成 

 

 44,699 千円 

拡充 ▶福祉総務課 ( 41,883  千円) 

 

  

公益社団法人千代田区シルバー人材センターは、社会参加の意欲が

ある健康な高齢者に対して、地域社会と連携を保ちながら、知識や経

験などに応じた就業の機会を確保し、生活感の充実及び福祉の増進を

図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄

与することを目的として活動しています。 

 平成 31 年度は、安定的な事業運営及び高齢者の就業意識の変化に

応じた事業展開を図り、年々減少している会員数を増加させるための

中長期計画の策定に向けて準備します。なお、中長期計画は、会員数

の具体的目標設定、シルバー派遣事業も含めた就業拡大の見込み、シ

ルバー人材センターの基本理念である「自主・自立」「共働・共助」の

もと、会員の主体的関与を反映させたものを策定します。 

区は中長期計画策定準備を含めた管理運営費等を補助し、シルバー

人材センターの取組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🔺過去 5年間のシルバー人材センターの会員数の推移 
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誰にも優しい社会に向け、障害者が日常生活で必要とするサービス・支援の充実を図りま

す。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 
 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

障害福祉サービスの推進

障害福祉サービス 675,813 646,514 29,299

地域移行支援の推進

移動支援 30,963 30,963 0

障害者よろず総合相談（P104） 104,672 57,552 47,120

精神障害者グループホームの整備・運営補助 独自 38,033 53,817 △ 15,784

障害者福祉センターの運営

障害者福祉センターえみふる管理運営（P102）
拡充
独自

313,085 242,006 71,079

その他

重症心身障害児等支援事業（再掲）（P51） 新規 81,560 0 81,560

障害児ケアプラン（再掲）（P52）
新規
独自

20,222 0 20,222

社会福祉協議会支援（再掲）（P91） 拡充 194,632 226,145 △ 31,513

成年後見制度の推進（再掲）（P97） 拡充 52,872 2,310 50,562

障害者福祉手当（P101）
拡充
独自

145,986 145,986 0

障害者施設等整備関連事業（P103） 新規 16,493 0 16,493

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額

障害があっても暮らしやすい地域をめざします 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 20】 
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●地域において、障害者の障害の種類や程度にかかわらず、自立した日常生活を過ごせる

ための配慮がなされている。 

●障害者福祉センターが、障害のある人にとって気軽に相談できる、地域の拠点施設とな

っている。 

 



▶障害者福祉課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
障害者福祉手当 

 145,986 千円 

( 145,986  千円) 

 区では、障害のある方や難病患者の方等に対し、日常生活の支援や福祉の増進を

図るため、障害者福祉手当を支給しています。 

これまでは、障害のある方のうち、身体障害及び知的障害のある方を障害者福祉

手当の支給対象としていました。しかし、平成 30年度から東京都の心身障害者医

療費助成制度（マル障）の対象に、精神障害者保健福祉手帳１級所持者が加わる等、

精神障害のある方への支援を拡大する動きが強まっています。 

このような中で、精神障害のある方への支援をより手厚いものとするため、区は

平成 31年度から、「精神障害者保健福祉手帳１級所持者」に対する障害者福祉手当

の支給を開始します。  

 

 

POINT 障害者福祉手当とは 

障害者福祉手当の概要は次のとおりです。 

対  象 区内在住で次のいずれかに該当する方 

（１）身体障害者手帳１・2・３級 

（２）愛の手帳１・２・３・４度 

（３）脳性麻痺、進行性筋萎縮症、戦傷病者で特別項症・第１・

第２・第３項症 

（４）難病その他特殊疾病による医療費助成を受けている方 

（５）精神障害者福祉手帳１級（平成 31年４月分から対象） 

手 当 額 月額 15,500円 

ただし、身体障害者手帳 3級・愛の手帳 4 度の方は 10,500円 

支給方法 年 4回に分けて、支給月（5月・8月・11月・２月）の前月分

までの手当を障害者本人の預金口座に振り込み支給します。 

支給制限 児童育成手当（障害手当）を支給されている方、施設入所者、新

規の申請で 65歳以上の方及び前年（１月から７月までの手当に

ついては、前々年）の所得が所得制限基準額を超える方には支給

されません。 

【所得制限の限度額例】 

扶養人数０人 3,604千円 ※6,287千円 

   １人 3,984 千円 ※6,536千円 

※障害のある方が 20 歳未満の場合は、扶養義務者等の所得 

 



                            

▶障害者福祉課 

平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 

障害者福祉センターえみふる管理 

運営 

 313,085 千円 

( 242,006  千円) 

  土地賃借料  18,918 千円 

拡充  指定管理料  279,846 千円 

  利用助成  2,028 千円 

  維持補修等  1,293 千円 

新規  準備業務支援  11,000 千円 

障害者福祉センター「えみふる」は、平成 22年１月に御茶の水基督の教会と合 

築整備して開設した、障害者福祉の拠点施設です。地域活動支援センターとして、

レクリエーション、各種リハビリ、バスハイク、療浴、講習会、健康相談などを通

じて障害のある方へ心身のくつろぎと活動の楽しさを提供するとともに、生活相談

を通じて障害福祉サービス等利用計画を作成することで、障害のある方の自立した

生活を支えています。 

また、地域生活をサポートするグループホームと、介護者のレスパイトも目的と

するショートステイも運営しています。平成 31年度からはショートステイの定員

を２名から４名に拡大するほか、保護者の介護負担軽減のため、生活介護等終了後

の時間を余暇活動で過ごすための「日中一時支援」を、週３日から週５日に拡充し

ます。また、医療的ケア児や重症心身障害児を含む障害児の、夜間等の預かりを行

うため、障害児タイムケアサービス事業、障害児者の介護者レスパイト事業を開始

し、障害児とその家族に対しより手厚い支援を提供します。  

「えみふる」は指定管理者制度により運営していますが、平成 31年度末に現在

の指定管理者の指定期間が満了することから、平成 30年度に指定管理者の選定を

行います。指定管理者が変更となる場合にも着実かつ円滑に業務を引き継ぐため、

現在の指定管理者と新たな指定管理予定者が並行稼働できるよう助成します。  

                 

 

                       

POINT 
障害児タイムケアサービス事業・障害児者の介護者レスパイト事業と

は？ 

障害児タイムケアサービス事業は児童福祉法の放課後等デイサービスに通所し

ていない方のお預かりを行います。 

障害児者の介護者レスパイト事業は、居宅で介護する人の病気や介護疲れなど

一時的に介護が困難になった際に、日中に入浴、排せつ及び食事の介護その他の

必要な保護を行います。                             



▶障害者福祉課、高齢介護課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 障害者施設等整備関連事業 
 16,493 千円※ 

( ―  千円) 

 １ 障害者施設整備基本計画の策定  8,000  千円 

 ２ （仮称）神田錦町三丁目福祉施設の整備  8,493  千円 

    ※の額は、１～２の合計  

 区では、障害等のある方の重度化・高齢化に対応するため、グループホームなどの

機能を備えた施設整備の検討を進めています。一方、認知症対策がこれからの高齢化

社会において大きな課題であり、認知症高齢者のための施設整備の必要性が高まって

います。こうした中、立地条件や施設規模、フロア面積などを勘案したうえで、旧千

代田保健所跡地の活用による障害者施設と高齢者施設との複合施設として整備しま

す。 

平成 31年度は、この複合施設の整備基本計画を策定します。また、整備のため既

存の旧千代田保健所建物の解体設計を実施します。 

 

施設整備の概要 障害者施設・高齢者施設 

●所在地 ●延床面積（想定） ●階数 

神田錦町三丁目 10 番地 約 4,200 ㎡ 未定 

●整備費（設計を含む） ●主な機能 ●開設予定 

未定 障害者施設、高齢者施設 平成 36年度 

●整備スケジュール 

 平成 31年度    整備基本計画         

事業者募集 

           解体設計  

平成 32～36年度  解体・新築工事 

平成 36年度    開設 

 

POINT 旧千代田保健所跡地を活用した施設整備について 

 障害者施設と高齢者施設は、ともに区民からの整備の要望が強く、区として喫

急の課題となっています。このため、福祉的活用として、制度上異なるサービス

に基づく複合施設のメリット・デメリットなどを整理・検討し、限られた資源を

最大限に活用していきます。なお、具体的な整備については、区による施設建設

と事業者による施設整備の２パターンのスケジュールを想定しています。 

【区による施設整備の場合】 

平成 32～34 年度  基本・実施設計  平成 34～36 年度 工事 

【事業者による施設整備の場合】 

平成 32～33 年度  設計  平成 33～36年度  工事（解体工事含む） 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

障害者よろず総合相談 

 

 104,672 千円 

 ▶障害者福祉課 ( 57,552  千円) 

 

 障害のある方とその家族の身近な困りごとの相談に対応するため、平

成 30年度に「千代田区障害者よろず相談ＭＯＦＣＡ（モフカ）」を開設

しました。さらに、地域ネットワークの中核的機関として相談を含めア

ウトリーチ支援の充実を目指しています。 

 平成 31年度は、相談対応能力をさらに高めるとともに、必要な支援

を行っていきます。 

 



 

 
 

妊娠・出産から子育てまで継続した支援を行い、子育てに関する不安が少なく、次世代を

担う子どもたちが健やかに成長できるまちづくりをめざします。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

子ども・子育てに関する総合相談／児童の虐待防止・早期発見

子育てコーディネーター事業 10,360 14,135 △ 3,775

要保護児童等支援事業（P50） 新規 43,836 0 43,836

子育てひろば（P53） 4,465 4,598 △ 133

地域子育て支援事業運営補助（P53） 拡充 64,334 64,486 △ 152

障害児ケアプラン（P52）
新規
独自

20,222 0 20,222

妊娠・出産から育児まで切れ目のない母子保健サービス

乳幼児健康診査（P107） 拡充 33,634 27,012 6,622

出産・子育て支援 7,713 7,844 △ 131

不妊治療助成 11,000 15,250 △ 4,250

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

31予算額 30予算額

安心して子育てができ、子どもたちがすくすくと育つ 
地域づくりを進めます 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 23】〔48 ページの再掲〕 
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●子育て支援や児童相談の機能強化により、保護者が安心して育児ができ、児童虐待が防

止されている。 

●妊娠・出産、子育ての切れ目のないサービスにより、子どもが心身共に健康に成長して

いる。 

●次世代育成に関する手当や助成制度により、育児の経済的負担が軽減されている。 

 



 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

子どもを支援するための給付

児童手当等の支給（P54） 独自 904,608 918,285 △ 13,677

こども医療費助成（P55） 独自 375,841 351,674 24,167

その他

いずみこどもプラザ運営補助（再掲）（P40）
※児童館的機能、一時預かり保育分も含む

拡充 102,862 79,744 23,118

富士見わんぱくひろば事業運営（再掲）（P40）
※児童館的機能、一時預かり保育分も含む

拡充 124,570 94,212 30,358

子ども発達センター「さくらキッズ」（P56） 独自 91,459 91,445 14

重症心身障害児等支援事業（P51） 新規 81,560 0 81,560

園外活動支援事業（P57） 独自 14,520 9,927 4,593

保育士奨学金返済支援助成（P57） 24,480 21,600 2,880

社会福祉協議会支援（P91） 拡充 194,632 226,145 △ 31,513

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

31予算額 30予算額



▶健康推進課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 乳幼児健康診査 
 33,634 千円 

( 27,012  千円) 

 乳幼児の発育・発達の確認、疾病・異常の早期発見及び精神発達面の診査のため、

３～4 か月児、6～7 か月児、9～10 か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児の健診と 5

歳児健診を行っています。 

 平成 31年度は、健診の質の向上や乳幼児の増加を踏まえ、さらなる事業の充実

を図ります。 

 

（１）新生児聴覚検査（指定医療機関で実施） 

  聴覚障害は、早期に発見して適切な治療・支援を行うことにより、音声言語の

発達への影響を最小限に抑えられることから、費用の一部を助成して経済的負担

を軽減し、受診率の向上を図ります。 

 

（２）3歳児健康診査 

目の機能は生まれてから発達を続け、6 歳までにほぼ完成します。このため 3

歳児健診では、これまでの視力検査に加えて、専用の機器による弱視スクリーニ

ングを行い、屈折異常や斜視の早期発見・治療につなげます。 

 

（３）5歳児健康診査 

  健診対象者の増加に対応しながら健診の質を維持していくため、健診回数を従

来の 12回から 16回に増やし、健診体制の充実と受診率の向上を図ります。 

 

POINT 保健所で実施している乳幼児健診にはどんな種類があるの？ 

 心身と心の発育・発達の確認及び疾病・異常の早期発見を図ることを目的とし

て母子保健法で定められた健診です。 

（１）３～４か月児健診 

成長や発達、定頸の確認など 

（２）1歳 6か月児健診 

  歩行や言語、先天的な原因などによる神経的障害の早期発見 

  身体測定、健康診査（小児科、歯科）、心理相談、精神発達面の診査など 

（３）3歳児健診 

   視聴覚や対人関係などの障害の早期発見 

   身体測定、健康診査（小児科、歯科）、尿検査、視力・聴覚検査、心身両面

の保健指導など 

（４）５歳児健診（任意） 

   軽度の発達障害等の早期発見 

   身体測定、健康診査（小児科、歯科）、発達状態把握のための集団遊びなど 
 



 
 

生活困窮者など困難な課題を持つ人が、住み慣れた地域で自立した安定的な生活を送れるよ

う、効果的な支援を行います。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 
 

福祉サービスの質の維持・向上に努めるとともに、生活
困窮者に対する生活支援を強化します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 24】 
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●サービス利用者の尊厳と主体性が重んじられている。 

●経済状況等に変化があっても孤立せず、社会とのつながりを持って暮らしている。 

●次世代を担う子どもや若者が、将来に向けて公平なスタートを切り、夢を描ける社会

となっている。 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

隙間のない相談支援体制の構築／対象者の状況に応じた支援／住居確保のための給付金の支給

生活困窮者自立支援 20,562 16,714 3,848

隙間のない相談支援体制の構築／対象者の状況に応じた支援

受験生チャレンジ支援 820 820 0

自立促進事業 3,096 4,496 △ 1,400

その他

社会福祉協議会支援（再掲）（P91） 拡充 194,632 226,145 △ 31,513

居住支援法人支援（P109） 新規 3,600 0 3,600

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額



▶福祉総務課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 居住支援法人支援 
 3,600 千円 

( ―  千円) 

 ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯は一般的に保証人の確保が難しいうえ、高

額な家賃、住宅供給量が少ない千代田区の地域特性から、住宅を確保することが困

難な状況があります。そこで、高齢者、障害者、低所得者など住宅の確保に特に配

慮を必要とする方（住宅確保要配慮者）を対象に、賃貸住宅への入居に係る情報提

供・相談、家賃債務保証、見守りなどの支援等を行う居住支援法人に対して条件付

で補助金を交付します。居住支援法人が区内で活動しやすい環境を整備し、住み慣

れた地域で安心して暮らし続けることができる千代田区をめざします。 

 

支援（補助）内容 

（１）事務所賃料の助成 

   住まいに関する相談、空き物件等の情報提供、緊急時の対応など、住宅確保

要配慮者に対する支援やサービス提供の拠点となる事務所を区内に設置する

居住支援法人に対し、その賃料を助成します。 

補助額：１か月当たり賃料の 1／2（上限 10万円） 

 

（２）入居契約等成立報酬の支給 

   居住支援法人のコーディネートにより住宅確保要配慮者の入居契約等が成

立した場合に、その居住支援法人に対し成立報酬を交付することで、居住支援

活動の一層の促進を図ります。 

 

POINT 居住支援法人とは 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフテ

ィネット法）に基づき、住宅確保要配慮者へ、賃貸住宅入居に係る情報提供・相

談、家賃債務保証、見守りなどの居住支援を行うために、東京都から指定を受け

た法人です。 

平成 31 年１月現在、都内で 15 法人が指定を受けており、そのうち千代田区

を業務区域としている法人は 6法人あります。 

 


