
平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

1 福祉サービス第三者評価システム ・福祉サービス第三者評価支援事業費補助要綱 44,957 ・（公財）東京都福祉保健財団

2 ＮＰＯ法人等福祉施設整備等貸付制度
・ＮＰＯ法人等福祉施設整備等貸付事業借入金元利補助金交
付要綱

8,635 ・（公財）東京都福祉保健財団

3 がん総合的高次研究の推進 ・東京都医学総合研究所運営費補助金交付要綱 86,073 ・（公財）東京都医学総合研究所

4 東京子育て応援事業 ・東京子育て応援事業実施要綱 20,914 ・（公財）東京都福祉保健財団

5 元気高齢者地域活躍推進事業 ・元気高齢者地域活躍推進事業実施要綱 78,889 ・15 区市町村

6 福祉情報総合ネットワーク ・公益財団法人東京都福祉保健財団運営費補助金交付要綱 46,336 ・（公財）東京都福祉保健財団

7 東京都社会福祉事業団に対する補助 ・社会福祉法人東京都社会福祉事業団運営費補助金交付要綱 304,934 ・（社福）東京都社会福祉事業団

8 東京都福祉保健財団に対する補助 ・公益財団法人東京都福祉保健財団運営費補助金交付要綱 570,937 ・（公財）東京都福祉保健財団

9 健康プラザの活用事業 ・公益財団法人東京都福祉保健財団運営費補助金交付要綱 553,659 ・（公財）東京都福祉保健財団

10 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助 ・独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給費補助要綱 836,125 ・（公財）東京都福祉保健財団

11 福祉情報提供事業 ・公益財団法人東京都福祉保健財団運営費補助金交付要綱 21,681 ・（公財）東京都福祉保健財団

12 東京都社会福祉協議会一般運営費補助 ・東京都社会福祉協議会一般事業運営費補助金交付要綱 102,593 ・（社福）東京都社会福祉協議会

13 （公財）東京都医学総合研究所の運営 ・東京都医学総合研究所運営費補助金交付要綱 2,795,847 ・（公財)東京都医学総合研究所

14 民間社会福祉施設設備改善整備費補助 ・民間社会福祉施設設備改善整備費補助要綱 58,253

・成人入所施設 4 施設
・児童入所施設 3 施設
・通所施設 8 施設
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律関連施設 9 施設
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

15 耐震化の推進
・社会福祉施設等耐震化促進事業（耐震診断・改修経費）補
助金交付要綱

13,660
・保育所 1 施設
・自立援助ホーム 2 施設
・養護老人ホーム 1 施設

16 社会福祉法人経営力強化事業 ・社会福祉法人会計監査人設置モデル事業補助金交付要綱 4,000 ・社会福祉法人 2 法人

17 社会福祉法人経営力強化事業 ・社会福祉法人経営力強化支援事業補助金交付要綱 5,865 ・（社福）東京都社会福祉協議会

18 ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支援事業 ・ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支援事業補助金交付要綱 1,353
・医療機関 4 施設
・訪問看護ステーション 24 施設

19 医学技術振興事業補助金 ・医学技術振興補助金交付要綱 79,813 ・(公社)東京都医師会

20 医師勤務環境改善事業 ・医師勤務環境改善事業補助金交付要綱 154,834 ・医療機関 48 施設

21 医療施設近代化施設整備費補助（一般） ・東京都医療施設近代化施設整備費補助金交付要綱 99,377 ・医療機関 1 施設

22 医療施設耐震化緊急整備事業 ・東京都医療施設耐震化緊急整備事業補助金交付要綱 1,177,003 ・医療機関 4 施設

23 医療施設耐震化緊急対策事業 ・東京都医療施設耐震化緊急対策事業交付要綱 622,603 ・医療機関 12 施設

24 医療施設耐震化促進事業 ・東京都医療施設耐震化促進事業補助金交付要綱 144,918 ・医療機関 1 施設

25 医療施設耐震対策緊急促進事業 ・東京都医療施設耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱 355,337 ・医療機関 2 施設

26
医療施設ヘリコプター緊急離発着場等施設整備
費補助金

・東京都医療施設ヘリコプター緊急離発着場等施設整備費補
助金交付要綱

4,205 ・医療機関 1 施設

27 医療施設防火対策緊急整備事業
・有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金交付要
綱

437,770 ・医療機関 42 施設

28 外国人看護師受入支援事業 ・外国人看護師候補者受入施設研修費補助金交付要綱 21,153 ・医療機関 14 施設
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

29 外国人旅行者等への医療情報提供体制整備
・東京都外国人患者受入れ体制の充実に係る第三者認証取得
支援事業補助金交付要綱

2,000 ・医療機関 2 施設

30 外国人旅行者等への医療情報提供体制整備 ・東京都外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金交付要綱 7,509 ・医療機関 22 施設

31 看護師等養成所運営費補助金 ・看護師等養成所運営費補助金交付要綱 589,680 ・看護師等養成所 35 施設

32 がん診療施設整備費補助 ・東京都がん診療施設施設・設備整備費補助金交付要綱 148,590 ・医療機関 19 施設

33 がん診療連携拠点病院事業 ・東京都がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金交付要綱 250,289 ・医療機関 19 施設

34 緩和ケア病棟施設整備費補助 ・緩和ケア病棟施設設備整備費補助金交付要綱 659 ・医療機関 2 施設

35 救急医療機関勤務医師確保事業 ・救急医療機関勤務医師確保事業補助金交付要綱 347,278 ・医療機関 93 施設

36 救急看護認定看護師の配置促進
・東京都救急看護等認定看護師資格取得支援事業費補助金交
付要綱

3,695 ・医療機関 1 施設

37
休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備費
等補助金

・休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金交
付要綱

134,743 ・医療機関 9 施設

38
休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備費
等補助金（小児）

・休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金交
付要綱

2,157 ・医療機関 1 施設

39 救命救急センター運営費補助事業 ・東京都救命救急センター施設整備等補助金交付要綱 1,163,628 ・医療機関 16 施設

40 救命救急センター施設整備費補助事業 ・東京都救命救急センター施設整備等補助金交付要綱 232,768 ・医療機関 15 施設

41 区市町村在宅療養推進事業 ・区市町村在宅療養推進事業補助金交付要綱 243,853 ・21 区市町村

42 災害拠点病院応急用資器材整備事業
・東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業に関する補助金
交付要綱

33,759 ・医療機関 50 施設

43 災害拠点病院整備費補助金
・NBC災害・テロ対策設備整備費補助金交付要綱
・東京都災害拠点病院施設整備費補助金交付要綱

192,546 ・医療機関 15 施設

44 災害時訓練
・東京都災害拠点病院防災訓練等参加支援事業に関する補助
金交付要綱

3,778 ・医療機関 22 施設
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

45 在宅移行支援病床運営事業 ・東京都在宅移行支援病床運営事業補助金交付要綱 61,040 ・医療機関 8 施設

46 在宅移行支援病床整備費補助事業 ・東京都在宅移行支援病床整備費補助金交付要綱 2,995 ・医療機関 3 施設

47 在宅医等相互支援体制構築事業 ・東京都在宅医等相互支援体制構築事業補助金交付要綱 3,466 ・(公社)東京都医師会

48 在宅歯科診療設備整備事業 ・東京都在宅歯科診療設備整備費補助金交付要綱 36,474 ・医療機関 28 施設

49 在宅療養移行支援事業 ・東京都在宅療養移行支援事業補助金交付要綱 36,472 ・医療機関 9 施設

50 在宅療養移行体制強化事業 ・在宅療養移行体制強化事業補助金交付要綱 250,999 ・医療機関 72 施設

51 在宅療養児一時受入支援事業 ・東京都在宅療養児一時受入支援事業補助金交付要綱 13,580 ・医療機関 16 施設

52 在宅療養推進基盤整備事業
・東京都在宅療養推進基盤整備事業（多職種ネットワーク構
築事業）補助金交付要綱

33,995 ・(公社)東京都医師会

53 産科医育成支援事業 ・東京都産科医等育成・確保支援事業補助金交付要綱 20,649 ・医療機関 15 施設

54 産科医等確保支援事業 ・東京都産科医等育成・確保支援事業補助金交付要綱 173,692 ・医療機関 88 施設

55 歯科保健意識の向上 ・東京都歯科保健普及啓発事業費補助金交付要綱 4,050 ・(公社)東京都歯科医師会

56 歯周疾患改善指導事業 ・健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱 112,445 ・52 区市町村

57 市町村公立病院運営事業補助金 ・市町村公立病院運営事業補助金交付要綱 3,429,236 ・9 市町村及び公立病院組合

58 市町村公立病院整備事業費償還補助金 ・市町村公立病院整備事業費償還補助金交付要綱 683,574 ・8 市町村及び公立病院組合

59 周産期医療システムの整備 ・東京都周産期母子星医療センター運営費等補助金交付要綱 997,151 ・医療機関 22 施設

60 周産期医療施設等整備補助
・東京都周産期母子医療センター施設整備費等補助金交付要
綱

361,162 ・医療機関 21 施設
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

61 周産期連携病院等施設設備整備費補助
・休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金交
付要綱

42,698 ・医療機関 6 施設

62 小児救命救急センター運営費補助 ・東京都小児救命救急センター運営費補助金交付要綱 35,295 ・医療機関 1 施設

63 小児集中治療室医療従事者研修事業 ・小児集中治療室医療従事者研修事業費補助金交付要綱 6,306 ・医療機関 1 施設

64 小児初期救急平日夜間診療運営費補助事業 ・小児初期救急平日夜間診療運営費補助事業補助金交付要綱 125,361 ・36 区市町村

65 小児初期平日夜間整備事業 ・小児初期救急施設整備費等補助金交付要綱 4,150
・3 区市町村
・医療機関 1 施設

66 新人看護職員研修体制整備事業 ・東京都新人看護職員研修事業費補助金交付要綱 111,208 ・医療機関 153 施設

67 心身障害児（者）施設歯科診療事業運営費補助 ・心身障害児（者）施設歯科診療事業運営費補助金交付要綱 12,896 ・心身障害児入所施設及び通園施設 7 施設

68 新生児医療担当医育成支援事業
・東京都新生児医療担当医育成・確保支援事業補助金交付要
綱

3,185 ・医療機関 5 施設

69 新生児医療担当医確保支援事業
・東京都新生児医療担当医育成・確保支援事業補助金交付要
綱

17,208 ・医療機関 13 施設

70 台東区立病院整備事業費償還補助 ・台東区立病院整備事業費償還補助金交付要綱 37,398 ・台東区

71 地域医療構想推進事業

・東京都地域医療構想推進事業（開設準備経費支援 ）費補助
金交付要綱
・東京都地域医療構想推進事業（開設後人件費支援）費補助
金交付要綱

363,365
・医療機関 25 施設
・(公社)東京都医師会

72 地域医療構想推進事業(施設設備整備)
・東京都地域医療構想推進事業費補助金交付要綱(病床機能分
化推進事業分)

1,228,371 ・医療機関 15 施設

73 地域がん診療病院事業 ・地域がん診療病院機能強化事業補助金交付要綱 7,605 ・医療機関 1 施設

74 東京DMAT（災害医療派遣チーム） ・災害医療派遣チーム （「東京ＤＭＡＴ」） 運営要綱 750 ・医療機関 7 施設
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

75 東京都医療施設耐震計画作成支援事業 ・東京都医療施設耐震計画作成支援事業補助金交付要綱 25,290 ・医療機関 5 施設

76 東京都がん診療連携拠点病院事業
・東京都がん診療連携拠点病院(都指定)機能強化事業補助金
交付要綱

76,501 ・医療機関 7 施設

77 東京都災害拠点強靭化緊急促進事業 ・東京都災害拠点強靭化緊急促進事業費補助金交付要綱 6,565 ・医療機関 1 施設

78 東京都地域医療支援ドクター ・市町村公立病院等医師派遣事業補助金交付要綱 12,140 ・3 公立医療機関

79 東京都地域医療連携ICTシステム整備支援事業
・東京都地域医療連携ＩＣＴシステム整備支援事業補助金交
付要綱

58,204 ・医療機関 7 施設

80 島しょ地域医療従事者確保事業 ・島しょ地域医療従事者確保事業補助金交付要綱 369 ・3 町村

81 へき地医療運営費等補助金 ・東京都へき地医療運営費等補助金交付要綱 285,987 ・12 町村及び島しょ町村一部事務組合

82 へき地勤務医師確保事業等 ・市町村公立病院等医師派遣事業補助金交付要綱 34,743 ・6 公立医療機関

83 へき地産科医療機関運営費補助事業 ・東京都へき地産科医療機関運営費等補助金交付要綱 30,722 ・2 町村

84 へき地産科医療機関設備整備費補助 ・東京都へき地産科医療機関運営費等補助金交付要綱 8,056 ・1 町村

85 へき地診療所施設等整備費補助 ・東京都へき地診療所施設等整備費補助金交付要綱 39,575 ・6 町村

86 地球温暖化対策施設整備費補助 ・東京都地球温暖化対策施設整備費補助金交付要綱 160,370 ・医療機関 4 施設

87 転院搬送体制等整備事業 ・転院搬送体制等整備事業補助金交付要綱 2,521 ・医療機関 25 施設

88 東京都専門医認定支援事業 ・専門医認定支援事業補助金交付要綱 222 ・医療機関 1 施設

89 医療保健政策区市町村包括補助事業 ・医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 1,662,995 ・61 区市町村
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

90 地域自殺対策強化事業

（区市町村）
・東京都地域自殺対策強化事業実施要綱
・東京都地域自殺対策強化交付金交付要綱
・東京都地域自殺対策強化事業実施要領取扱基準
（民間団体）
・東京都地域自殺対策強化補助事業実施要綱
・東京都地域自殺対策強化補助事業補助金交付要綱
・平成29年度東京都地域自殺対策強化補助事業公募要項

64,640
・53 区市町村
・13 団体

91 がん検診受診促進事業 ・Tokyo健康ウオーク２０１７に係る協定書 11,690 ・特定非営利活動法人ブレイブサークル運営委員会

92 健康増進法等による健康増進事業 ・健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱 771,888 ・62 区市町村

93 在宅難病患者医療機器貸与･整備事業 ・医療機器貸与に係る訪問看護補助金交付要綱 9,899 ・8 区市

94 人工呼吸器使用患者非常用電源設備整備事業
・在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業補助
金交付要綱

4,996 ・医療機関 32 施設

95 診療ネットワーク整備事業 ・東京都ウイルス性肝炎重症化予防推進事業実施要綱 1,106 ・都民 134 人

96 腎臓移植組織適合性検査費助成 ・腎臓移植組織適合性検査費助成事業実施要綱 660
・医療機関 63 施設
・都民 3 人

97 献血広報費補助 ・献血事業補助金交付要綱 3,605 ・日本赤十字社東京都支部

98 献血者登録推進事業 ・献血事業補助金交付要綱 1,200 ・日本赤十字社東京都支部

99 ひとり親家庭等医療費助成事業補助 ・東京都ひとり親家庭等医療費助成事業補助要綱 1,089,243 ・39 市町村

100 乳幼児医療費助成事業補助 ・東京都乳幼児医療費助成事業補助要綱 3,707,556 ・39 市町村

101 義務教育就学児医療費助成事業補助 ・東京都義務教育就学児医療費助成事業補助要綱 3,517,063 ・39 市町村

102 高額医療費共同事業負担金 ・国民健康保険法附則第16項 9,487,752 ・62 区市町村
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

103 保険基盤安定負担金 ・国民健康保険法第72条の2 33,000,123 ・62 区市町村

104 特定健診等負担金 ・国民健康保険法第72条の5 2,128,191 ・62 区市町村

105 財政調整交付金 ・国民健康保険法第72条 69,005,146 ・62 区市町村

106 国保・区市町村に対する補助
・特別区国民健康保険都費補助金交付要綱
市町村国民健康保険都費補助金交付要綱

5,641,352 ・62 区市町村

107 国民健康保険組合に対する補助
・国民健康保険組合都費補助金交付要綱・国民健康保険組合
特定健康診査等都費補助金交付要綱

4,913,569 ・22 国民健康保険組合

108 国民健康保険団体連合会に対する補助 ・東京都国民健康保険団体連合会都費補助金交付要綱 1,401,000 ・国民健康保険団体連合会

109 後期高齢者医療給付費等負担金 ・高齢者医療の確保に関する法律第96条1項 94,520,822 ・後期高齢者医療広域連合

110 後期高齢者医療高額医療費負担金 ・高齢者医療の確保に関する法律第96条2項 5,518,970 ・後期高齢者医療広域連合

111 後期高齢者保険基盤安定負担金 ・高齢者医療の確保に関する法律第99条 15,291,129 ・後期高齢者医療広域連合

112 後期高齢者医療健康診査事業 ・高齢者医療の確保に関する法律第125条 1,511,679 ・後期高齢者医療広域連合

113 国民健康保険直営診療施設等施設整備助成 ・国民健康保険診療施設整備費都費補助金交付要綱 6,120 ・国民健康保険診療施設等4施設

114 地域福祉推進区市町村包括補助事業 ・平成29年度地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 3,460,779
・61 区市町村
・特別区人事・厚生事務組合

115 災害援護資金の利子補給
・平成２９年度平成２５年台風第２６号災害に対する東京都
災害援護資金貸付利子補給金交付要綱

91 ・大島町(大島町を通じて被災者に支出)

116 南方地域戦没者追悼式 ・平成29年度東京都南方地域戦没者追悼式旅費補助要綱 840
・（一財）東京都遺族連合会(（一財）東京都遺族連合会を通
じて追悼式参加者に支出)

117 戦跡慰霊巡拝 ・平成29年度東京都戦跡慰霊巡拝旅費補助要綱 715
・（一財）東京都遺族連合会(（一財）東京都遺族連合会を通
じて追悼式参加者に支出)

118 特別区市に対する都負担金 ・生活保護法第73条 15,795,252 ・48 区市
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

119
民間社会福祉施設サービス推進費補助（保護施
設）

・東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱 1,243,117 ・保護施設 14 施設

120 行旅病人及死亡人等取扱費都負担金
・東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁
償に関する規則

25,124 ・29 区市町村

121 寄りそい型宿泊所事業 ・寄りそい型宿泊所事業経費補助要綱 32,191 ・4 区市(区市を通じて無料低額宿泊所運営法人に支出)

122 福祉施設経営指導事業補助 ・平成29年度福祉施設経営指導事業補助要綱 9,188 ・（社福）東京都社会福祉協議会

123 東京善意銀行事業費補助 ・平成29年度東京善意銀行補助要綱 25,817 ・（社福）東京都社会福祉協議会

124
日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事
業）

・平成29年度東京都日常生活自立支援事業補助金交付要綱 558,361 ・（社福）東京都社会福祉協議会

125 苦情対応事業 ・平成29年度東京都における苦情対応事業補助金交付要綱 10,106 ・（社福）東京都社会福祉協議会

126 社会福祉施設職員等退職手当共済事業補助
・社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金交付要
綱

2,199,841 ・（独法）福祉医療機構

127 いのちの電話事業補助 ・平成29年度いのちの電話事業費補助金交付要綱 1,825 ・（社福）いのちの電話

128 心と情報のバリアフリーに向けた普及推進
・平成29年度ユニバーサルデザインに関する情報サイト補助
金交付要綱

894 ・（公財）東京都福祉保健財団

129
ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事
業

・平成29年度ユニバーサルデザインまちづくり緊急推進事業
補助要綱

159,311 ・33 区市町村

130 地域福祉推進事業補助 ・平成29年度地域福祉推進事業補助要綱 107,243 ・32 区市町村(区市町村を通じて民間団体に支出)

131 地域福祉振興事業補助 ・平成29年度地域福祉推進事業補助要綱 185,565
・（公財）東京都福祉保健財団(（公財）東京都福祉保健財団
を通じて社会福祉法人等に支出)

132 生活支援付すまい確保事業 ・生活支援付すまい確保事業補助金交付要綱 11,935 ・9 区市町村

133 地域居住支援モデル事業 ・平成29年度地域居住支援モデル事業補助要綱 25,584 ・民間団体等4団体

134 民生委員の活動等
・民生委員・児童委員及び民生委員協議会に関する経費の都
負担金交付要綱

1,072,096
・60 区市町村（社福）
・東京都社会福祉協議会
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

135 地域の福祉機能の向上 ・東京都民生・児童委員協力員事業交付金交付要綱 15,612 ・35 区市町村

136 中国帰国者日本語指導事業補助 ・平成29年度中国帰国者日本語指導事業補助金交付要綱 355 ・中国帰国者支援団体 1 団体

137 自立支援センターの運営 ・路上生活者対策事業運営費補助金交付要綱 1,047,774 ・特別区人事・厚生事務組合

138 巡回相談事業 ・路上生活者対策事業運営費補助金交付要綱 122,854 ・特別区人事・厚生事務組合

139 支援付地域生活移行事業 ・路上生活者対策モデル事業運営費補助金交付要綱 83,906 ・特別区人事・厚生事務組合

140 生活福祉資金事務費補助等 ・平成29年度生活福祉資金貸付事業貸付資金補助金交付要綱 203,888
・（社福）東京都社会福祉協議会(（社福）東京都社会福祉協
議会を通じて借受人に支出)

141 生活福祉資金（特例措置）利子補給
・平成29年度離職者支援資金(再就職支援貸付事業)貸付の利
子補給金補助金交付要綱

2,846
・（社福）東京都社会福祉協議会(（社福）東京都社会福祉協
議会を通じて借受人に支出)

142 新生活サポート事業
・平成29年度多重債務者生活再生事業運営費補助要綱、平成
29年度自立生活スタート支援事業運営費補助要綱

115,695
・（社福）東京都社会福祉協議会(（社福）東京都社会福祉協
議会を通じて借受人に支出)

143 更生保護事業補助 ・平成29年度更生保護事業に対する運営費補助金交付要綱 4,443 ・更生保護法人東京保護観察協会

144 住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業

・平成29年度住居喪失不安定就労者・離職者等サポート特別
貸付事業補助金交付要綱
・平成29年度住居喪失不安定就労者・離職者等サポート（介
護職支援コース）特別貸付事業補助金交付要綱

114,037

・（社福）東京都社会福祉協議会(（社福）東京都社会福祉協
議会を通じて借受人に支出)
・（社福）やまて福祉会(（社福）やまて福祉会を通じて借受
人に支出)

145 生活サポート特別貸付アフターフォロー事業
・平成29年度生活サポート特別貸付アフターフォロー事業補
助金交付要綱

7,244 ・（公財）東京都福祉保健財団

146 受験生チャレンジ支援貸付事業 ・平成29年度受験生チャレンジ支援貸付事業補助金交付要綱 1,182,841
・（社福）東京都社会福祉協議会(（社福）東京都社会福祉協
議会を通じて借受人に支出)

147 山谷地域道路特別清掃事業補助
・平成29年度山谷地域道路特別清掃事業費補助要綱
・平成29年度山谷地域等公園特別清掃事業費補助要綱

29,288
・台東区
・荒川区

148 （公財）城北労働・福祉センターに対する補助
・平成29年度公益財団法人城北労働・福祉センター運営費補
助金交付要綱

313,578 ・（公財）城北労働・福祉センター

149 介護福祉士等修学資金の貸与 ・東京都介護福祉士修学資金等貸与事業補助要綱 80,319
・（社福）東京都社会福祉協議会(（社福）東京都社会福祉協
議会を通じて借受人に支出)
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

150 各施設の整備（生活福祉部） ・起案又は協定による 17,342 ・千代田区

151 介護保険給付費負担金 ・介護保険法第123条 124,605,390 ・62 区市町村

152 地域支援事業交付金 ・介護保険法第123条 7,986,082 ・62 区市町村

153 第１号保険料の低所得者軽減強化 ・介護保険法第124条の２ 500,909 ・62 区市町村

154 低所得者特別対策事業
・社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サー
ビスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助要綱

56,710 ・62 区市町村(区市町村を通じて介護保険事業者に支出)

155 離島等における介護保険支援事業 ・離島等サービス確保対策事業費補助要綱 709 ・9 町村

156 国民健康保険団体連合会苦情処理体制の整備 ・東京都苦情処理業務支援事業補助金交付要綱 74,629 ・東京都国民健康保険団体連合会

157 介護支援専門員研修事業 ・東京都介護支援専門員実務研修事業費補助金交付要綱 15,977
・（公財）東京都福祉保健財団
・指定法人 2 団体

158 認知症介護研修事業 ・東京都認知症介護研修受講経費補助要綱 733 ・介護保険施設事業者 3 法人

159 認知症支援コーディネーター事業 ・認知症支援コーディネーター事業補助金交付要綱 80,873 ・22 区市町村

160 認知症介護研究センターの運営 ・認知症介護研修・研究センター運営事業費補助要綱 141,281 ・社会福祉法人 1 法人

161 老人クラブ助成事業補助 ・老人クラブ助成事業補助要綱 98,471 ・59 区市町村(区市町村を通じて単位老人クラブに支出)

162 区市町村老人クラブ連合会助成事業補助 ・老人クラブ助成事業補助要綱 22,635
・55 区市町村(区市町村を通じて区市町村老人クラブ連合会
に支出)

163 老人クラブ等活動推進員設置事業等 ・老人クラブ等活動推進員設置事業等補助要綱 31,383 ・（公社）東京都老人クラブ連合会

164 老人クラブ友愛実践活動助成事業 ・老人クラブ等活動推進員設置事業等補助要綱 12,000 ・（公社）東京都老人クラブ連合会
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

165 老人クラブ健康教室 ・老人クラブ等活動推進員設置事業等補助要綱 18,100
・（公社）東京都老人クラブ連合会
・38 区市町村(区市町村を通じて区市町村老人クラブ連合会
に支出)

166 シルバーパスの交付 ・東京都シルバーパス条例第8条 17,565,000 ・（一社）東京バス協会

167 避難者の孤立化防止事業 ・避難者の孤立化防止事業補助金交付要綱 66,978 ・（社福）東京都社会福祉協議会

168 訪問看護人材確保育成事業
・訪問看護ステーションにおける認定看護師資格取得支援事
業費補助金交付要綱

5,601 ・訪問看護ステーション 11 施設

169 訪問看護ステーション代替職員確保支援事業
・訪問看護ステーション代替職員（研修及び産休等）確保支
援事業費補助金交付要綱

22,439 ・訪問看護ステーション 15 施設

170 新任訪問看護師就労応援事業 ・東京都新任訪問看護師就労応援事業費補助金交付要綱 18,991 ・訪問看護ステーション 35 施設

171 現任介護職員資格取得支援事業 ・現任介護職員資格取得支援事業費補助金交付要綱 20,239 ・（公財）東京都福祉保健財団

172 訪問看護ステーション事務職員雇用支援事業
・平成29年度訪問看護ステーション事務職員雇用支援事業費
補助金交付要綱

27,240 ・訪問看護ステーション 33 施設

173 東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業 ・東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業費補助金実施要綱 119,441
・（公財）東京都福祉保健財団(（公財）東京都福祉保健財団
を通じて都内介護事業者に支出)

174 東京都介護職員キャリアパス導入促進事業
・東京都介護職員キャリアパス導入促進事業費補助金交付要
綱

217,740 ・介護保険事業所 445 施設

175
介護職員等によるたんの吸引等のための研修事
業

・喀痰吸引等登録研修機関開設準備経費支援事業実施要綱 1,522 ・登録研修機関 1 団体

176
経済連携協定等に基づく外国人介護士受入れ支
援

・外国人介護福祉士候補者受入施設研修費補助金交付要綱 62,554 ・介護保険施設 36 施設

177
ロボット介護機器・福祉用具活用支援モデル事
業

・ロボット介護機器・福祉用具活用支援モデル事業補助金交
付要綱

3,038
・特別養護老人ホーム 2 施設
・介護老人保健施設 2 施設
・有料老人ホーム 1 施設
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

178 地域包括支援センター機能強化支援事業

・機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金交付
要綱
・介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金交付要
綱

274,828 ・28 区市町村

179 高齢者見守り相談窓口設置事業 ・高齢者見守り相談窓口設置事業補助金交付要綱 351,331 ・20 区市町村

180 暮らしの場における看取り支援事業

・平成29年度特別養護老人ホーム等看取り対応改修費補助事
業補助要綱
・平成29年度看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支
援事業補助金交付要綱

15,743
・4 区市町村(区市町村を通じて事業者に支出)
・有料老人ホーム 3 施設

181 施設開設準備経費助成特別対策事業
・平成29年度東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事
業補助金交付要綱

1,736,812
・介護施設 20 施設
・27 区市町村(区市町村を通じて介護施設に支出)

182
定期借地権の一時金に対する補助（高齢社会対
策部）

・定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付要
綱

7,337,905
・特別養護老人ホーム 16 施設
・介護老人保健施設 1 施設
・2 区(区を通じて介護保険事業所に支出)

183
借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援
事業

・借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業補助要
綱

105,727
・特別養護老人ホーム 25 施設
・介護老人保健施設 2 施設

184
広域的に利用する特別養護老人ホームの整備に
伴う地域福祉推進交付金

・広域的に利用する特別養護老人ホームの整備に伴う地域福
祉推進交付金交付要綱

50,000 ・1 区市町村

185 高齢社会対策区市町村包括補助事業 ・高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 3,613,443 ・61 区市町村

186 老人保健施設建設資金利子補給
・東京都介護老人保健施設整備資金利子補給事業補助金交付
要綱

400,425
・（公財）東京都福祉保健財団(（公財）東京都福祉保健財団
を通じて介護老人保健施設運営事業者に支出)

187 軽費老人ホーム運営費補助 ・軽費老人ホーム（A型及びB型）運営費補助要綱 570,477 ・軽費老人ホーム 9 施設

188 ケアハウス運営費補助 ・軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助要綱 2,414,564
・ケアハウス 33 施設
・都市型軽費老人ホーム 70 施設

189 特別養護老人ホーム経営支援事業 ・東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 3,329,268 ・特別養護老人ホーム 414 施設

190
民間社会福祉施設サービス推進費補助（老人福
祉施設）

・東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱 1,527,387
・養護老人ホーム 33 施設
・軽費老人ホーム 9 施設
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

191 養護老人ホームの助成
・潮見老人ホーム建物維持管理経費補助金交付要綱
・大森老人ホーム建物維持管理経費補助金交付要綱
・吉祥寺老人ホーム建物維持管理経費補助金交付要綱

111,695
・吉祥寺老人ホーム
・大森老人ホーム
・潮見老人ホーム

192 健康長寿医療センターへの支援

・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター運営費負担
金交付要綱
・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター運営費交付
金交付要綱

4,783,070 ・（地独）東京都健康長寿医療センター

193 江東高齢者医療センターへの助成 ・高齢者専門病院運営費補助金交付要綱 230,000 ・東京江東高齢者医療センター

194 特別養護老人ホーム整備費補助 ・平成29年度老人福祉施設整備費補助要綱 9,672,653 ・特別養護老人ホーム 45 施設

195 認知症高齢者ＧＨ整備費補助（都単独）
・認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助要綱
（年度要綱）

996,080
・20 区市町村(区市町村を通じて認知症高齢者ＧＨ事業者に
支出)

196 ケアハウス整備費補助 ・平成29年度老人福祉施設整備費補助要綱 197,800 ・ケアハウス 1 施設

197 地域密着型サービス等重点整備 ・平成29年度地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱 247,720
・14 区市町村(区市町村を通じて地域密着型サービス等整備
事業者に支出)

198 介護老人保健施設の整備 ・東京都介護老人保健施設施設整備費補助要綱 2,612,445 ・介護老人保健施設 6 施設

199 訪問看護ステーション施設整備費補助
・介護老人保健施設併設型訪問看護ステーション施設整備費
補助要綱

7,706 ・訪問看護ステーション 4 施設

200
医療・介護連携型サービス付き高齢者向け住宅
事業

・平成29年度東京都医療・介護連携型サービス付き高齢者向
け住宅事業補助金交付要綱

14,514 ・サービス付き高齢者向け住宅 1 か所

201 都市型軽費老人ホーム整備費補助 ・平成29年度都市型軽費老人ホーム整備費補助事業補助要綱 299,800
・6 区市(区市を通じて都市型軽費老人ホーム整備事業者に支
出)

202 地域密着型サービス等整備助成事業
・平成29年度地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付
要綱

1,212,309
・23 区市町村(区市町村を通じて地域密着型サービス等整備
事業者に支出)

203
区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促
進事業

・区市町村所有地の活用による介護基盤整備促進事業補助要
綱

77,961
・4 区市町村(区市町村を通じて特別養護老人ホーム等整備事
業者に支出)

204 子育て応援戦略会議の取組の推進 ・子育て応援とうきょう会議事業費補助要綱 38,220 ・子育て応援とうきょう会議
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

205 児童手当の支給 ・児童手当法第18条 27,537,714 ・62 区市町村

206 児童育成手当の支給 ・東京都児童育成手当に関する条例第２条 9,540,723 ・39 市町村

207 子育て推進交付金 ・東京都子育て推進交付金交付要綱 18,961,707 ・39 市町村

208 子供家庭支援区市町村包括補助 ・子供家庭支援区市町村包括補助要綱 7,658,809 ・60 区市町村

209 学童クラブ事業補助 ・東京都学童クラブ事業実施要綱 4,861,272 ・55 区市町村(区市町村を通じて民設民営事業者にも支出)

210 都型学童クラブ事業補助 ・都型学童クラブ事業補助要綱 869,494 ・22 区市町村(区市町村を通じて民設民営事業者にも支出)

211 子供家庭在宅サービス事業補助
・東京都一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要
綱

815,721 ・54 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

212 定期利用保育事業補助
・東京都一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要
綱

556,579 ・41 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

213 自立援助ホーム事業
・東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱
・東京都自立援助ホーム支援機能強化補助金交付要綱

55,585 ・社会福祉法人等 20 法人

214 ジョブ・トレーニング事業（自立援助ホーム） ・東京都ジョブ・トレーニング事業実施要綱 30,926 ・社会福祉法人等 14 法人

215 自立援助促進事業補助 ・東京都自立援助促進事業実施要綱 1,026 ・（社福）東京都社会福祉協議会 1 法人

216
児童養護施設等の職員の資質向上のための研修
等事業

・児童養護施設等の職員人材確保事業補助金交付要綱 56,141 ・社会福祉法人等 35 法人

217
児童養護施設退所者等に対するすまい確保支援
事業

・児童養護施設退所者等に対するすまい確保支援事業実施要
綱

6,000 ・住戸所有者 6 名

218 子供の貧困対策支援事業 ・子供の貧困対策支援事業実施要綱 17,450 ・5 区市町村

219 保育所等ＩＣＴ化推進事業 ・保育所等におけるＩＣＴ化推進事業実施要綱 783,715 ・25 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

220 民有地マッチング事業 ・民有地マッチング事業補助要綱 8,262 ・3 区市町村
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

221 保育従事職員資格取得支援事業
・東京都現任保育従事職員等資格取得支援事業補助要綱
・東京都現任保育従事職員等資格取得支援事業補助要綱/保育
士試験による資格取得支援事業

2,383 ・11 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

222 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 ・東京都保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱 2,778,656 ・43 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

223 保育士養成施設に対する就職促進支援事業 ・保育士養成施設に対する就職促進支援事業実施要綱 127 ・指定保育士養成施設 1 施設(指定保育士養成施設に支出)

224 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 ・ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱 43,375 ・25 市町村

225 ひとり親家庭等生活向上事業 ・ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱 161,944 ・20 区市

226 小児慢性特定疾病等（養育） ・東京都未熟児養育医療事業負担金交付要綱 150,970 ・58 区市町村

227 小児慢性特定疾病等（育成） ・東京都自立支援医療（育成医療）事業負担金交付要綱 14,207 ・58 区市町村

228
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
補助

・東京都小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補
助金交付要綱

1,901 ・26 区市町村

229 入院助産 ・児童福祉法第55条 58,821 ・47 区市

230 出産・子育て応援事業 ・出産・子育て応援事業実施要綱 1,160,631 ・41 区市町村

231 子供の居場所創設事業 ・子供の居場所創設事業補助金交付要綱 67,182 ・2 区市町村

232
児童養護施設等の生活向上のための環境改善事
業

・児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助要綱 114,465
・6 区市町村
・社会福祉法人 14 法人
・養育家庭等 18 家庭

233
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事
業）

・乳児家庭全戸訪問事業実施要綱 192,163 ・54 区市町村

234 養育支援訪問事業 ・養育支援訪問事業実施要綱 100,694 ・51 区市町村
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

235
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー
ト・センター事業）

・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セン
ター事業）実施要綱

186,377 ・51 区市町村

236 子育て短期支援事業 ・子育て短期支援事業実施要綱 53,536 ・51 区市町村

237 子育てひろば事業（地域子育て支援拠点事業） ・子育てひろば事業（地域子育て支援拠点事業）実施要綱 999,458 ・47 区市町村

238 子供を守る地域ネットワーク機能強化事業 ・子供を守る地域ネットワーク機能強化事業実施要綱 40,289 ・47 区市町村

239 実費徴収に係る補足給付を行う事業 ・実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 556 ・12 区市町村

240 利用者支援事業 ・利用者支援事業実施要綱 495,885 ・47 区市町村

241 利用者支援体制強化事業 ・利用者支援体制強化事業補助要綱 93,747 ・19 区市町村

242 地域少子化対策重点推進強化交付金事業 ・地域少子化対策重点推進交付金交付要綱 3,354 ・4 区市町村

243 児童養護施設の助成

・あけの星学園建物維持管理経費補助金交付要綱
・伊豆長岡学園建物維持管理経費補助金交付要綱
・品川景徳学園建物維持管理経費補助金交付要綱
・二葉むさしが丘学園建物維持管理経費補助金交付要綱

3,653 ・社会福祉法人 4 法人

244 網代ホームきずな建物維持管理等 ・網代ホームきずな建物維持管理等経費補助金交付要綱 5,493 ・（社福）多摩同胞会

245 母子の保護委託
・児童福祉法第55条
・産休等代替職員費補助金交付要綱

600,520 ・48 区市

246
民間社会福祉施設サービス推進費（児童福祉施
設）

・東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱 2,960,939 ・社会福祉法人等 85 法人

247
グループホーム・ファミリーホーム設置促進事
業

・東京都グループホーム・ファミリーホーム設置促進事業補
助要綱

232,974 ・社会福祉法人 26 法人

248 専門機能強化型児童養護施設制度 ・東京都専門機能強化型児童養護施設運営費補助要綱 541,373 ・社会福祉法人等 44 法人

249 自立支援強化事業 ・自立支援強化事業補助要綱 301,075 ・社会福祉法人等 49 法人
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平成29年度　補助金等の支出状況　（福祉保健局）

No. 事業名 根拠規定
平成29年度

決算
（千円）

支出先

250 サテライト型児童養護施設事業 ・東京都サテライト型児童養護施設運営費補助要綱 20,877 ・社会福祉法人等 2 法人

251 乳児院の医療体制整備事業 ・乳児院の医療体制整備事業補助要綱 46,718 ・社会福祉法人等 2 法人等

252 乳児院の家庭養育推進事業 ・乳児院の家庭養育推進事業補助要綱 84,905 ・社会福祉法人等 6 法人等

253 養育家庭制度 ・東京都養育家庭自立援助事業補助要綱 2,490 ・養育家庭等 42 家庭

254 里親委託交流経費補助事業 ・東京都里親委託交流事業補助要綱 5,181 ・養育家庭等 70 家庭

255 施設型給付（保育所） ・子ども子育て支援法６７条 28,169,525 ・54 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

256 施設型給付（認定こども園） ・子ども子育て支援法６７条 1,082,271 ・51 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

257 地域型保育給付（小規模保育事業） ・子ども子育て支援法６７条 3,514,895 ・46 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

258 地域型保育給付（家庭的保育事業） ・子ども子育て支援法６７条 924,368 ・40 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

259 地域型保育給付（事業所内保育事業） ・子ども子育て支援法６７条 313,763 ・42 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

260 地域型保育給付（居宅訪問型保育事業） ・子ども子育て支援法６７条 161,348 ・16 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

261 特例保育事業 ・子ども子育て支援法６７条 7,235 ・3 村(村を通じて保育事業者に支出)

262 保育環境改善等事業 ・東京都保育環境改善等事業実施要綱 4,401 ・4 区市町村

263 延長保育事業 ・延長保育事業実施要綱 869,717 ・51 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

264 東京都保育士等キャリアアップ補助 ・東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 22,164,532
・社会福祉法人等立の保育所 1058 保育所
・50区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

265 保育サービス推進事業 ・東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱 7,896,186 ・社会福祉法人等立の保育所 1063 保育所
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266 保育体制強化事業 ・保育体制強化事業補助要綱 86,520 ・9 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

267 保育補助者雇上強化事業 ・保育補助者雇上強化事業交付要綱 38,308 ・4 区市町村

268 多様な事業者の参入促進・能力活用事業等 ・新規参入施設への巡回支援事業補助要綱 9,640 ・9 区市町村

269 待機児童解消区市町村支援事業 ・待機児童解消区市町村支援事業補助要綱 23,377,925 ・41 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

270 病児保育事業費補助 ・東京都病児・病後児保育事業補助要綱 587,679 ・50 区市町村(区市町村を通じて事業者にも支出)

271 家庭的保育事業（都） ・区市町村が行う家庭的保育事業等に対する都補助要綱 139,337 ・10 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

272 開設前賃借料補助（小規模保育） ・小規模保育支援事業補助要綱 63,460 ・10 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

273 事業所内保育施設支援事業
・地域型保育事業（事業所内保育事業）支援事業補助金交付
要綱
・事業所内保育施設支援事業補助要綱

134,305
・11 事業者
・4 区市町村

274 院内保育施設運営費 ・院内保育事業運営費補助金交付要綱 400,825 ・121 事業者

275 認証保育所 ・東京都認証保育所運営費等補助要綱 3,661,367 ・28 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

276 認可化移行総合支援事業 ・東京都認可化移行総合支援事業補助金交付要綱 90,910 ・6 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

277 認可外保育施設利用支援事業 ・東京都認可外保育施設利用支援事業補助要綱 2,926,778 ・50 区市町村(区市町村を通じて利用者に支出)

278
定期借地権利用による認可保育所等整備促進事
業

・定期借地権利用による認可保育所等整備促進事業補助要綱 319,302 ・4 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

279 借地を活用した認可保育所等設置支援事業 ・借地を活用した認可保育所等設置支援事業補助要綱 67,845 ・2 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

280 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業 ・賃貸物件による保育所の開設準備経費補助要綱 1,552,736 ・28 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)
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281 保育所等賃借料補助事業 ・保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱 4,626,737 ・36 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

282 来日外国人女性緊急保護事業補助 ・東京都来日外国人女性緊急保護事業補助要綱 7,200 ・社会福祉法人等 1 施設

283 婦人保護施設退所者自立生活援助事業補助 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱 7,053 ・社会福祉法人 4 施設

284 新生寮建物維持管理経費の助成 ・救世軍新生寮建物維持管理経費補助金交付要綱 1,445 ・（社福）救世軍社会事業団

285
民間社会福祉施設サービス推進費（婦人保護施
設）

・東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱
（婦人保護施設）

105,167 ・社会福祉法人等 6 施設

286 児童福祉施設等整備費補助

・次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱
・児童館環境整備事業補助要綱
・学童クラブ整備費補助要綱
・児童福祉施設等整備費補助要綱
・東京都グループホーム・ファミリーホーム整備費補助要綱

2,344,224
・社会福祉法人等 54 法人
・17 区市町村

287 病児保育施設整備費補助 ・病児保育施設整備費補助金補助要綱 48,689 ・3 区市町村(区市町村を通じて事業者に支出)

288 多様な主体による保育所緊急整備事業 ・多様な主体による保育所緊急整備事業補助要綱 112,409 ・1 区市町村(区市町村を通じて事業者に支出)

289 保育所緊急整備事業 ・保育所緊急整備事業補助要綱 1,077,501 ・7 区市町村(区市町村を通じて事業者に支出)

290 認定こども園整備事業 ・平成29年度認定こども園整備事業補助要綱 125,820 ・1 区市町村(区市町村を通じて事業者に支出)

291 被災者支援総合交付金 ・被災者支援総合交付金交付要綱 1,190 ・2 区市町村

292 認可保育所家賃補助事業 ・賃貸物件による保育所整備事業補助要綱 22,245 ・2 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

293 賃貸物件による保育所整備事業 ・賃貸物件による保育所整備事業補助要綱 16,974 ・2 区市町村(区市町村を通じて保育事業者に支出)

294 医療的ケア児保育支援モデル事業 ・医療的ケア児保育支援モデル事業費補助金交付要綱 74 ・1 区市町村
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295 重大事故防止のための巡回支援指導事業 ・重大事故防止のための巡回支援指導事業費補助金交付要綱 124,606 ・12 区市町村

296 婦人保護施設 ・児童福祉施設等整備費補助要綱 1,350 ・社会福祉法人 1 法人

297
介護職員等によるたんの吸引等のための研修事
業（障害者施策推進部）

・喀痰吸引等登録研修機関開設準備経費支援事業実施要綱 836 ・登録研修機関 2 事業者

298 企業ＣＳＲ等連携促進事業 ・企業ＣＳＲ等連携促進事業実施要綱 25,736 ・（社福）東京都社会福祉協議会

299 心身障害者福祉手当 ・東京都心身障害者福祉手当に関する条例 6,897,081 ・39 市町村

300 居宅介護等事業

・障害者総合支援法第九十四条
・区市町村特別支援事業補助要綱
・地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補
助金交付要綱

9,405,571 ・61 区市町村

301 重度脳性麻痺者介護事業（家族介護） ・東京都重度脳性麻痺者介護事業運営要綱 524,313 ・44 区市町村

302 障害者（児）ショートステイ事業 ・障害者総合支援法第九十四条 1,178,507 ・61 区市町村

303 短期入所開設準備経費等補助事業 ・短期入所開設準備経費等補助金交付要綱 4,286 ・指定短期入所事業所 9 施設

304 障害者グループホーム事業 ・障害者総合支援法第九十四条 5,009,261 ・61 区市町村

305 障害者グループホーム事業
・東京都知的・身体障害者等グループホーム等開設準備経費
等補助金交付要綱

27,820 ・グループホーム 45 施設

306 障害者自立生活支援事業
・障害者自立生活支援事業（障害者参加型サービス活用事
業）実施要綱

22,000 ・5 区市町村

307 身体障害者（児）に対する補装具の給付 ・障害者総合支援法第九十四条 691,405 ・61 区市町村

308 身体障害者に対する更生医療給付 ・障害者総合支援法第九十四条 5,535,130 ・58 区市町村

309 重度身体障害者在宅パソコン講習事業 ・東京都重度身体障害者在宅パソコン講習事業運営要綱 5,886 ・1 団体
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310 点字図書館運営費補助 ・点字図書館の運営に対する補助金交付要綱 220,469 ・点字図書館 4 館

311 在宅視覚障害者福祉事業 ・東京都在宅視覚障害者福祉事業運営要綱 23,183 ・1 団体

312 聴覚障害者情報提供施設運営費補助 ・点字図書館の運営に対する補助金交付要綱 48,253 ・聴覚情報提供施設 1 施設

313 外国語手話普及啓発事業 ・東京都外国語手話普及促進事業補助金交付要綱 9,075 ・2 法人

314 心身障害者福祉行事
・「障害者週間」記念の集い　ふれあいフェスティバル補助
要綱
・ふれあいコンサート実施要綱

6,475 ・1 法人

315 療養介護事業 ・障害者総合支援法第九十四条 1,373,791 ・56 区市町村

316 サービス利用計画作成費支給事業 ・障害者総合支援第九十四条 658,400 ・61 区市町村

317 高次脳機能障害者支援普及事業
・平成29年度区市町村高次脳機能障害者支援促進事業実施交
付要綱

81,758 ・40 区市町村

318 障害者社会参加推進センターの助成 ・東京都社会参加推進センター事業補助要綱 6,608 ・社会参加推進センター

319 盲ろう者支援センター等事業 ・東京都盲ろう者通訳・介助者養成研修事業補助金交付要綱 28,574 ・盲ろう者支援センター

320 オストメイト社会適応訓練事業 ・東京都オストメイト社会適応訓練事業運営要綱 1,075 ・1 法人

321 盲人ホーム運営費補助 ・盲人ホームの運営に対する補助金交付要綱 20,087 ・盲人ホーム 3 施設

322 精神障害者福祉ホームＡ型運営費補助 ・東京都精神障害者福祉ホームＡ型運営費等補助金交付要綱 50,678 ・精神障害者福祉ホームＡ型 4 施設

323 区市町村地域生活支援事業 ・障害者総合支援法第九十四条 2,356,674 ・61 区市町村

324 障害者施策推進区市町村包括補助事業 ・障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 12,091,083 ・58 区市町村
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325 障害者支援施設等給付費都負担分 ・障害者総合支援法第九十四条 28,569,507 ・61 区市町村

326 身体障害者施設の助成 ・多摩療護園建物維持管理経費補助金交付要綱等 121,445 ・社会福祉法人 7 法人

327
民間社会福祉施設サービス推進費補助（障害者
支援施設）

・東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱等 12,638,847 ・障害者支援施設 213 施設

328 知的障害者施設の助成
・各福祉園建物維持管理経費補助金交付要綱
・生活実習所運営経費補助金交付要綱等

299,526 ・社会福祉法人 10 法人

329 障害児通所支援事業 ・児童福祉法 7,400,190 ・55 区市町村

330
民間社会福祉施設サービス推進費補助（障害児
施設）

・東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱 1,572,105
・福祉型障害児入所施設 14 施設
・医療型障害児入所施設 11 施設

331
定期借地権の一時金に対する補助（障害者施策
推進部）

・定期借地権利用による障害福祉サービス事業所等整備促進
事業補助要綱

27,756
・社会福祉法人 4 法人
・特定非営利活動法人 1 法人

332 借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業 ・借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業補助要綱 15,519
・社会福祉法人 8 法人
・特定非営利活動法人 9 法人

333 老人性認知症疾患専門病棟運営費補助 ・東京都老人性認知症専門病棟運営費補助金交付要綱 73,022 ・精神科病院 7 病院

334 入院患者診査
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく報告書
等報告業務補助金交付要綱

61,437 ・精神科病院 102 病院

335 精神障害者早期退院支援事業 ・精神障害者早期退院支援事業交付要綱 7,291 ・精神科病院 27 病院

336 精神保健福祉士配置促進事業 ・精神保健福祉士配置促進事業補助金交付要綱 108,000 ・精神科病院 30 病院

337 障害者（児）施設整備助成 ・障害者（児）施設整備費補助要綱 5,865,482 ・社会福祉法人 23 法人

338
障害者（児）施設整備助成
<障害者通所施設等緊急整備費>

・障害者通所施設等整備費補助要綱 653,381
・社会福祉法人 23 法人
・特定非営利活動法人 10 法人
・一般社団法人 3 法人

339 障害者（児）施設整備助成 ・受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金交付要綱 20,228 ・就労継続支援Ｂ型事業所 21 施設
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340 障害者（児）施設整備助成 ・グループホーム等安全対策事業補助金交付要綱 76,431
・共同生活援助事業所 49 施設
・短期入所事業所 8 施設

341 障害者（児）施設整備助成
・障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金交付要綱（障害
者支援施設等）

161,073
・社会福祉法人 38 法人
・一般財団法人 1 法人

342 医薬分業の推進等 ・医薬分業推進事業補助金交付要綱 5,000 ・（公社）東京都薬剤師会

343 身近な健康相談システムの構築 ・医薬品の適正使用推進事業補助金交付要綱 750 ・（公社）東京都薬剤師会

344 薬学振興助成等 ・薬学技術振興事業補助金交付要綱 9,000 ・（公社）東京都薬剤師会

345 薬物乱用防止推進協議会助成等 ・薬物乱用防止推進事業助成金交付要綱 7,210 ・東京都薬物乱用防止推進協議会

346 生活衛生営業指導センター運営費
・生活衛生関係営業対策事業費補助金交付金要綱
・(公財）東京都生活衛生営業指導センター生活衛生関係営業
振興事業費補助金交付要綱

71,139 ・（公財）東京都生活衛生営業指導センター

347 獣医公衆衛生学術振興 ・獣医公衆衛生学術振興事業補助金交付要綱 430 ・（公社）東京都獣医師会

348 感染症対策強化事業
・東京都感染症指定医療機関感染防御体制強化事業費補助金
交付要綱
・東京都医学総合研究所運営費補助金交付要綱

112,411
・（公財）医学総合研究所
・病院 4 施設

349 新型インフルエンザ対策 ・東京都医学総合研究所運営費補助金交付要綱 197,449 ・（公財）東京都医学総合研究所

350 感染症医療対策
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第60条第２項
・東京都感染症指定医療機関運営事業費補助金交付要綱

123,451 ・病院 8 施設

351 エイズ対策（医療体制の整備） ・エイズ診療従事者臨床研修派遣事業実施要綱 192 ・診療所 2 施設

352 予防接種健康被害者救済措置 ・予防接種法第22条第2項 193,885 ・36 区市町村
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353
結核予防費補助
（私立学校等）

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第60条

72,304
・学校 297 校
・99 施設

354 ハンセン病対策 ・東京都出身ハンセン病入所者見舞金等支給要領 110 ・入所者 11 人

355 感染症診療協力医療機関整備事業
・保健衛生施設・設備整備費国庫補助金交付要綱
・東京都感染症診療医療機関施設・設備整備費補助金交付要
綱

4,000 ・医療機関 1 施設

356 簡易水道事業等補助 ・東京都簡易水道事業等助成規則 1,085,518 ・10 市町村
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