
今月の数字 杉並区公表資料 書籍紹介 HP紹介 視察報告等その他

第９９号 平成２５年７月 夏休み子ども向け催し情報カレンダー２０１３ 『「社会を変える」を仕事にする』 選挙特集（参議院議員選挙）

シンポジウム参加報告：　「日経ソーシャルイニシ

アチブ大賞」表彰式・記念シンポジウム

第９８号 平成２５年６月 『日本人というリスク』

①選挙特集（東京都議会議員選挙）

②保育ホッとナビ

第９７号 平成２５年５月 杉並区まちづくり基本方針（案） 『２０１３年の論点１００』『日本の論点２０１２』 ストレスマウンテン

第９６号 平成２５年４月 杉並区が管理する橋の数 橋梁白書 『海賊とよばれた男（上・下）』 MEXT子どもエデュテイメントコンテンツ

第９５号 平成２５年３月

５年前に比べた、平成２５年度の認可保育所入園申

込者数

①『「維新」する覚悟』

②『クオリティ国家という戦略』

ひなぎく 写真展紹介：忘れてはいけないこと５

第９４号 平成２５年２月 平成２５年度　杉並区一般会計予算（案）の予算額 平成２５年度　区政経営計画書 『日本の選択』

第９３号 平成２５年１月 通学路で新たな安全対策が必要となった箇所数 通学路の緊急合同点検の実施結果 『朽ちるインフラ』 施設白書２０１０

第９２号 平成２４年１２月

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の

ための、杉並区の補正予算額

①都知事選挙及び衆議院議員選挙の結果

②区民等の意見提出手続き

第９１号 平成２４年１１月 都知事選挙のための、杉並区の補正予算額

杉並区における東日本大震災発生後の対応と主な防

災対策への取組

『これからの人生　お金に困らない本』

第９０号 平成２４年１０月 『商店街はなぜ滅びるのか』

①Ｔｏｋｙｏ障スポ・ナビ

②東京ラーメンショー２０１２

第８９号 平成２４年９月 平成２３年度杉並区各会計決算審査意見書　他 『大国の興亡（上・下）』 政党一覧

第８８号 平成２４年８月 昨年の区議会議員選挙における、２０代の投票率 杉並の選挙だより 『日本の偉人１００人（上・下）』

第８７号 平成２４年７月 『通貨を考える』 杉並区区制施行８０周年記念事業公式サイト

第８６号 平成２４年６月

杉並区立小における、金環日食早朝観察会を実施し

た校数

『コマのつぶやき』 ロンドンオリンピック

第８５号 平成２４年５月 杉並区における、全世帯数に占める一人世帯の割合 杉並区統計書 『単身急増社会の衝撃』　他３冊

第８４号 平成２４年４月 『日本の難点』　他２冊 ご当地ナンバープレート

第８３号 平成２４年３月 杉並区立図書館で最も予約の多い本の予約件数 『障害者の経済学』 杉並区立図書館ＨＰ

第８２号 平成２４年２月 平成２４年「成人祝賀のつどい」対象者数 平成２４年度区政経営計画書 『税と社会保障の抜本改革』

第８１号 平成２４年１月

①：『世代間格差』他２冊

②：『体制維新－大阪都』他１冊

第８０号 平成２３年１２月 各種の区民意見提出手続き 『リーダーシップ』 平塚市「こころの体温計」

第７９号 平成２３年１１月 杉並区基本構想答申案 『県庁おもてなし課』 議案等の議員別審議結果一覧

第７８号 平成２３年１０月 杉並区の、市区町村別人口数の順位（多い方から） 保育園入園のご案内

『ラーメン屋の看板娘が経営コンサルタントと手を組ん

だら』

第７７号 平成２３年９月 住民一人当たりの純行政コスト（平成２２年度：杉並 平成２２年度杉並区各会計決算審査意見書 『創造的福祉社会』

第７６号 平成２３年８月 『永遠の０（ゼロ）』 環境省熱中症予防情報サイト

第７５号 平成２３年７月 在宅医療相談調整窓口のご案内 『先送りできない日本』

第７４号 平成２３年６月 杉並区議会本会議１時間当たりの会議コスト（人件 区内放射線量の測定

第７３号 平成２３年５月 杉並区議選において、前回より減少した投票者数 『Ｍ８』他３冊

第７２号 平成２３年４月 東京都知事選挙における期日前投票数（杉並区） 『デフレの正体』 杉並区議会議員選挙特集（区公式ＨＰ）

第７１号 平成２３年３月

①：杉並区の地震対応

②：災害用伝言ダイヤル等

第７０号 平成２３年２月 平成２３年度杉並区一般会計予算額（案） 平成２３年度予算の編成方針とその概要 高円寺演芸祭

第６９号 平成２３年１月 新基本構想の策定に向けて 『Leaders　of　Japan』

第６８号 平成２２年１２月 ごみ収集の集積所数 杉並区の清掃事業 『生活保障』 新語・流行語大賞

第６７号 平成２２年１１月 杉並区自治基本条例パンフレット 『日本人へ』（リーダー篇　及び　国家と歴史篇） Ｙａｈｏｏ！ニュース　－　クリックリサーチ　－

第６６号 平成２２年１０月 杉並区２１世紀ビジョン（杉並区基本構想） 『告白』『東京島』 決算特別委員会録画中継

第６５号 平成２２年９月 杉並区の会計規模 杉並区各会計決算審査意見書　他 『地域再生の罠』『地域再生の新戦略』 ボートマッチ

第６４号 平成２２年８月 杉並区で救急搬送された傷病者数（平成２０年） 杉並区における地域医療体制の充実に向けて

『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マ

ネジメント』を読んだら』

東京ＷＥＢ写真館

第６３号 平成２２年７月 今回の区長選挙の無効投票数 参議院選挙比例代表候補者別得票数

第６２号 平成２２年６月 選挙に伴うポスター掲示場数 『これが「教養」だ』

第６１号 平成２２年５月 「みんながまた来たくなるお店づくり」 『不毛地帯（１～４）』 いってきまっぷ

第６０号 平成２２年４月 杉並区への転入者数（平成２０年度） 『文藝春秋５月号』 視聴率ランキング

第５９号 平成２２年３月

区立学校で、最も学級閉鎖が長かったクラスの学級

閉鎖日数

『インフルエンザは征圧できるのか』

第５８号 平成２２年２月 平成２２年度杉並区一般会計予算（案） 杉並区減税基金条例（案） 『ピコラエヴィッチ紙幣』 区議会日程

第５７号 平成２２年１月 区内の子ども手当対象者数（平成２１年３月３１日現 中学生の飲酒・喫煙・薬物に関する調査結果 『組織の盛衰』

第５６号 平成２１年１２月

①『地方議員』

②『４７都道府県これマジ！？条例集』

①杉並区議会議長交際費

②杉並区議会「議会改革に関する検討調査部会」会

議録

第５５号 平成２１年１１月 杉並区減税自治体構想研究会報告書 『「減税自治体」実現への道』 杉並区の減税自治体構想

第５４号 平成２１年１０月

新型インフルエンザ及び肺炎球菌ワクチン接種公費

助成額

『戦後日本の宰相たち』他 杉並区インフルエンザ対策

第５３号 平成２１年９月 敬老会・半寿顕彰式典への来場者数 『ワイルド・スワン(上・下)』他 杉並区立図書館

第５２号 平成２１年８月 『奇跡のリンゴ』 各政党のＨＰ 映画紹介「意志の勝利」

第５１号 平成２１年７月 メルマガ第１号～５０号を振り返る

第５０号 平成２１年６月 生活保護世帯数 区政への主な意見と回答

『現代の貧困』

『子どもの貧困』

深海ワンダー

第４９号 平成２１年５月 定額給付金の申請書受領状況 新型インフルエンザ対策緊急推進プラン 『資本主義はなぜ自壊したのか』 厚生労働省の新型インフルエンザ対策

第４８号 平成２１年４月 ごみ集積所数

『日本沈没（上・下）』

『日本沈没第二部』

地図情報

第４７号 平成２１年３月 全国の骨髄提供希望者（ドナー）登録者数 平成２１年度区政経営計画書 『坂の上の雲（１～８）』 骨髄バンク　及び　ドナーズネット

第４６号 平成２１年２月 都議選及び衆議院選の経費

『サービスを超える瞬間』

『絆が生まれる瞬間』

スペシャルオリンピックス特集２００９

第４５号 平成２１年１月 報道機関への情報提供数 杉並区緊急経済対策 『政治とケータイ』 東京都の花粉情報

第４４号 平成２０年１２月 杉並区の離婚数 平成２０年杉並区政１０大ニュース 『散るぞ悲しき　硫黄島総指揮官・栗林忠道』 杉並区動画コーナー

第４３号 平成２０年１１月

小学校入学にあたり、指定校以外への入学を希望し

た申請者の割合

学校希望制度の申請状況 『見えないアメリカ－保守とリベラルのあいだ－　』 ふたくす

第４２号 平成２０年１０月 将来にわたる財政負担額 ざいせい２００８ 『なぜ、改革は必ず失敗するのか』 無料のクリップアート

第４１号 平成２０年９月 土曜議会の開催を知っていた区民の割合 『もう、国には頼らない。』 岩田いくまのホームページ

第４０号 平成２０年８月 すぎ丸バスの年間乗車人員 杉並区自治基本条例の見直しに関する検討結果 『自治・議会基本条例論』 北京オリンピック公式動画サイト
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第３９号 平成２０年７月 住基ネット訴訟の訴訟費用 杉並区耐震改修促進計画 『自治体の政策創造』 花火カレンダー２００８

第３８号 平成２０年６月 たばこ税収入 『自由と規律』 杉並区公式HP

第３７号 平成２０年５月 学年単学級（１学年１クラス）がある学校数 杉並区史跡めぐり

『組織再生』

『小説会計監査』

第３６号 平成２０年４月 新しい「ごみの分け方・出し方」と「収集曜日」 視察報告（大阪市、神戸市、三重県）

第３５号 平成２０年３月 この１年で増えた区内の０～５歳児数 教育ビジョン推進計画 『大人の見識』 杉並区の提携都市

第３４号 平成２０年２月 台東区が実施している土曜議会の初回の傍聴者数

『トップコンサルタントがＰＴＡ会長をやってみた　～発

想力の共育法』

あらたにす

第３３号 平成２０年１月 杉並区の２０歳の人口 『民主主義という不思議な仕組み』 杉並区の歩み

第３２号 平成１９年１２月 平成１９年杉並区政１０大ニュース 『裸でも生きる』 今年の漢字

第３１号 平成１９年１１月 報道機関への情報提供数 平成２０年度予算編成に関する基本方針 『首都直下地震＜震度７＞』 日本郵便

第３０号 平成１９年１０月 区民のマイバッグ等持参率 杉並区レジ袋有料化推進条例検討会報告書 『国家の罠』 防犯ボランティアフォーラム２００７

第２９号 平成１９年９月 杉並区実施計画（平成２０～２２年度）

首相の辞意表明に関して

自治体政策実践フォーラム

第２８号 平成１９年８月 杉並区議会議員の平均期数 小中学校適正配置のための再編構想 『幼児化する日本社会』

第２７号 平成１９年７月 広報すぎなみ 杉並区の安全・安心情報 自治体総合フェア２００７

第２６号 平成１９年６月 『自助論』 自治体政策実践フォーラム

第２５号 平成１９年５月 杉並区コールセンター対応件数 『男子の本懐』 杉並区コールセンターのＦＡＱ

第２４号 平成１９年４月 東京都知事選挙の投票率 ストレスチェック

第２３号 平成１９年３月 杉並区長・区議選における公営ポスター掲示場数 杉並区組織機構図 『だから、改革は成功する』

第２２号 平成１９年２月 学校給食民間委託に伴う１校あたりのコスト削減額 平成１９年度当初予算（案）の事業概要

『ウェブ進化論』

『グーグル』

『文系のための「Ｗｅｂ２．０」入門』

グーグルマップ

第２１号 平成１９年１月 平成１９年元旦に杉並区役所が受け取った婚姻届出 『選択の自由』 すぎなみ子育てサイト

第２０号 平成１８年１２月 町別人口密度

『前人木を植え、後人涼を楽しむ　－杉並改革手帖－』

『談合業務課』

『談合の経済学』

『公共事業を、内側から変えてみた』

キッズコーナー「すぎなみくぎかいバスツアー」中の「区

議会クイズ」

第１９号 平成１８年１１月 町別面積 『半島を出よ（上・下）』 生活習慣病予防コンピュータ診断『ライフチェッカー』 視察報告（長崎県佐世保市、熊本県熊本市）

第１８号 平成１８年１０月 １年間の杉並区議会傍聴者数 平成１７年度主要施策の成果 『子供の「脳」は肌にある』 食生活バランスコンピューター診断『フードチェッカー』

第１７号 平成１８年９月 高円寺阿波おどりの見物客数 『ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り　街づくりＮＰＯの経営学』 都内各地のＹＯＳＡＫＯＩソーラン大会

第１６号 平成１８年８月 JR荻窪駅の年間乗車人員 駅別乗車人員及び降車人員

『戦争を知らない人のための　靖国問題』

『靖国問題』

ウィキペディア

第１５号 平成１８年７月 『教育基本法はどこへ』 教育基本法改正案等

第１４号 平成１８年６月 杉並区で最も年齢別人口が多い年齢 町丁、年齢（各歳）別人口 『「インテリジェンス」を一匙』

日経プラス１フォーラム「子どものコミュニケーショ

ン能力の育成　～私たち親が子どもに出来ること

第１３号 平成１８年５月 杉並公会堂の大ホールの客席数 区長の行動日程、議長の活動記録 『沈まぬ太陽（全５巻）』 杉並公会堂

第１２号 平成１８年４月 杉並区の基金残高 杉並区資金管理方針

『日本改造計画』

『るるぶ杉並区』

第１１号 平成１８年３月 区民レスキュー（救急協力員）登録者数 すぎなみ地域大学１８年度募集案内 『県庁の星』 全国書店ネットワーク「ｅ－ｈｏｎ」他

第１０号 平成１８年２月 杉並区の平成１８年度一般会計予算 平成１８年度当初予算（案）の事業概要 ニュートラ「適性・適職診断」他 視察報告（東京ガス　防災供給センター　他）

第９号 平成１８年１月 杉並区内の畜犬登録数 動物との共生を考える懇談会報告 『職業としての政治』 自治体議会政策学会

第８号 平成１７年１２月 杉並区在住の職員数 東京における新たな自治制度を目指して 『東京人　１月増刊』 国立公文書館　アジア歴史資料センター

第７号 平成１７年１１月 杉並区が保有する建物の延面積 施設白書 『三本の矢（上・下）』 品川区の子育てポータルサイト

第６号 平成１７年１０月 杉並区公式ＨＰへの年間アクセス件数 平成１７年度杉並区行政評価速報版 『小説ヘッジファンド』 電報申し込みサイト「Ｄ－ＭＡＩＬ」

第５号 平成１７年９月 東京国際フォーラムの建設費 都財政が直面する課題 『歴史の使い方』 経路・料金探索「Yahoo!路線情報」

第４号 平成１７年８月 杉並区の合計特殊出生率 杉並区子ども・子育て行動計画

『幼児期』

『２才児　イヤイヤ期の育て方』

若者向け仕事情報「Job　Job　World」

第３号 平成１７年７月 杉並区の総合震災訓練への区民の参加率 区政に関する意識と実態 『市町村崩壊　破壊と再生のシナリオ』 天気予報

第２号 平成１７年６月 ２０歳代の投票率 選挙の記録

『ダイスをころがせ！（上・下）』

『選挙参謀』

防災・危機管理ｅ－カレッジ

第１号 平成１７年５月 杉並区議会議員の平均年齢 杉並区議会年報 『一言申しあげます。』 防犯に役立つＨＰ


