
施策体系図新旧対照表

赤字：検討会資料に記載のある要素（基本計画2015にも記載されている要素）

　※資料に記載された内容に応じて多少の言い換え・要素の統合をしている場合あり（下線部分）

赤字（黄色セル）：検討会資料で初めて出てきた要素（基本計画2015にはなかった要素）

青字：検討会資料には記載のない要素（基本計画2015には記載されている要素）

　※取り消し線のあるものは、現段階で基本計画2020には記載しないと判断している要素

青色セル：名称の変更や内容統合等があった単位施策

1－1　健康づくりの推進

施策の方向 施策の方向

総合的な健康づくり施策の推進 総合的な健康づくり施策の推進

健康づくりと介護予防の一体的推進 健康づくりと介護予防の一体的推進

ライフステージに応じた食育推進事業の取り組み
強化

ライフステージに応じた食育推進事業の取り組み
強化

運動習慣の定着促進による生活習慣病、ロコモ
ティブシンドローム予防の推進

運動習慣の定着促進による生活習慣病、ロコモ
ティブシンドローム予防の推進

心の健康づくりの促進 心の健康づくりの促進

喫煙・飲酒習慣の改善支援 喫煙・飲酒習慣の改善支援

口腔ケアの推進 口腔ケアの推進

健康づくり支援によるソーシャル・キャピタル、
地域のきずな・つながりの強化

健康づくり支援によるソーシャル・キャピタル、
地域のきずな・つながりの強化

健康づくりグループやリーダーの育成・支援 健康づくりグループやリーダーの育成・支援

健康づくりの学習機会の充実 健康づくりの学習機会の充実

健康情報の提供 健康情報の提供

健康教育、食環境の整備の推進 健康教育、食環境の整備の推進

介護予防の普及啓発 介護予防の普及啓発

地域で取り組む身近な介護予防の促進 地域で取り組む身近な介護予防の促進

効果的な介護予防事業の実施 効果的な介護予防事業の実施

多様な主体による新たな総合事業の基盤整備 多様な主体による新たな総合事業の基盤整備

基本計画２０１５

基本施策

単位施策 単位施策

（１）健康づくりの支援

①毎日の健康づくりの支援 ①毎日の健康づくりの支援

②健康づくり支援の環境整備 ②健康づくり支援の環境整備

基本計画２０２０

基本施策

（１）健康づくりの支援

③介護予防・地域支援事業の推進 ③介護予防・地域支援事業の推進

資料４



かかりつけ医・歯科医・薬局の定着推進

地域医療環境の充実

救急医療体制の充実 救急医療体制の充実

地域包括ケアシステムの確立 医療・介護関係者、関係機関の連携推進

国民健康保険事業等の安定した事業推進 国民健康保険事業等の安定した事業推進

母子保健支援体制の充実 母子保健支援体制の充実

子どもの事故・病気の予防推進 子どもの事故・病気の予防推進

地域特性に応じた保健活動体制の整備 地域特性に応じた保健活動体制の整備

生活習慣病の早期発見、健診後フォロー体制の充
実

生活習慣病の早期発見、健診後フォロー体制の充
実

がん検診の充実 がん検診の充実

ライフステージに合わせた健診・検診体制の充実 ライフステージに合わせた健診・検診体制の充実

新型インフルエンザ対策の推進 新型インフルエンザ対策の推進

健康で快適な居住環境の確保 健康で快適な居住環境の確保

消費者、食品事業者との連携による食の安全・安
心の確保

消費者、食品事業者との連携による食の安全・安
心の確保

感染症、食中毒対策の充実

受動喫煙の防止

保育園、幼稚園、学校との連携による感染症予防
の推進

保育園、幼稚園、学校との連携による感染症予防
の推進

④安全で健康的な生活環境の確保 ④安全で健康的な生活環境の確保

②地域保健活動体制の充実 ②地域保健活動体制の充実

③早期発見・早期治療体制の充実 ③早期発見・早期治療体制の充実

地域医療システムの充実

感染症、食中毒対策の充実

（２）保健・医療体制の充実

①地域医療システムの整備 ①地域医療システムの整備

（２）保健・医療体制の充実



1－2　地域福祉推進のしくみづくり

施策の方向 施策の方向

ソーシャル・キャピタルの豊かな地域社会をめざ
した区民と区の協働による地域福祉の推進

互いに信頼し合える地域社会をめざした区民と区
の協働による地域福祉の推進

支えあいのしくみづくり 支えあいのしくみづくり

交流の促進 交流の促進

地域福祉ネットワークの強化 地域福祉ネットワークの強化

町会、自治会の見守り・支え合い活動支援 町会、自治会の見守り・支え合い活動支援

地域活動を担う人材の発掘・育成・支援  地域活動を担う人材の発掘・育成・支援

元気高齢者の活力を活かした地域支え合いの取り
組み推進

元気高齢者の活力を活かした地域支え合いの取り
組み推進

情報提供・相談体制の充実 情報提供・相談体制の充実

福祉教育の推進 福祉教育の推進

ボランティア活動やボランティア体験の場の確保

地域活動を担う人材の発掘・育成・支援

地域支えあい活動や交流活動支援 地域支えあい活動や交流活動支援

NPO・ボランティア活動団体相互のネットワーク
化

NPO・ボランティア活動団体相互のネットワーク
化

サービス提供体制の整備 サービス提供体制の整備

サービス評価によるサービスの質の確保・向上 サービス評価によるサービスの質の確保・向上

福祉事業従事者の人材の確保・育成支援 福祉事業従事者の人材の確保・育成支援

高齢者あんしんセンターの機能充実 高齢者あんしんセンターの機能充実

地域情報の収集や相談技術の向上 地域情報の収集や相談技術の向上

障害者の自立支援、専門相談体制の充実 障害者の自立支援、専門相談体制の充実

相談機関のネットワーク化  相談機関のネットワーク化

ケアマネジメント機能の連携・強化 ケアマネジメント機能の連携・強化

保健・医療・福祉ほか生活関連分野との連携強化 保健・医療・福祉ほか生活関連分野との連携強化

障害者の総合的な相談支援体制の構築

相談機関のネットワーク化

権利擁護センターの機能充実 権利擁護センターの機能充実

日常生活自立支援事業の活用と成年後見制度の利
用促進

日常生活自立支援事業の活用と成年後見制度の利
用促進

育児・介護者への支援 育児・介護者への支援

虐待の予防・早期発見のためのネットワーク強化 虐待の予防・早期発見のためのネットワーク強化

高齢者・障害者の虐待予防体制の整備 高齢者・障害者の虐待予防体制の整備

②人権を守る体制の充実 ②人権を守る体制の充実

③総合的なサービスの提供 ③総合的なサービスの提供

（３）権利擁護のしくみづくり

①権利擁護の推進 ①権利擁護の推進

（３）権利擁護のしくみづくり

障害者の総合的な相談支援体制の構築

（２）利用者本位のサービスの提供

①多様で良質なサービスの提供 ①多様なニーズに対応する良質なサービスの提供

②身近な地域の相談体制の確立 ②身近な地域の相談体制の確立

（２）利用者本位のサービスの提供

（１）区民主体の福祉コミュニティづくり

①地域で支えあうしくみづくり ①地域で支えあうしくみづくり

②NPO・ボランティア活動への参加促進・支援 ②地域活動等への参加促進・支援

（１）区民主体の福祉コミュニティづくり

ボランティア活動やボランティア体験の場の確保

基本施策

単位施策 単位施策

基本計画２０２０

基本施策

基本計画２０１５

名称変更

名称変更



1－3　高齢者・障害者の自立支援

施策の方向 施策の方向

就労支援センターの機能充実 就労支援センターの機能充実

高齢者・障害者の雇用促進 高齢者・障害者の雇用促進

シルバー人材センターの活動支援 シルバー人材センターの活動支援

障害者就労支援施設への支援体制充実 障害者就労支援施設への支援体制充実

参加機会の拡充、いきがいづくりの支援 参加機会の拡充、いきがいづくりの支援

いきがい活動、交流の場の整備 いきがい活動、交流の場の整備

自発的活動への支援のしくみの構築 自発的活動への支援のしくみの構築

発達不安の乳幼児への発達支援

発達に不安のある障害児や医療的ケア児への支援

就学前から社会参加までの切れ目のない支援

障害理解の普及啓発  障害理解の普及啓発

包括的な支援・サービス提供体制の充実 包括的な支援・サービス提供体制の充実

生活支援・福祉サービス支援 生活支援・福祉サービス支援

介護と医療の連携の推進 介護と医療の連携の推進

本人・介護者への在宅生活支援の充実 本人・介護者への在宅生活支援の充実

高齢者あんしんセンターの機能強化 高齢者あんしんセンターの機能強化

地域密着型サービスの誘導と適正な運営 地域密着型サービスの誘導と適正な運営

在宅支援サービス事業所の整備促進 在宅支援サービス事業所の整備促進

就学前相談体制の充実 就学前相談体制の充実

発達障害に関する相談体制の構築 発達障害に関する相談体制の構築

特定相談支援事業者の育成 特定相談支援事業者の育成

認知症高齢者の在宅生活支援 認知症高齢者の在宅生活支援

認知症高齢者家族の支援 認知症高齢者家族の支援

認知症予防の支援 認知症予防の支援

認知症の理解促進 認知症の理解促進

認知症の本人、家族、関係機関との情報共有 認知症の本人、家族、関係機関との情報共有

特別養護老人ホームの整備誘導 特別養護老人ホームの整備誘導

認知症高齢者グループホームの整備誘導 認知症高齢者グループホームの整備誘導

住宅のバリアフリー化の促進 住宅のバリアフリー化の促進

低所得の高齢者向け住宅の整備誘導 低所得の高齢者向け住宅の整備誘導

障害者グループホームの整備誘導 障害者グループホームの整備誘導

小規模入所施設の整備検討 小規模入所施設の整備検討

（３）生活の場の確保

①多様な生活の場の確保 ①多様な生活の場の確保

（３）生活の場の確保

②障害者支援の充実 ②障害者支援の充実

③認知症対策の推進 ③認知症対策の推進

③教育、生活訓練の機会の確保 ③教育、生活訓練の機会の確保

④地域交流の促進と理解の促進  ④地域交流の促進と理解の促進

（２）在宅生活の支援

①地域包括ケアシステムの構築 ①地域包括ケアシステムの構築

（２）在宅生活の支援

発達不安の乳幼児への発達支援

基本施策

単位施策 単位施策

（１）社会参加の促進

①就労・就業への支援 ①就労・就業への支援

②多様な社会参加への支援 ②多様な社会参加への支援

基本施策

（１）社会参加の促進

基本計画２０１５ 基本計画２０２０

１－５（２）に再編



1－4　子ども・家庭への支援

施策の方向 施策の方向

保育サービスの充実 保育サービスの充実

運営主体の多元化 保育人材の確保支援

保育施設の待機児童解消 保育施設の待機児童解消

子ども・子育て支援新制度への対応  子ども・子育て支援新制度への対応

就学前教育保育の充実 就学前教育保育の充実

障害児の保護者の就労支援

障害児や医療的ケア児への支援

学童クラブの整備 学童クラブの整備

安全で快適な保育環境の確保 安全で快適な保育環境の確保

産前産後ケア、母子保健サービスの充実 妊娠から出産・子育て期に渡る切れ目のない支援

子育て家庭の交流の場や機会の提供 子育て家庭の交流の場や機会の提供

相談体制の充実 相談体制の充実

専門相談機能の充実 専門相談機能の充実

発達障害に関する相談体制の構築 発達や成長に関する相談体制の構築

親育ちへの取り組みの推進 親育ちへの取り組みの推進

経済的支援の充実

子どもの貧困対策の充実

情報提供・相談体制の充実

生活の安定と自立への支援 学習支援・教育支援の充実

家庭の見守りの強化、相談・支援体制の充実

関係機関との連携強化による未然防止

児童相談体制のあり方検討 児童相談所の設置

子育て情報の集約、発信 子育て情報の集約、発信

周産期医療体制の充実の要請

産前産後の生活支援事業の充実

ファミリー世帯向け住宅の整備誘導

外出しやすい環境づくりの整備推進

家族で育児を楽しめる環境づくり

雇用環境改善の要請 雇用環境改善の要請

総合的な子育て支援拠点の整備 総合的な子育て相談拠点の整備

親と子の育ちの場の提供 親と子の育ちや交流の場の提供

子どもセンターと保育園・幼稚園の連携強化 子どもセンターと保育園・幼稚園の連携強化

障害児の保護者の就労支援

ファミリー世帯が快適に暮らせる環境づくり

周産期医療体制の充実の要請

経済的支援・生活の安定と自立への支援の充実

（１）子育て家庭の支援

⑦子育て支援の拠点の整備 ⑥子育て支援の拠点の整備

（１）子育て家庭の支援

①多様な保育サービスの充実 ①多様な保育サービスの充実

②子育て相談の充実と交流の促進 ②子育て相談の充実と交流の促進

未然防止、早期発見・対応への相談・支援体制の
充実

⑥子育てしやすい環境づくりの推進 ⑤子育てしやすい環境づくりの推進

③子育ての経済的負担の軽減 ③困難を抱える子育て家庭への支援

④ひとり親家庭の自立支援

⑤児童虐待への対応 ④児童虐待への対応

基本計画２０１５

基本施策

単位施策 単位施策

基本計画２０２０

基本施策

統合



遊びや体験活動の充実 遊びや多世代交流活動の充実

既存の小・中学校の活用 既存の小・中学校の活用

安全で魅力ある公園づくりの推進 安全で魅力ある公園づくりの推進

自然・社会・文化芸術体験活動の充実

ふれあい交流事業の推進

区政に参加する機会の確保 区政に参加する機会の確保

地域活動・ボランティア活動への参加促進 地域活動・ボランティア活動への参加促進

健全育成活動の充実

家庭、学校、地域の連携強化

子育てグループの支援 子育てグループの支援

子育てグループのネットワーク化 子育てグループのネットワーク化

地域全体での予防・早期発見  地域全体での予防・早期発見

協働による安全確保の体制づくり 協働による安全確保の体制づくり

自然とのふれあい・交流の促進

（２）子どもの健やかな成長の支援

②豊かな体験活動の充実 ②豊かな体験活動の充実

③子どもの幅広い社会参加の促進 ③子どもの幅広い社会参加の促進

（２）子どもの健やかな成長の支援

①魅力ある遊び環境づくり

③いじめや虐待の防止  ③いじめや虐待の防止

④子どもの安全確保の体制づくり ③子どもの安全確保の体制づくり

（３）子どもをあたたかく育む地域社会づくり

①地域における子育て支援 ①地域における子育て支援

②子育てネットワークの育成 ②子育てネットワークの育成

（３）子どもをあたたかく育む地域社会づくり

地域の顔が見える関係づくり

①魅力ある遊び環境づくり

（１）④へ統合



1－5　福祉のまちづくり

施策の方向 施策の方向

都条例や区の要綱等に基づく整備の推進 都条例や区の要綱等に基づく整備の推進

バリアフリー基本構想の策定  バリアフリー基本構想の策定

情報のバリアフリー化の推進 情報のバリアフリー化の推進

バリアフリーのまちづくりに対する意識の普及・
啓発

バリアフリーのまちづくりに対する意識の普及・
啓発

公共施設、道路等のバリアフリー化の推進 公共施設、道路等のバリアフリー化の推進

移動やコミュニケーション手段の確保 移動やコミュニケーション手段の確保

東京オリンピック・パラリンピックに向けたまち
づくりへの取り組み

東京オリンピック・パラリンピックに向けたまち
づくりへの取組み

心のバリアフリーの促進 こころのバリアフリーの促進

福祉教育の推進 福祉教育の推進

交流機会の拡大 交流機会の拡大

障害理解の普及啓発

①思いやりのある福祉のまちづくり ①こころのバリアフリーを育む環境づくり

基本施策

単位施策 単位施策

（１）バリアフリーのまちづくり

①ユニバーサルデザインのまちづくり ①ユニバーサルデザインのまちづくり

（１）バリアフリーのまちづくり

（２）思いやりのある福祉のまちづくり

基本施策

（２）思いやりのある福祉のまちづくり

基本計画２０１５ 基本計画２０２０

名称変更


