
平成28年度一般会計　款別予算の主な施策　(◎は新規事業、○はレベルアップ事業)

２８年度 ２７年度 増減率％

74,208,320 69,442,116 6.9

社会福祉協議会助成 さわやかサービス、ボランティアセンター、紙おむつ配付、訪問理美容 283,973

福祉カレッジ、ほっとサロン、成年後見センター、すけっと品川養成

品川介護福祉専門学校運営助成

平塚橋会館跡特養ホーム等整備 特養ホーム、ショートステイ 590,160

上大崎三丁目特養ホーム等整備 特養ホーム、ショートステイ等 3,956,600

小規模介護施設整備費 東五反田四丁目グループホーム 391,844

○民生委員経費 民生委員・協力員活動経費、一斉改選 52,535

要介護度改善ケア奨励事業 施設サービス向上研究会参加施設に対する要介護度改善ケア奨励事業 16,600

○認知症高齢者の支援とケアの充実 認知症地域サポーター養成・レベルアップ研修、ケアスタッフ認知症専門研修 38,380

認知症講演会、認知症ケアパス作成、早期発見アイテム配付

入院中の紙おむつ代助成事業 入院中の方へ月額5,000円助成 11,573

高齢者世帯の安否確認事業 緊急通報システム利用料負担金（課税1,000円、非課税300円） 19,088

高齢者見守り事業 地域見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業、熱中症対策、外出同行支援 9,370

○福祉人材確保・定着事業 介護現場職員研修、初任者研修受講費助成 20,023

人材獲得・住居借上げ支援、介護ロボット導入支援、介護職員レスパイト支援

○仮称ふれあいステーション事業 支え愛・ほっとステーション（品川第二、荏原第二、大崎第二、大井第二、新規４地区） 74,862

○高齢者相談等事業 高齢者相談員（民生委員）による相談・助言、高齢者実態調査準備 26,430

高齢者自立支援住宅改修給付事業 住宅改修予防給付 40件、設備改修給付 70件 20,585

特別養護老人ホーム運営費 区立6施設運営費（戸越台･荏原･中延・八潮南・杜松・平塚橋） 422,979

在宅サービスセンター事業・運営費 通所介護 ： 13カ所、認知症通所介護 ： 併設8カ所、単独 1カ所、ふれあいデイホーム： 1カ所 326,580

地域密着型サービス施設運営費 区立4施設運営費（小山倶楽部、東大井倶楽部、大井林町倶楽部、杜松倶楽部） 21,085

高齢者クラブ等支援事業 単位クラブ運営助成 117クラブ、連合会運営助成、花づくり助成 49,502

民　　生　　費 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

(単位：千円)



区　　　　　　　分 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 ２８年度 ２７年度 増減率％

○高齢者社会参加ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ促進事業 高齢者クラブ等によるボランティア活動等の促進、ボランティア育成研修 8,930

しながわシニアネット・山中いきいき広場協議会活動支援、平塚橋ICT教室

高齢者の趣味・健康づくり事業 作品展、シルバーダンスパーティ、グラウンドゴルフ大会、輪投げ大会 3,993

いきいきカラオケ広場、いきいき健康マージャン広場

高齢者お祝い事業 長寿お祝い事業 ： 節目祝福 (傘寿･米寿等)　約 5,300人 28,942

シルバー成年式 ： 対象 70歳　約 4,200人

○介護予防・シニア活動拠点運営費 活動拠点運営経費 3カ所（山中、荏原、関ヶ原）、大井三丁目高齢者憩いの場整備 128,872

高齢者住宅支援事業 家具転倒防止対策助成、住宅あっせん 3,878

高齢者向け優良賃貸住宅家賃助成 ケアホーム西大井、コムニカ、大井林町　住宅入居者に対する家賃助成 44,750

サービス付き高齢者住宅家賃助成 ｃａｒｎａ五反田　住宅入居者に対する家賃助成 7,680

○高齢者外出習慣化事業 食事処（南品川、東品川、大井林町、身近なお店、平塚橋） 5,876

シルバーセンター運営費 ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ12館運営経費 167,825

◎高齢者多世代交流支援施設運営費 ゆうゆうプラザ2館運営経費（大崎、平塚橋） 205,870

高齢者等住宅運営費 高齢者住宅10施設運営費 304,939

障害者福祉手当等支給 第一種 延35,400人、第二種 延14,160人、難病 延17,280人 1,019,047

特別障害者手当　延2,580人、障害児福祉手当ほか 延840人

障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ整備費等補助 施設整備費、開設準備費、有資格者配置費、開設当初空室分補助 13,458

児童発達支援事業運営費補助 医療型児童発達支援（有資格者加配、医療機器等購入助成） 5,598

○基幹相談支援センター機能強化事業 地域自立支援協議会、障害者版福祉カレッジ、療育支援ネットワークの構築 2,649

障害者理解促進・普及啓発事業 理解促進映画祭、講演会（区民向け） 1,057

計画相談支援事業 サービス等利用計画作成 69,532

○障害者介護人派遣事業 居宅介護、重度訪問介護、重度脳性麻痺者介護、同行援護、在宅レスパイト 340,798

障害者緊急一時保護事業 短期入所、障害者虐待防止事業 98,784

共同生活援助事業 共同生活援助、知的障害者グループホーム家賃助成 265,680

(単位：千円)



区　　　　　　　分 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 ２８年度 ２７年度 増減率％

(単位：千円)

障害者施設給付費 生活介護等 延13,512人、施設入所支援　延 3,600人 2,490,592

障害児施設給付費 障害児の療育支援、障害児通所支援（18歳未満） 251,465

自立支援医療・補装具費 自立支援（更生）医療および補装具費 626,341

障害者日常生活用具給付 入浴補助具等　185件、ストマ用具　4,920件、紙おむつ　600件 64,602

地域生活支援（移動支援） ガイドヘルパー派遣、通学支援、グループ型支援 20,268

地域生活支援（日中一時支援） 放課後等の障害児日中一時預かり事業 30,585

地域生活支援（中等度難聴児発達支援） 補聴器購入費用助成 324

障害者地域生活サポート 障害者に対する地域生活の24時間サポート、精神障害者交流スペース運営、知的障害者 59,224

外出支援事業、精神障害者地域生活安定化支援事業、思春期サポート事業

障害者芸術活動支援 アールブリュット展開催、アートディレクター派遣 4,200

障害者福祉タクシー券等助成事業 タクシー券・自動車燃料費助成 約4,200人 163,559

在宅生活支援 ハウスクリーニング、福祉電話、緊急通報システム、住宅支援 13,537

福祉車両購入・改造経費助成、住宅設備改修助成

障害者就労訓練事業 就労支援センター (げんき品川）運営委託 23,913

障害者生活支援センター運営費 精神障害者地域生活支援センター運営費補助 21,560

心身障害者福祉会館運営費 各センター（自立訓練、地域活動支援、障害者生活支援）サービス等利用計画作成 202,072

高次脳機能障害相談、巡回入浴

西大井福祉園等運営費 就労継続支援Ｂ型・生活介護(定員40人)、西大井つばさの家 (定員7人) 63,608

北品川つばさの家運営費 知的障害者グループホーム（定員12人） 8,779

かがやき園運営費 生活介護・施設入所支援（定員各30人） 44,208

品川児童学園運営費 児童発達支援ｾﾝﾀｰ定員20人、戸越ﾙｰﾑ定員20人、障害児者総合支援施設改築等 338,138

重症心身障害児（者）通所施設運営費 定員５名、重症心身障害児一時預かり（区独自事業） 53,854



区　　　　　　　分 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 ２８年度 ２７年度 増減率％

(単位：千円)

発達障害者支援施設等運営費 発達障害者成人期支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型（定員各10人） 31,150

上大崎つばさの家（定員5人）

障害者作品展 障害者作品展開催経費 647

ホームレス対策事業 社会復帰促進に向けた都区共同の自立支援事業 6,831

中国残留邦人等支援事業 中国残留邦人等への支援 97,095

受験生チャレンジ支援事業 学習塾代等貸付 7,899

生活保護法施行事務 保護事務経費、専門調査員および面接相談員、ジェネリック医薬品使用促進 141,851

生活保護受給者自立支援事業 就労自立支援相談員(ﾊﾛｰﾜｰｸOB)、社会生活自立支援員 45,736

居宅生活移行支援、金銭管理支援、就職力アップ支援

生活保護法等による各種援護 生活扶助、医療扶助、住宅扶助等、その他法外援護 12,503,587

生活困窮者自立支援事業 自立支援相談、住居確保給付金、就労準備支援、学習支援、家計相談支援 46,555

臨時福祉給付金 対象者：年金生活者等支援分33,750人（30千円）、簡素な給付分55,000人（3千円） 1,361,460

　 国民年金事務費 国民年金事務経費 7,883

   女性福祉資金貸付 貸付金（修学、就学支度）、債権回収業務委託 4,205

○児童相談事業 要保護児童対策地域協議会運営、児童家庭相談、しながわネウボラネットワーク 20,149

充実経費（産後の家事育児支援等）

○ひとり親家庭相談事業 ひとり親家庭相談（母子・父子自立支援員）、家庭相談（家庭相談員）、 11,182

学習支援事業拡充、一時介護事業、休養ホーム提供

ひとり親家庭医療費助成 対象世帯：1,897世帯　対象者：2,528人 99,799

ひとり親家庭自立支援助成事業 自立支援プログラム策定、資格取得経費・高等職業訓練促進給付金 7,601

子どもすこやか医療費助成 対象：44,318人（0歳～中学3年生修了まで） 1,556,137

幼児二人同乗用自転車レンタル事業補助 シルバー人材センターによる幼児二人同乗用自転車レンタル事業への補助 132

児童育成手当給付金 対象：育成手当 3,550人、障害手当 170人 613,470

児童扶養手当給付金 対象：1,910世帯（母子家庭　1,830世帯、父子家庭　80世帯）　 847,084



区　　　　　　　分 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 ２８年度 ２７年度 増減率％

(単位：千円)

児童手当給付金 対象：44,318人（0歳～中学3年生修了まで、所得制限あり） 4,915,123

　所得制限未満世帯：＠10,000または＠15,000、所得制限以上世帯：＠5,000

○児童センター運営費 わっくわくランド しながわ、親子サロン、子育てネウボラ相談員の配置 724,244

日曜開館、親育ち支援（親育ちワークショップ、父親の子育て参加促進、

小中高生と赤ちゃんとのふれあい、プレママ・プチママタウン、父親のための

親育ちワークショップ）、悠々ボランティア、大学との連携による中高生活動支援

○すまいるスクール運営費 小学校全校（非常勤職員経費、運営委託費、光熱水費等） 976,501

運営時間延長（午後6時まで→午後7時まで）、オリンピック・パラリンピック啓発

家庭あんしんセンター運営費 ひまわり荘運営・維持管理、子育て支援センター（専門相談員等の配置） 131,924

ショートステイ、トワイライトステイ、育児支援ヘルパー派遣、養育支援訪問事業

   地域子育て支援センター運営費 子育て相談・講座、子育てサークル育成 11,161

○次世代育成支援対策費 子ども・子育て会議運営経費、子育て支援情報誌作成、子育て支援情報発信アプリ 4,857

○子育て支援事業 子育て支援講習会、多世代交流支援（子育て交流サロン等）、プレーパーク整備 54,360

○待機児童解消対策費 保育事業者財務状況分析経費・会計指導検査経費 16,835

都市公園における保育園設置計画検討経費、保育園の改築・民営化検討経費

○認証保育所運営費等助成 認証保育所運営費助成（22園→24園）、利用者に対する保育料一部助成 1,820,190

新規開設経費助成（1園）、家賃支援補助（3園）、認可園への移行支援（1園）

保育従事職員資格取得支援、保育従事職員家賃等助成、保育士等キャリアアップ補助

保育力強化事業

空き店舗活用型保育サービス拠点事業 子育て交流ルーム（2カ所） 22,386

○区内私立保育園経費 運営費助成（32園→38園）、新規開設経費助成（6園）、保育士等キャリアアップ補助 6,718,994

保育サービス推進事業、保育従事職員資格取得支援、保育従事職員家賃等助成



区　　　　　　　分 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 ２８年度 ２７年度 増減率％

(単位：千円)

○各種児童保育委託 病児保育 （2カ所）、病後児保育（1カ所）、緊急一時保育奉仕員（2人） 31,961

保育従事職員資格取得支援、要医療障害児保育料助成

○小規模保育事業等経費 運営費助成（家庭的保育3施設、小規模保育22施設、事業所内保育1施設、 1,005,454

居宅訪問型1事業）、新規開設経費助成（家庭的保育1施設、小規模保育2施設、

事業所内保育1施設）、保育従事職員資格取得支援、保育従事職員家賃等助成

保育士等キャリアアップ補助、保育サービス推進事業

○区立保育園運営費 定員 4,116人（区立ひろまち保育園含む）、延長夜間保育 全園（1時間 27園、2時間 6園、 3,930,902

3時間半6園）、一時保育 38園、病後児保育 3園、休日保育 2園、年末保育 3園

一日保育士体験事業、短時間就労対応保育(4園)、特別支援保育事業の拡充

生活支援型一時保育（オアシスルーム）運営・整備（北品川第二、ものづくり創造センター、平塚シルバー跡）

公設民営型保育園整備（旧品川・大崎土木事務所跡）

就学前教育推進事業 世界となかよし事業、保護者へ向けた保育・教育内容の周知 26,169

乳幼児教育の教材・教具の充実、幼稚園・保育園と小学校との交流事業

園内研究の実施、保育園職員向け研修の実施

幼稚園・保育園の合唱発表会

   ぷりすくーる西五反田運営費 定員：100人（保育園：46人、幼児教育：54人）、オアシスルーム 192,109

幼保一体施設運営費 二葉すこやか園 定員：206人（保育園：66人、幼稚園：140人） 624,704

　　　　　　　　　　 預かり保育、短時間就労対応保育

のびっこ園台場 定員：186人（保育園：116人、幼稚園：70人）、預かり保育

第一日野すこやか園 定員：200人（保育園：１30人、幼稚園：70人）、預かり保育

平塚すこやか園 定員：158人（保育園：88人、幼稚園：70人）、預かり保育

御殿山すこやか園 定員：120人（保育園：50人、幼稚園：70人）、預かり保育



区　　　　　　　分 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 ２８年度 ２７年度 増減率％

(単位：千円)

※国民健康保険事業会計

特定健康診査事業費 国保基本健診、健診啓発、国保基本健診等実施計画評価委員会 377,313

特定保健指導事業 国保保健指導、糖尿病等重症化予防事業、データヘルス事業 22,871

※介護保険特別会計特別給付分

通院等外出介助サービス特別給付 要支援者（高齢者）に対する通院等外出介助、病院内介助サービス 7,089

要支援者夜間対応サービス特別給付 要支援者（高齢者）に対する夜間対応訪問サービス 1,457

地域密着型ｹｱﾊｳｽｻｰﾋﾞｽ提供費特別給付 「ケアホーム東大井」のサービス提供費用の一部を負担 6,168

※介護保険特別会計地域支援事業分

《介護予防事業・日常生活支援総合事業》

○予防訪問事業 予防訪問サービス、生活機能向上支援、管理栄養士派遣による栄養管理指導 285,318

すけっとサービスモデル事業

予防通所事業 予防通所サービス、はつらつ健康教室 509,218

介護予防対象者把握事業 75歳以上（要介護・要支援・総合事業対象者除く）に対する生活機能調査 7,787

○介護予防普及啓発事業 介護予防事業案内、リーフレット作成、介護予防番組（ＣＡＴＶ）制作・放送 2,460

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等活用型介護予防事業 ﾏｼﾝでﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、身近でﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、水中ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、予防ﾐﾆﾃﾞｲ、健康やわら体操 39,637

○区民協働型介護予防事業 いきいき脳の健康教室、認知症予防教室（大崎、平塚橋） 31,585

いきいき筋力向上トレーニング、いきいきうんどう教室

ふれあい健康塾 介護予防のための健康教室 4,918

しながわ出会いの湯事業 公衆浴場を利用した介護予防のための健康プログラムの実施と入浴 48,704

○区民協働型栄養改善事業 わくわくクッキング事業(北品川、大井、荏原、八潮、平塚橋）、男の手料理教室 9,174

認知症等専門相談事業 認知症等の疾患をもつ高齢者への医療・療養上の相談・助言 1,013



区　　　　　　　分 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 ２８年度 ２７年度 増減率％

(単位：千円)

地域貢献ポイント事業 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動参加時に商品券と交換できるポイントを付与（寄付も可能） 5,066

《包括的支援・任意事業》

地域包括支援センター運営費 介護予防事業のマネジメント、虐待防止・権利擁護などの総合的相談と支援 30,484

在宅介護支援センター事業費 介護予防マネジメント充実、予防プラン作成 319,260

介護保険給付適正化事業 サービス提供事業者への指導等による質の向上、施設サービス自己点検実施支援 7,590

在宅介護者研修・支援事業 宿泊交流研修、介護者のつどい、家族介護者応援講座開催 6,390

認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ家賃助成事業 入居者に対する家賃助成（月額24,000円） 27,386

◎生活支援体制整備事業 協議体の設置、生活支援コーディネーターの配置 5,400


