
予算編成にあたって
港区は、平成８年以降、かつてない財政危機に
対処するため財政の健全化に取り組み、さらに「財
政運営方針」を策定し、財政構造の質的な転換を
進めてきました。これらの取り組みの結果や人口
の都心回帰に伴う特別区民税収入の増加などによ
り、財政状況は着実に改善し、基金残高も過去最
高になるなど、先駆的施策や緊急課題に柔軟に対
応できる行政運営を進めていくための体力を着実
につけてきました。
区長は、昨年７月の施政方針において、区民に
信頼され、区民の身近にあって、区民の誇りを創
造する区政運営を推進することを基本姿勢と位置
づけ、「区民の誰もが誇りに思えるまち・港区」
の実現を目標に掲げました。平成１７年度予算では、
施政方針における主要な課題の基本的方向性であ
る「重点施策」とそのうち特に早急に取り組む必
要がある「最重点施策」について積極的に予算化
しました。
これらを踏まえ、平成１７年度予算は、効率的で
質の高い行政サービスを提供し、「区民の誰もが
誇りに思えるまち・港区」を実現する予算として
編成しました。予算の概要（全体像）は、図１のと
おりです。

港 区 長 武井 雅昭

平成１７年度予算案
は、国による「三位一
体改革」の推進や都区
制度の見直しなど港区
をめぐる社会制度の大
きな変革の中、区の現
状と将来を見据えなが
ら、検討を重ねた上で
まとめたものです。
予算総額は、１，２９７億３，３１４万４，０００円とな

りました。
本予算（案）は、２月２４日（木）から開会する
平成１７年第１回港区議会定例会に審議をお願
いするものです。
平成１７年度予算は、私が区長として初めて
編成した予算となります。
災害や犯罪から区民の皆さんの暮らしを守

る危機管理対策や次代の港区を担う子どもた
はぐく

ちを育む環境づくりなど、さまざまな課題に
緊急かつ積極的に対応し、施政方針でお示し
した「区民の誰もが誇りに思えるまち・港区」
の実現に向け、第一歩となる予算と確信して
います。
行財政改革の成果等により、これまで蓄え

てきた力を積極的に活用するとともに、今後
とも簡素で効率的な区政運営を心掛け、「区
民本位」で質の高い行政サービスを提供して
まいります。

◆一般会計◆
予算総額（表）は、９１５億円で、前年度に比べ、

４６億円、５．３％の増加となっています。
〈歳入〉（図２）
一般財源では特別区税、地方消費税交付金が増
加しています。特定財源では、財産収入、繰入金
が大幅に減少する一方で、（財）港区住宅公社への
貸付金の返還により諸収入が大幅に増加していま
す。
〈歳出〉（図３・図４）
土木費は、都市計画公園港南公園の整備などに
より前年度比約３４％の大幅増となっています。公
債費は平成１６年度に減税補てん債の満期一括償還
をほぼ終了したことにより約２１％の大幅な減とな
りました。
◆国民健康保険事業会計◆
予算総額（表）は、１５６億４，６９５万３，０００円で、前
年度に比べ、６億５，６３５万８，０００円、４．４％増加し
ています。
◆老人保健医療会計◆
予算総額（表）は、１３８億３，５３４万円で、前年度に
比べ、６，５０７万円、０．５％減少しています。
◆介護保険会計◆
予算総額（表）は、８７億５，０８５万１，０００円で、前年

度 に 比 べ、４億５，９０６万８，０００円、
５．５％増加しています。

平成１７年度予算案が決まりました
平成１７年度予算特集号

�3578‐2111（代） FAX 3578‐2034（区民広報課） http：//www.city.minato.tokyo.jp2.23平成１７年
（２００５年）

１予 算 特 集 号

問い合わせ

財政課 �内線２０９６～２１０３

表 財政規模 （単位：千円、％）

区 分
平成１７年度 平成１６年度 対前年度比較

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増 減 額 増減率

一 般 会 計 ９１，５００，０００ ７０．５ ８６，９００，０００ ７０．０ ４，６００，０００ ５．３

国民健康保険事業会計 １５，６４６，９５３ １２．１ １４，９９０，５９５ １２．１ ６５６，３５８ ４．４

老人保健医療会計 １３，８３５，３４０ １０．７ １３，９００，４１０ １１．２ △６５，０７０ △０．５

介 護 保 険 会 計 ８，７５０，８５１ ６．７ ８，２９１，７８３ ６．７ ４５９，０６８ ５．５

合 計 １２９，７３３，１４４ １００．０１２４，０８２，７８８ １００．０ ５，６５０，３５６ ４．６
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平平 成成１１７７年年 度度 のの 重重 点点 事事 業業

１ 安全で安心して暮らせる
地域社会づくりと危機管理対策

区民が安全で安心して暮らせるように、防災、防犯など危機管理の
ための施策を積極的に展開します。

（１）災害に強いまち
◆地域災害情報システム整備 ５，８６７万円
現行のアナログ式の無線通信から、デジタル式の無

線通信に変更することにより、データ交信をはじめと
したシステムの機能を強化し、災害時の情報連絡網の
確保や区民等への災害情報の提供を充実します。
◆建築物耐震診断・改修助成 １億２，１５１万円
これまでの耐震診断助成に加え、昭和５６年の新耐震基準前に建築された
木造住宅の一部を対象に耐震診断を無料で実施し、併せて、耐震改修の助
成を実施します。
◆区有施設の耐震補強事業 ５億８，９２７万円
耐震補強計画の前倒しも含め、補強が必要な区有施設の耐震補強を行い

ます。
◆都市型水害対策 １億５，９４７万円
台風や雷雨などの集中豪雨による都市型水害を抑制するため、車道舗装

および道路排水施設の浸透化工事を実施します。
◆細街路の整備検討 ２１７万円
防災上の観点や日常生活の利便性、また、電線類地中化のため、幅員４

�未満の区道を４�に拡幅整備するための基礎データの収集、分析等を行
い内部検討会を設けて整備方針を検討します。
◆区有施設劣化度診断 １億６，２７５万円
区有施設の保全計画等をデータベース化する際に、施設の現状（劣化度）
を調査し、防災上、建物の長寿命化、ライフサイクルコストの縮減等の観
点から修繕・更新優先度等の資料を作成します。
▼関連する事業（各事業の内容は、４ページ◆４やさしく快適にを参照）

◆市街地再開発事業 １２億２，８８４万円
◆赤坂九丁目貸付地等整備検討 ６６９万円
◆防災公園としての公園整備事業 ３０億６１５万円
注：公園整備事業（◆４やさしく快適に）のうち、防災活動拠点となる都市計画公園港南公園、

三田台公園の整備費を計上しています。

◆電線類地中化推進 ２億５，３２４万円
◆分譲マンション建替え支援 ２，０３４万円

（２）日々安心して暮らせるまち
◆区民の生活安全活動推進事業 次世代 ５，９８６万円
区民の生活安全の取り組みをさらに促進するため、生活安全行動計画の

策定、意識啓発冊子の配布、地域リーダー育成のための研修会などを行う
とともに、通学路を含めた防犯パトロールを充実します。
◆危機管理情報の迅速な提供 ５２万円
災害対策、生活安全、健康危機管理等の危機管理に関する情報を、区の

ホームページで迅速かつ総合的に提供します。
◆区有施設の防犯カメラの拡充 次世代 １億８，０７０万円
保育園、児童館等に防犯カメラを設置するとともに、小・中学校、幼稚

園に設置されている防犯カメラに、記録装置を追加し、区有施設の利用者
の安全を確保します。
◆施設利用者の健康危機管理 ２，３６９万円
施設利用者が心停止した場合、区施設から救急病院に収容するまで応急

処置ができるように、区内施設に自動体外式除細動器（※）を配置します。
※自動体外式除細動器：心機能が突然止まってしまった場合に電気ショックを与え応急処置
ができる機械

◆社会福祉施設等シックハウス対策 ２，３６８万円
港区有施設シックハウス対策ガイドラインに基づき、福祉会館、障害保

健福祉センター等の室内環境調査を行い、必要に応じて換気設備設置工事
を実施します。
◆架空請求対応相談 ９４万円
最近問題となっている振り込め詐欺などをはじめ、架空請求に関する臨

時窓口相談およびＰＲキャンペーンを５地域で実施し、消費者の意識啓発
を図ります。
▼関連する事業（事業の内容は、３ページ◆２次代の港区を担う子どもたちを育む
環境づくりを参照）

◆緊急用メール配信システム 次世代 １，３１４万円

２ 次代の港区を担う
子どもたちを育む環境づくり

～すくすく伸びやかに～
区立小・中学校の魅力向上をはじめ、子どもの教育環境を整えます。
また、働く親と家庭で子育て中の親への支援を充実し、次代の港区
を担う子どもが、すくすく伸びやかに育つ港区を創造します。

（１）子どもの学ぶ力を育むまち

区立小・中学校の魅力向上

◆自主的学習活動の支援 ３，４９１万円
子どもたちが学ぶ習慣を身につけ、学力の一層の向上を図るため、中学
校５校程度で継続的、系統的な学習の機会を提供し、基礎・基本の定着と
発展的な学習を支援します。
◆国際人育成事業 次世代 ３，７９０万円
英語を活用する実践的能力を養い、国際コミュニケーションの基礎を培
うとともに、国際理解を深め、国際人としての資質を育成します。さらに、
外国人等の教育を支援します。その準備として、英語の教科書や教材の作
成・教員養成プログラムの開発および研修を行います。
◆理科教育支援事業 次世代 ２，１５４万円
理科の授業で実験・観察等を支援する補助指導員を小学校に配置しま
す。理科・科学に関する実験・観察機器を教育センターに整備し、学校に
貸し出し、授業を支援します。
◆新教育センター整備に向けた検討 １５２万円
学識経験者等を含む検討委員会を設置し、新教育センターのあり方を検
討します。
◆区立小・中学校図書館の充実 次世代 １億５，３０４万円
子どもの健やかな育ちを支援し、国語力の育成、向上を図るため、学校
図書館を整備し、子どもの読書環境の向上をめざします。

◆子ども向け図書の充実 ６４６万円
�ブックスタート事業 （４６０万円） 次世代
乳幼児のいる保護者が集まる機会に、絵本を通じて親子が心を通わせる
ことの大切さを伝えるとともに、絵本を配布します。
�保育園 （８８万円） 幼稚園 （９８万円）
感性豊かな子どもを育成し、国語力を向上させるため、乳幼児期からの
読み聞かせなどの体験を通した読書の習慣を身につけられるよう公私立保
育園、認証保育所、公私立幼稚園の図書を充実します。
◆子ども読書活動推進計画策定 次世代 ６３４万円
子どもが自主的に読書活動を行い、健やかに成長できるよう「港区子ど
も読書活動推進計画」を策定します。
◆お台場干潟再生プロジェクト 次世代 ６５１万円
お台場干潟にアマモを定植させ、多様な生物の生育環境を整えます。水
質の浄化効果測定とともに、小学生を主体としたアマモの育成・植付け・
経過観察等の環境学習を実施します。

（２）安心して子育てできるまち
◆子ども医療費助成制度の充実 次世代 ５億５，８６３万円
これまでの小学校就学前までの乳幼児医療費助成に加
え、小学校１年生から中学校３年生までの子どもを養育す
る保護者を対象に、子どもの通院・入院医療費の自己負担
分（食事療養費負担分を含む）を助成します。

最 重 点 施 策 事 業

予 算 特 集 号２

次世代 とあるのは『港区次世代育成支援対策行動計画』計上事業です。
※行動計画では、平成１５年７月に制定された「次世代育成支援対策推進法」
の趣旨を踏まえ、港区におけるすべての子育て家庭および区民を対象に、
区が取り組むべき子育て支援の考え方と方向性・目標を定め、そのための
具体策を示しています。

平成17年（2005年）2月23日 予 算 特 集 号



重 点 施 策 事 業

◆区立保育園の改築・改修 次世代 ６億６４３万円＊
飯倉保育園の改築（平成１８年度末竣工予定）、赤坂保育園の大規模改修
（１７年度末竣工予定）を行い、定員拡大による待機児童の解消と保育環境
の充実を図ります。
＊経費は飯倉児童館から学童クラブへの改築分を含みます。

◆幼保一体化施設・児童高齢者交流施設建設
（芝浦アイランド公益施設整備） 次世代 ６億５，６５０万円
芝浦アイランド地区に幼稚園と保育園の機能を一体化した幼保一体化施

設、児童と高齢者が幅広くふれあい交流ができる児童高齢者交流施設を平
成１９年４月に開設します。協定に基づき、整備事業者に対し、設計費およ
び整備費の一部を支払います。
◆認証保育所保育料助成の拡充 次世代 ７，４５９万円
認可保育園への入園を希望している０歳から２歳までの

児童の保護者に対し、待機期間中の認証保育所保育料の一
部を助成します。
◆先駆型子ども家庭支援センターの設置 次世代 ６，０２０万円
シックハウス対策後の浜松町二丁目仮施設を活用し、先駆型子ども家庭

支援センターを開設します。子育て相談、子ども虐待防止等、子育て家庭
の支援事業を実施します。
◆出産費資金の貸付（国民健康保険） ５００万円
出産育児一時金の支払いまで時間がかかることから、出産費資金の貸し

付けを行います。被保険者の出産時の経済的負担を軽減し、子育てを支援
します。
◆乳幼児健康診査～虐待予防の取組み強化～ 次世代 ３，８４３万円
既存の健診を活用し、子どもだけではなく親の育児不安に対応し、虐待

につながりかねない状況を早期発見し、適切な支援ができるようなシステ
ムを構築します。
◆保健訪問指導の迅速化 次世代 ７０７万円
子育て支援や虐待予防の観点から、出産後早い時期に助産師等が家庭を

訪問し、母子の育児不安軽減や子育て支援を充実し、新生児訪問率の向上
を図ります。
◆放課後児童育成事業の拡大 次世代 １億３，９７６万円
学校の教室等に安全・安心して活動できる子どもの居場所を設け、子ど

もたちの放課後の時間に、地域の大人・退職教員等が、予習・復習、スポ
ーツのほか、さまざまな体験活動や地域住民との交流活動等を実施します。
◆緊急用メール配信システム 次世代 １，３１４万円
小・中学校、幼稚園の保護者が登録したメールア

ドレスに、各学校から緊急時の連絡事項を一斉に配
信する事業を開始します。
◆幼稚園児通園バスの運行 次世代 １，９２５万円
芝地域内において区立赤羽幼稚園までの通園距離がおおむね１�を超え

る園児等の通園手段を確保するため実施します。さらに、将来の区立幼稚園
配置計画の実施に向けて、通園手段等の基本的なあり方などを検討します。

３ いきいき健やかに
超高齢社会を迎える中で、高齢者も若い世代の人も、障害のある人
もない人も、誰もがいきいきと健やかに暮らせる港区を創造します。

◆介護予防の充実 ４，８０１万円
�高齢者閉じこもり予防事業 （３１１万円）
高齢者が健康で自立した生活ができるよう、転倒予防教室、地域リハビ

リ教室に加え、閉じこもりがちな男性高齢者のための料理教室を開催しま
す。
�地域型認知症予防事業（１７３万円）
認知症予防に関する講演会、脳機能検査、予防プログラムによる自主グ

ループの育成など、啓発事業や発症を遅らせる事業を実施します。
※区では、平成１７年１月から、従来の「痴呆」という表現を「認知症」に改めて使用しています。

�「おたっしゃ２１」健診事業 （８０万円）
虚弱傾向にある高齢者の介護予防健診を行い、老年症候群（生活機能低

下、転倒、失禁、軽度認知症など）を早期に発見し、適切な介護予防プロ
グラムを提供します。
�健康トレーニング事業 （１，３７０万円）
体操、軽スポーツ、レクリエーションなど介護予防に効果的な健康トレ

ーニング事業をすべての福祉会館（港南健康福祉館を含む全１８館）で実施
します。

�筋力向上トレーニング事業 （７２２万円）
高齢者向けに開発された機器を用いたトレーニング事業を実施します。
�在宅高齢者訪問保健指導 （１，９０２万円）
虚弱や寝たきりの高齢者に療養の方法や日常生活動作の訓練方法を指導
して、機能低下を防ぎ、健康保持増進を図ります。
�福祉会館職員地域訪問事業 （２４３万円）
福祉会館の職員が地域の高齢者宅を訪問し、館のＰＲ、地域の情報を発
信します。訪問を通じて、閉じこもりがちな高齢者の見守りを行います。
◆福祉会館事業・施設の充実 ６，０５２万円
�サロン講座、外出事業の実施 （２５万円）
既存の各種教室のみならず、新規利用者が参加しやすいサロン講座や外
出事業を実施し、魅力ある福祉会館事業を充実します。
�通信カラオケ機器の導入 （７２８万円）
高齢者の生きがい活動の支援と健康保持を願い、利用者に人気の高いカ
ラオケ教室を充実します。利用者が操作しやすく、選曲が自由にできる通
信カラオケ機器を機器更新に合わせて順次導入します。
�麻布福祉会館、高輪福祉会館の改築 （５，２９９万円）
麻布福祉会館（昭和３９年開設：保育園併設）の改築に向け、設計プロポ
ーザルによる基本設計の実施および仮施設の賃借を行います。また、高輪
福祉会館（昭和４８年開設：保育園等併設）の耐震補強計画を見直し、改築
に向け基本構想・基本計画を策定します。
�赤坂福祉会館耐震補強・大規模改修工事 （＊）
老朽化した赤坂福祉会館の耐震補強・大規模改修工事（平成１７年度末竣
工予定）を行います。
＊経費は最重点施策「災害に強いまち（区有施設の耐震補強事業）」に含みます。

◆住宅バリアフリー化による高齢者の在宅生活の支援 ７，６６２万円
�高齢者昇降機設置費助成 （１，９９８万円）
日常生活において上下階を移動する必要がある下肢に障害のある高齢者
が居住する住宅に、階段昇降機またはホームエレベーターを設置する経費
の一部を助成します。
�共同住宅バリアフリー化支援 （５，６６４万円）
高齢者が多く居住する共同住宅で、共用部分をバリアフリー化するとき
に、工事費用の一部を助成します。
◆高齢者虐待防止相談事業 ３０８万円
高齢者への虐待問題で悩んでいる区民が気軽に相談することができる相
談窓口を開設します。在宅介護支援センターの機能を強化した「地域包括
支援センター」事業として、平成１８年度から本格開始するための試験的事
業として実施します。
◆地域拠点型高齢者施設整備 ２億９，３９９万円
高齢者が住み慣れた地域でいきいきと自立した生活ができることを目的
とした地域拠点型高齢者施設を港南四丁目（平成１８年１月開設予定）と白
金三丁目（平成１９年２月開設予定）に整備するため、プロポーザル方式に
より選定した施設整備事業者に整備費を補助します。
◆仮称新橋六丁目保健福祉施設整備 １０億８，７００万円
平成１８年度の民設民営型保健福祉施設（特別養護老人ホーム、介護老人

保健施設、知的障害者入所・通所更正施設等）の開設に向け、区と基本協
定を締結している事業者に整備費を補助します。
◆高齢者・障害者緊急移送サービス援助事業 ２１８万円
現行の福祉キャブでは対応できない夜間の緊急時などにも利用が可能と
なる移送サービスを実施します。
◆障害者の就労支援の充実 ５，３１２万円
�障害者福祉事業団運営助成 （１，７３１万円）
障害者の就労促進をめざす障害者福祉事業団の運営費を助成し、障害者
が地域で自立して暮らしていけるよう支援します。
�障害保健福祉センター改修（障害者福祉事業団法人化支援）

（１，８６４万円）
障害者福祉事業団の社会福祉法人化に向け、基準に基づく施設整備のた
め、障害保健福祉センターの一部を改修します。
�障害者就労援助事業 （１，７１７万円）
障害者が安心して働き続けられるよう、就労援助事業を障害者福祉事業
団に委託して実施します。また、平成１６年度にオープンした区役所本庁舎
内福祉売店「はなみずき」を引き続き委託運営し、事業団の自主運営によ
る就労支援施設化をめざします。
◆精神障害者地域生活支援センター事業の開始 ４，４４９万円
精神障害者とその家族等に対し、日常生活全般についての相談や各種事
業を行い、精神障害者の社会復帰、自立と社会参加を促進します。
◆自立生活支援に向けた障害者用シューズの提案 ２０８万円
障害者の意見を取り入れた機能性とデザイン性を持つ「みなとオリジナ
ルの障害者用シューズ」モデルを検討・提案します。
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古紙配合率100％再生紙を使用しています。 
白色度70％ 

◆障害児学校送迎支援 １，０６０万円
支援費制度の対象とならない養護学校送迎バスの区内の停留所から自宅

または児童館までの送迎を行います。
◆障害者民間グループホームの設置支援 ＊
障害者が住み慣れた地域で自立生活を送ることができるよう、赤坂福祉

会館の耐震補強・大規模改修工事に合わせ、旧赤坂職員寮を改修し民間事
業者による障害者グループホームの設置を支援します。
＊経費は最重点施策「災害に強いまち（区有施設の耐震補強事業）」のうち、「赤坂福祉会
館耐震補強・大規模改修工事分（２億２３３万円）」に含みます。

◆屋外スポーツ施設整備 ２億４，７３７万円
芝浦中央公園のゲートボール場にフェンスを設置し、フットサルやゲー

トボールが可能な多目的施設に整備します。また、芝プールの夏季使用期
間以外を多目的運動場として使用できるよう整備します。

４ やさしく快適に
首都東京の都心にふさわしい風格と安全性を備え、住と職が調和し
た地球環境にも貢献する街づくりを進め、住み、働き、学び、憩う
人々が集う生活の場として、人にやさしく、誰もが快適に暮らせる
港区を創造します。

◆電線類地中化推進 ２億５，３２４万円
平成１６年度の電線類地中化整備方針に基づき、整備の必要性が高い地域
の整備計画を策定します。また、舗装工事等が必要となった区道の整備工
事に併せ、可能な限り電線類の地中化を計画策定に先駆けて実施します。
◆分譲マンション建替え支援 ２，０３４万円
既存の分譲マンションの実態調査とともに、建替えを希望するマンショ

ンにコンサルタントを派遣し、今後の建替え支援策の検討を行います。ま
た、具体化したマンション建替えに対し、補助金を交付します。
◆市街地再開発事業 １２億２，８８４万円
市街地の無秩序な開発を抑制するとともに、住宅や都市基盤施設を一体

的に整備し、災害に強いまちづくりを進めるため、市街地再開発事業を推
進します。平成１７年度は、白金一丁目東地区、三田小山町地区、赤坂四丁
目薬研坂南地区、三田小山町東地区の４地区です。
◆赤坂九丁目貸付地等整備検討 ６６９万円
建物が密集して道路が狭く、災害時の緊急対応が難しい赤坂九丁目貸付

地について、住民参加による勉強会を開催し、災害に強いまちをめざして
区民発意の街づくりが実現できるよう検討します。
◆公園整備事業 ３１億７，４４３万円
緑化による都市環境の向上とともに、防災活動拠点として十分なオープ

ンスペースを確保した防災公園となる都市計画公園港南公園、三田台公園
を整備します。また、災害時にも活用可能な広さを持つ仮称白金台五丁目
児童遊園を整備し、既存の公園２カ所、児童遊園１カ所を改修します。こ
の結果、区民１人あたりの公園面積が８．３７�と、平成１６年度に比べ０．０３�
増となります。

◆水辺（緑）の散歩道の整備 ２億７１４万円
分断されている運河沿緑地の連続化を図り、うるおいと親しみのあるみ

どりと水辺の環境をつくるため、高浜運河沿緑地では、御楯橋下を整備し
ます。また、芝浦西運河沿緑地では、新たに整備された渚橋下を含む内部
護岸を活用して整備します。さらに、運河沿緑地における水辺の散歩道整
備のため、運河沿緑地連続化計画を区民とともに策定します。
◆エコスクール ２億３，２３８万円
都心部のヒートアイランド現象の緩和や環境教育のため、赤坂小学校の

自然エネルギー発電設備の設置、朝日・六本木・青山中学校の校庭緑化、
港南・南山小学校、青山中学校、中之町幼稚園の屋上緑化を実施します。
◆環境にやさしい行動推進事業の構築 ３９９万円
二酸化炭素などの温室効果ガス削減への取組みを地域へ広げていくため

に、区民等に環境配慮行動を促すための事業を構築します。
◆自然エネルギー利用促進事業 ９３０万円
地球温暖化対策に有効な自然エネルギー利用を促進するために、区民が

自ら居住する住宅に太陽光発電機を設置する場合にその経費の一部を助成
します。
◆都市計画道路整備 １８億７，９８６万円
都市計画事業として決定した補助７号線では用地取得と整備を、補助１２３
号線では道路整備工事を実施します。

５ にぎわい華やかに
安全で安心なまちを舞台に、区民の地域交流と地域活動がいきいき
と展開し、地域産業の活性化とまちのにぎわいが華やかに創出され
る港区を創造します。

◆商店街変身戦略プログラム ５８０万円
商店街に対し、複数年度にわたる集中的・包括的な支援を行うことによ
り、商店街と地域との結束力を高め、商店街独自のアイデアや独自の地域
資源を発掘するとともに、個性的・魅力的な商店街への変身を促進します。
◆中小企業人材育成塾 ２１７万円
中小企業の人材育成を支援するため、新たに営業部員育成研修、経営者
のためのＩＴ研修および新入社員研修を実施します。
◆みなと産学マッチング促進事業 ４１０万円
企業と区内外の大学との交流や新製品の共同開発等を促進するため、ホ
ームページや商工会館等を活用した情報提供やＰＲを行うとともに、中小
企業と区内外の大学が共同で研究開発をする場合等に経費の一部を補助し
ます。
◆新規開業賃料補助事業 ３５０万円
区が創業支援を目的として誘致した、ＭＩＮＡＴＯインキュベーション
センターの卒業者、および創業計画作成支援アドバイザーの派遣を受け計
画策定を完了した者で、区内で新たに開業する場合に権利金・賃貸料の一
部を補助します。
◆創業計画作成支援事業 ３９６万円
創業希望者等に対しアドバイザーを派遣し、融資や各種補助金の申請に
必要となる創業計画の作成を支援します。
◆区内共通商品券発行支援 ８，０００万円
区内消費の拡大および商店街の活性化を図るため、既存の区内商品券発
行事業を見直し、新たに期限付区内共通商品券の発行を支援します。
◆観光振興事業の充実 ３５８万円
�観光ルートコンテスト （２４０万円）
さまざまな視点から魅力ある観光ルートを発掘するため、観光ルートコ
ンテストを実施し、ホームページなどを通して観光情報として提供するこ
とにより区内に観光客を呼び込みます。
�観光月間記念事業 （１１８万円）
観光客を誘致し、区内を遊覧してもらうため、新たに港区観光月間（１０

月を予定）を設定し、記念事業を実施します。平成１７年度は、特典付パス
ネットを作成します。
◆ＮＰＯ関連ホームページの作成 ３０９万円
ＮＰＯ関連のホームページを設け、区民やＮＰＯに情報提供することに
より、区とＮＰＯとの協働やＮＰＯ同士の協働を促進するとともに、多様
化する区民ニーズへの対応を図ります。
◆町会等活動支援 ５１１万円
町会・自治会の活性化を図るため、町会・自治会の加入促進支援、地域
交流イベントを実施します。

６ うるおい心豊かに
生涯学ぶことのできる機会と場の拡充により、生活に潤いをもたら
すとともに文化・芸術活動に身近に触れられる環境を整え、心豊か
に過ごせる港区を創造します。

◆港区平和都市宣言２０周年事業 ４，０９２万円
平成１７年度は港区平和都市宣言２０周年にあたるため、平和展、巡回平和

ひ

メッセージ展のほか、平和の灯の設置、記念イベント等の実施とともに、
戦争体験を語り継ぐための実話を収集します。
◆映像文化芸術のまち創造事業 １，７２０万円
東京国際映画祭等との共催事業を核として、区民等が国際的な映像文化
に気軽に触れられる機会を設け、映像文化芸術振興とうるおいのある心豊
かなまちづくりを推進します。
◆文化芸術振興懇談会の設置 １，１６５万円
条例の制定を視野に入れ、文化・芸術関係者、学識経験者および区民を
交えた懇談会を設置し、港区の文化芸術振興の基本方針や総合的な文化施
策を検討します。
◆区立図書館の充実 ５，０６３万円
�図書館基本計画策定（１，６２５万円）
これからの図書館の方向性を示す基本計画を策定します。学識経験者、
区民、職員による策定委員会を設置し、計画案に対する区民の意見を計画
に反映させます。
�ＩＴ図書館の実現（２，１６５万円）
区民の利便性向上のため、図書館のホームページの開設、新聞記事の横
断検索などＩＴ技術を活用し、図書館機能を充実します。また、港区ゆか
りの人物をホームページで公表し、関連図書を充実させることにより、郷
土「港区」への区民の愛着を深め、郷土資料の利用を促進します。
�麻布図書館改築（１，２７３万円）
麻布図書館改築工事のための基本構想、基本計画を策定します。
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