
予算案が決まりました
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・地域の活力と魅力を高めるための取組 196億9,208万円
　区民のあらゆるライフステージに応じた施策を展開する田町駅東口北地
区公共公益施設「みなとパーク芝浦」の開設や、「泳げる海お台場」をめざす
活動など各地区の特性を活かした事業の実施、2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会を好機とした観光情報の充実、多言語化、商店街振興
の推進など国際化・観光・産業振興における、地域の活力と魅力を高める取
組を一層推進していきます。

・高齢者や障害者など、誰もが安心して暮らせるための取組 77億1,155万円
　誰もが住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けていくことができるよ
う、サービス付き高齢者向け住宅や障害者グループホームなどの整備、特別
養護老人ホームの増床など多様な住まいの確保や安定居住の支援を推進
します。また、消費生活相談の増加に対して、相談体制の拡充や被害防止に
向けた情報提供の充実など消費生活被害を防止するための取組を強化しま
す。

・子どもの笑顔があふれる健やかな成長に向けた取組 63億9,457万円
　待機児童数の傾向を捉えた待機児童解消に向けた保育園の整備などの
子育て支援策を充実します。また、小児二次救急医療や周産期医療対応の
充実などの体制や環境の整備、子どもたちが中心となる「子どもサミット」
の推進や子どもに関わる関係機関が連携しながら、いじめや不登校などの
未然防止や早期発見・早期解決を図る取組を強化します。

「地域の活力と魅力を創造し、区民の誰もが安全で安心して暮らすことができる港区」を実現するための予算
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特別区税
638億6,794万1千円

45.7％

都支出金
59億5,302万4千円

4.3％

国庫支出金  
126億9,849万5千円

9.1％
使用料及び手数料
65億2,022万7千円

4.7％

繰入金
293億9,963万9千円

21.0％

地方消費税交付金
112億5,800万円

8.1％

その他
100億2,267万4千円

7.2％

合計
1,397億
2,000万円
100.0％

環境清掃費
53億674万
4千円 3.8 ％

公債費
14億7,017万3千円

1.1％

総務費
348億523万9千円

24.9 ％

衛生費
61億5,781万5千円 4.4 ％

投資的経費
464億2,893万9千円 33.2％

教育費
236億2,306万円

16.9 ％
土木費

151億4,320万5千円
10.8 ％
産業経済費

24億9,056万4千円
1.8 ％

公債費
14億7,017万3千円 1.1 ％

諸支出金
72億1,392万3千円 5.2 ％

民生費
422億7,602万円 30.3 ％

その他
12億3,325万7千円

0.9％

合計
1,397億
2,000万円
100.0％

人件費
197億8,544万円 14.2％

扶助費
198億827万1千円

14.2％

その他経費
522億2,717万7千円

37.4％ 合計
1,397億
2,000万円
100.0％

　一般会計の予算総額は1,397億2,000万円で、前
年度に比べ238億7,000万円、20.6％の増となります
（表）。
<歳入>　特別区税は、平成25年度に比べ43億3,246
万5千円、7.3％の増となります。また、景気の回復に
伴い利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡
所得割交付金が増となります。そして、国庫支出金
は、臨時福祉給付金給付事業費や社会資本整備総
合交付金の増などにより、41億5,782万4千円、48.7％
の増となります。
　繰入金は、公共施設等整備基金、教育施設整備基
金及び財政調整基金の繰り入れの増などにより、
114億3,909万円、63.7％の大幅な増となります（グラ
フ1）。
　なお、区では、平成26年4月からの消費税率の引き
上げに伴い、地方消費税交付金収入が7億5,500万円
増収と見込んでおり、このうち、消費税率の引き上
げに伴う収入分については、社会保障4経費その他
社会保障施策に要する経費に充てることとしてい
ます。
<歳出>　目的別歳出では、総務費が、田町駅東口
北地区公共公益施設整備などの増により56億4,073
万8千円、19.3％の増となります。民生費は､いきい
きプラザ等改築などの増により58億1,129万1千円、

15.9％の増となります。産業経済費は、港区ものづ
くり・商業観光フェアの開催などが増となったもの
の、融資事業の減（国のセーフティネット保証指定
業種の変更による）などにより3億3,761万2千円、11.9
％の減となります。土木費は、建築物耐震改修等
促進などの増により35億6,242万6千円、30.8％の増
となります。教育費は、朝日中学校通学区域小中
一貫教育校建設などの増により99億1,662万7千円、
72.4％の増となります（グラフ2）。
　性質別歳出では、人件費が、職員定数の見直しな
どにより、5億7,054万6千円、2.8％の減となります。
扶助費は、民生費における区内私立保育園委託や
介護給付・訓練等給付が増となり、26億3,700万3千
円、15.4％の増となります。このようなことから、義
務的経費は、全体として20億6,645万7千円、5.3％の
増となります。なお、当初予算額に占める割合は、
平成25年度と比べると4.3ポイント減少し、29.4％と
なります。
　投資的経費は、総務費における田町駅東口北地
区公共公益施設整備等や民生費におけるいきい
きプラザ改築、教育費における朝日中学校通学区
域小中一貫教育校などの建設費の増により、177億
2,846万1千円、61.8％の増となります（グラフ3）。

平成26年度の一般会計予算は、1,397億2,000万円となり、25年度に比べ、
238億7,000万円、20.6%増の、過去最大の予算額となりました。なお、3つの
特別会計予算も全て増額となり、一般会計とあわせた予算総額は、16.2%増
の、1,813億9,467万9千円となります。
本予算案は、2月19日(水)に開会した平成26年第1回港区議会定例会で審

議されています。
26年度予算は、『地域の活力と魅力を創造し、区民の誰もが安全で安心

して暮らすことができる港区を実現するための予算』として、昨年8月に策
定した26年度予算編成方針に掲げた以下の3つの重点施策に沿って編成し
ました。
第一は「地域の活力と魅力を高めるための取組」です。地域の行政拠点と

して、防災機能を強化し区民の安全・安心を確保するとともに、スポーツ
や、健康づくりなど、区民のあらゆるライフステージに応じた施策を実現
する場となる「田町駅東口北地区公共公益施設（みなとパーク芝浦）」が完成
します。
第二は「高齢者や障害者など、誰もが安心して暮らせるための取組」で

す。障害者が自立して生活することができる「障害者グループホーム」の整
備や、高齢者の地域活動の場である「いきいきプラザ」の改築が完了しま
す。
第三は「子どもの笑顔があふれる健やかな成長に向けた取組」です。待機

児童解消に向けた取組や周産期医療・小児医療対策の充実を図ります。
26年度予算は、多くの区民が期待し、待ち望んでいる施設が完成するこ

とや、重要かつ緊急的課題へ集中的な財源配分として192の新規・臨時・レ
ベルアップ事業を展開する積極予算です。そのために、基金を効果的に活
用しています。
区財政は、財政の健全性を示す指標において良好な数値を示していま

す。本年4月からの消費税率の引上げによる影響にも留意しつつ、港区財
政運営方針（平成24年度～平成29年度）のもと、中・長期的視点に立った財
政運営を展開し、次世代に過度な負担を残さない、あらゆる世代が将来に
わたって安心できる磐石な財政基盤を堅持してまいります。

港 区 長

グラフ1　一般会計 歳入 予算額

グラフ2　一般会計 歳出 目的別予算額

グラフ3　一般会計 歳出 性質別予算額

表　各会計の財政規模 （単位：千円、％）

区　　　分 平成26年度 平成25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        139,720,000 77.0 115,850,000 74.2 23,870,000 20.6
国民健康保険事業会計        22,945,957 12.6 22,481,455 14.4 464,502 2.1
後期高齢者医療会計 4,667,918 2.6 4,415,902 2.8 252,016 5.7
介 護 保 険 会 計        14,060,804 7.8 13,353,355 8.6 707,449 5.3

合　　　計 181,394,679 100.0 156,100,712 100.0 25,293,967 16.2

※ 計数については、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数調
整をしていないため、合計などと一致しない場合があります。

1かがやくまち（２面参照）� 45事業　211億7,733万円
　❶  都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる
　❷ 環境にやさしい都心をみなで考えつくる

2にぎわうまち（２面参照）� 17事業　　10億4,111万円��
　❶  地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる
　❷ 港区からブランド性ある産業・文化を発信する

3はぐくむまち（3面参照）� 70事業　194億7,312万円��
　❶  明日の港区を支える子どもたちを育む
　❷ 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

4実現をめざして（4面参照）� 12事業�　37億6,824万円�
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度
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主
要
事
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平成26年度の重点施策

1  　区民の日々の暮らしの基盤となる「安全で安心
な地域社会」を区民とともに創りあげていきます。

2  　港区後期基本計画に計上した事業を効果的かつ
確実に実施していきます。

3  　区民生活の実情を的確に把握した上で、参画と
協働をさらに推し進め、職員提案制度も活用する
など、港区ならではの質の高い行政サービスを実
現していきます。

4  　限られた財源を重点施策へ集中的に配分するた
め、既存事業については、事務事業評価の結果を予
算編成に確実に反映し、より効率的、効果的に事業
を展開していきます。また、新規及びレベルアッ
プ事業については、スクラップ・アンド・ビルドの原
則を一層徹底し、事業の必要性・効率性・効果性を
見極めた上で予算化していきます。

5  　今後のいかなる社会経済情勢等の変化にも柔
軟に対応し、港区ならではの施策を将来にわたり
安定的に推進していくため、「最少の経費で最大の
効果」の基本原則を踏まえ、後年度負担にも十分
配慮しながら、人件費の圧縮や経常的経費の節減
など、不断の内部努力を徹底します。また、投資的
経費である、施設建設や改修においても、区民の安
全・安心の確保には、最大限留意しつつも、構想段
階からライフサイクルコストを念頭に置き、費用
対効果を十分に検討した上で一層のコスト削減を
図るなど、最大限の努力を行います。

予算編成の基本方針
区　　　分 事業数 予　算　額

新規 18 219,792
臨時（新規） 58 8,922,427
臨時（継続） 57 38,526,461
レベルアップ 58 6,772,319
地域事業（新規） 1 325
合　　 計 192 54,441,324

新規・臨時・レベルアップ事業数 （単位：千円）

分
野
別
計
画

◆ かがやくまち（街づくり・環境） 46事業 87億8,569万円 
◆ にぎわうまち（コミュニティ・産業） 11事業 13億3,585万円 
◆ はぐくむまち（福祉・保健・教育） 35事業 235億　73万円 

地
区
版
計
画
書

芝地区版計画書 12事業 4,329万円 
麻布地区版計画書 12事業 4,280万円 
赤坂地区版計画書 9事業 3,380万円 
高輪地区版計画書 12事業 3,893万円 
芝浦港南地区版計画書 13事業 3,823万円 
◆ 実現をめざして 2事業 32億2,039万円 

計 152事業 370億3,972万円

港区基本計画事業の確実な実施
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1 かがやくまち

暴力団排除事業 新　規

202万円
暴力団排除活動に対して、支援アドバイザーを派遣し助

言を行います。また、必要な物品の貸与など、区民、事業
者及び団体の活動を支援します。

土木車両管理 臨時（新規）

2,892万円
更新時期を迎えた各地区総合支所で使用している土木車

両の買い替えを行います。また、事故防止等の観点から、
車体を黄色に白ラインの仕様に変更します。　

道路構造物総点検 臨時（新規）

2,089万円
道路構造物の総点検を実施し、予防保全型管理の取組を

進めます。

公園等樹木点検 臨時（新規）

3,308万円
公園等の樹木点検を実施し、予防保全型管理の取組を進

めます。

旧乃木邸耐震補強工事 臨時（新規）

1億1,690万円
東日本大震災の影響を受けた旧乃木邸の耐震補強工事を

実施します。

青山通り周辺地区のまちづくり 臨時（新規）

 539万円
青山通り周辺地区が抱えるまちの課題を調査、分析し、

魅力ある青山通り周辺地区のまちづくりを推進します。

（仮称）桜田公園自転車駐車場整備 臨時（新規）

1,483万円
芝地区の放置自転車対策として、桜田公園自転車駐車場

を整備するための調査・設計を実施します。　

（仮称）一の橋公園自転車駐車場整備 臨時（新規）

996万円
麻布地区の放置自転車対策として、一の橋公園自転車駐

車場を整備するための調査・設計を実施します。　

自転車シェアリングの推進 臨時（新規）

5,435万円
区内の新たな交通基盤として自転車シェアリングを実施

します。民間事業者による事業化へ向けた取組を支援し、
自転車シェアリングの区内展開を推進します。

環状２号線周辺地区のまちづくり 臨時（継続）

1,332万円
環状2号線周辺地区のまちづくりの誘導策を検討するとと

もに、将来交通量の推計調査を実施します。

建築物の高さに関する指定方針策定 臨時（継続）

711万円
「港区建築物の高さに関する基本的な方針」（素案）につい

て、区に寄せられた区民や関係者の意見を踏まえ、内容の
一部を修正した上で建築物の高さに関する方針の策定を進
めます。

震災復興マニュアルの普及・啓発 臨時（継続）

390万円
震災後、地域住民が主体となって、迅速かつ円滑にまち

の復興を進められるよう、区民等を対象に復興模擬訓練を
実施します。

シティハイツ芝浦建替 臨時（継続）

8億6,849万円
シティハイツ芝浦を建替えるとともに、障害者グループ

ホームを整備します。　

シティハイツ六本木建替（解体） 臨時（継続）

1億6,937万円
シティハイツ六本木を建替えるとともに、地域の暮らし

に役立つ施設を整備します。　

建築物耐震改修等促進 臨時（継続）

27億9,930万円
区内の木造、非木造建築物及び特定緊急輸送道路沿道の

建築物の耐震化を促進するための補助を行います。震災時
の避難や対応を円滑に行うための輸送路を確保し、災害に
強い街づくりを進めます。

まちづくり支援検討 臨時（継続）

31万円
事後評価委員会における評価項目の選定等を行い、関係

機関との調整を図り、市街地再開発事業に係わる事後評価
制度を実施します。

都市計画道路整備 臨時（継続）

1億334万円
都市計画道路補助7号線及び9号線の新たな区間の事業認

可を取得し、道路整備を進めます。安全で快適な歩行空間
の確保や防災機能の向上を図ります。

公園整備 臨時（継続）

1,318万円
六本木西公園と一の橋公園の実施設計を実施し、区民の

憩いや緑の拠点として、地域と調和のとれた公園整備を進
めます。

都市計画公園整備 臨時（継続）

1,333万円
都市計画公園三田台公園の用地を取得し、緑化による都

市環境の向上を図るとともに、防災拠点と区民が憩えるレ
クリエーションの場を整備します。

夕凪橋架替 臨時（継続）

4億1,698万円
夕凪橋の架替工事を行い、耐震性の向上を図り、震災時

の避難や活動を円滑に行えるよう安全性を高めます。

バリアフリー化の計画的な推進 臨時（継続）

503万円
港区交通バリアフリー基本構想の改定を行うとともに、

公共交通機関事業者が策定したバリアフリー化事業計画に
ついて、定期的な把握と評価を行います。

にぎわい公園づくり基本方針改定 臨時（継続）

1,012万円
港にぎわい公園づくり基本方針を改定し、新たな港区の

公園づくりの基本的な考え方と中長期的に取り組む施策を
示します。

（仮称）広尾駅自転車駐車場等整備 臨時（継続）

2億1,100万円
広尾駅のバリアフリー化に伴う整備工事にあわせ、自転

車等駐車場や障害者グループホーム等を整備します。

田町駅東口北地区公共公益施設整備等 臨時（継続）

155億2,591万円
基本構想の策定段階から区民の参画を得て進めてきた、

田町駅東口北地区公共公益施設「みなとパーク芝浦」を整備
します。

災害対策本部機能代替防災拠点整備 臨時（継続）

4億5,303万円
災害時に区役所本庁舎が使用できないという事態に備

え、災害対策本部の代替機能を担う防災拠点を田町駅東口
北地区公共公益施設「みなとパーク芝浦」に整備します。

生活安全活動推進 臨時（継続）

1,571万円
生活安全行動計画を改定し、区民の防犯意識向上につな

がる取組を計画的に進め、安全・安心なまちづくりを実現
します。

消費者情報提供 レベルアップ

431万円
区民の消費生活被害を防止するため、新たに、郵便局に

被害防止啓発メッセージ入り封筒を設置するとともに、ち
ぃばす等を活用した情報提供を行うなど、更なる消費者意
識の啓発を図ります。

消費生活相談 レベルアップ

132万円
消費生活相談内容の多様化に伴い、弁護士による相談員

への支援を充実し、消費生活相談体制を強化します。

災害対策本部・各地区本部機能の強化 レベルアップ

1,773万円
災害対策本部・各地区本部に、災害時に活用可能な内線

電話を整備し、災害情報の収集及び連絡体制の強化を図り
ます。

防災知識普及・啓発 レベルアップ

2,248万円
地域の自主防災組織が円滑に活動できる、地域の防災リ

ーダーの育成を目的とした防災学校プログラムの充実を図
ります。

危機管理対策 レベルアップ

1,843万円
業務継続計画に基づく研修や訓練を通じて、新型インフ

ルエンザの発生に備えます。また、行政サービスを提供す
る上での環境変化や様々な危機が発生している状況を踏ま
え、職員の危機管理意識及び危機発生時の職員の対応能力
を向上させ、組織としての対応能力を強化し、区民の安全
を確保します。

区有施設安全管理 レベルアップ

374万円
施設等の安全管理に関わる講習会を実施し、区有施設等

の管理運営に携わる職員等の意識の向上、点検及び事前対
策の徹底を図ります。

生物多様性推進事業 新　規

653万円
生物多様性を保全、活用するため、様々な主体が参加す

る「生物多様性みなとネットワーク」を設置し、生物多様性
に配慮したまちづくりへの啓発と、情報を共有・発信し、
連携・協働する仕組みを構築します。

みなと木育プロジェクト 新　規

280万円
小中学生が、木材や木製品とのふれあいを通じて、木材

の良さや利用の意義、森の役割などを学ぶためのテキスト
を作成し、授業を行います。

台場水質調査 新　規

354万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開

催を契機とし、「泳げる海」としてお台場海浜公園周辺が美
しい海となり、台場地区がますます魅力あるまちとなるよ
う、お台場海浜公園周辺海域の水質調査を実施します。

環境基本計画改定 臨時（新規）

1,040万円
国における新たな二酸化炭素排出量の削減目標の設定や

環境に関する技術革新など、環境を取り巻く状況の変化に
対応するため、環境基本計画を改定します。

工場・指定作業場等一斉調査 臨時（新規）

1,553万円
区内にある工場・指定作業場等の現況を調査し、土壌汚

染対策や騒音・振動苦情対応の際に使用するデータベース
を作成します。また、煙突保有施設におけるアスベストの
使用状況及び劣化状況もあわせて調査します。

低炭素まちづくり計画策定 臨時（継続）

1,144万円
都市の低炭素化の促進を目的として、区の課題や地域特

性を踏まえ、低炭素まちづくりの指標となる「低炭素まちづ
くり計画」を策定します。

古川の浄化対策推進 臨時（継続）

1,262万円
古川の水質等の調査を踏まえ、効果的な水質改善対策を

行います。

テナントの省エネ取組の推進 臨時（継続）

2,633万円
テナントビルの省エネに関するデータ収集、分析を行

い、テナントビルの規模に応じたＣＯ₂排出量削減の取組を
推進します。

お台場ふるさとの海づくり レベルアップ

601万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開

催を契機とし、「泳げる海」の実現を目指し、お台場海浜公
園内に一時的な海水浴場を開設します。　

生物多様性普及促進事業 レベルアップ

974万円
「港区生物多様性地域戦略」を周知するために、パンフレ

ットを作成し配付するとともに、生物多様性フォーラムや
観察会・調査会を開催します。

みなとタバコルール推進 レベルアップ

7,543万円
「港区を清潔できれいにする条例」を改正し、勧告、公表

の制度を設け、実効性のあるたばこ対策をこれまで以上に
推進します。

リサイクル活動 レベルアップ

1,109万円
家具のリサイクル展を通年開催し、先着順での有料提供

（販売）とすることで、リユース（再使用）をさらに推進しま
す。

拠点リサイクル レベルアップ

213万円
これまで拠点回収として実施している紙パック、使用済

乾電池、小型家電、ペットボトル、白色トレイ、蛍光灯、
古着等に加え、新たに廃食用油を回収し、ごみの減量と資
源化の促進を図ります。

2 にぎわうまち

お台場発Ｏ・ＭＯ・ＴＥ・ＮＡ・ＳＨＩ 新　規

33万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の会

場となるお台場居住の小中学生を主な対象に、世界に通用
するマナーを身に付ける講座を実施します。また、継続的
なクリーン活動、スポーツイベントにおけるボランティア
実体験等によりボランティア精神を醸成します。

新　規  26年度から新たに行う事業
臨時（新規）   26年度から新たに行う臨時的な事業（※）
臨時（継続）   25年度以前から行っている臨時的な事業

（※）
※単年度または数年度に限り臨時的に行う事業

レベルアップ   25年度以前から行っている事業で内容を
充実・拡大する事業（予算額はレベルアッ
プ部分を含めた事業全体の金額）

主要事業平
成
26
年
度

❶都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる

❷環境にやさしい都心をみなで考えつくる

❶地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる
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区民協働推進事業 新　規

235万円
「港区区民協働ガイドライン」に基づき「（仮称）港区協働推

進委員会」を設置し、協働の仕組みづくりについて検討する
とともに、地区別懇談会、職員向け研修会等を開催し、協
働をより一層推進します。

旧協働会館保存・活用事業 臨時（新規）

486万円
区指定有形文化財である旧協働会館について、文化財と

して保存・利活用を図るため、地盤・基礎に関する調査を
行うとともに、整備計画を策定します。

国際化推進プラン策定 臨時（新規）

2,067万円
平成25年度に実施した在住外国人意識調査の結果や、外

国人を含む区民の意見を踏まえ、27年度から32年度までの6
か年を計画期間とする新たなプランを策定します。

麻布地区総合支所改修等 臨時（継続）

3億6,287万円
竣工後27年経過した麻布地区総合支所について、長期保

全計画に基づき、区民ホール等の改修工事を行います。　

芝地区区民協働スペース管理運営 レベルアップ

3,333万円
きらきらプラザ新橋、芝公園保育園等複合施設内に、新

たに区民協働スペースを開設します。

一般財団法人港区国際交流協会助成 レベルアップ

2,308万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催

等を踏まえて、きめ細かく多様な活動を行っている一般財
団法人港区国際交流協会の運営経費を助成し、区内の国際
交流の一層の推進を図ります。

シティプロモーション推進事業 新　規

1,023万円
区内のホテルに区政や区内各地域を紹介する冊子や観光

案内を盛り込んだシティプロモーションツールを作成・配
置し、区の魅力を国内外に発信します。　

港区観光振興ビジョン改定 臨時（新規）

509万円
国際化の一層の進展や2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会開催による観光需要の変化等を踏まえ、
第2次港区観光振興ビジョン（平成24年度～平成29年度）の後
期3年の見直しを行います。

歴史観光資源の活用・促進 臨時（新規）

780万円
港区の豊富な歴史観光資源の周遊性向上を図るため、ガイ

ドブックを作成するとともに、歴史フォーラムを開催します。

産業振興プラン策定 臨時（継続）

791万円
区の産業構造や特性及び課題等を踏まえ、産業振興施策

の方向性と具体的施策をまとめた産業振興プラン（平成27年
度～平成32年度）を策定します。

区内共通商品券発行支援 臨時（継続）

5,101万円
区内の消費需要の創出や、区内商店街の活性化のため

に、区内共通商品券（発行金額1億1千万円）のプレミアム分
と運営・発行経費の一部を補助します。また、一般商品券
等発行に要する供託金分を貸し付けます。

観光振興事業 レベルアップ

2,235万円
新たに英語版の観光情報誌「ハレノヒ」を作成し、情報提

供の多言語化をさらに推し進めるなど、観光情報の発信力
を強化します。

中小企業ワーク・ライフ・バランス支援 レベルアップ

345万円
中小企業が良好な職場環境を整備し、生産性の向上と人

材の定着化を図る上で活用しやすい、ワーク・ライフ・バ
ランスのマニュアルを作成するとともに、普及・啓発を行
います。

にぎわい商店街事業 レベルアップ

1億9,197万円
商店街のにぎわいを創出するため、商店街が行うイベン

ト事業などの経費を一部負担するとともに、新たに商店街
イベントの情報誌を作成し、新聞折込により広く情報発信
します。

中小企業福利厚生事業 レベルアップ

4,946万円
現在、区が実施している中小企業福利厚生事業の会報誌

並びに会員専用サイトを活用して、いわき市及び大島町と
連携した観光プロモーションを実施し、災害からの復興支
援の一助とします。

映像広報 レベルアップ

2億4,437万円
広報番組「港区広報トピックス」を、ちぃばす及びお台場

レインボーバスの車内において放送し、視聴機会を拡大し
ます。

≪職員提案≫
デジタルサイネージを活用した区政情報の発信

平常時には区政情報や広報番組を、災害・緊急時には防
災・緊急情報等を提供するデジタルサイネージを設置するた
め、現地調査を含む企画及び配信システム等構築を行います。

3 はぐくむまち

麻布子ども中高生プラザ管理運営 新　規

5,315万円
南麻布四丁目において、乳幼児から中高生までの幅広い

ニーズに対応する機能を備えた麻布子ども中高生プラザを
開設します。

周産期医療・小児医療連携協議会 新　規

25万円
「周産期医療・小児医療連携協議会」を開催し、区内の総

合病院と地域の産科・小児科診療所との連携体制を構築し
ます。

待機児童解消加速化プラン推進事業 新　規

178万円
認証保育所などの認可外保育施設の保育従事者の保育士

資格の取得を支援するため、養成施設の受講料及び代替保
育従事者の雇上費の一部を助成します。

子どもメール相談事業 新　規

1,037万円
パソコン、携帯電話、スマートフォンを利用し、子ども

が抱える困りごとや不安、悩みの相談を24時間メールで受
付け、子どもと一緒に対策を考えていきます。

子育て世帯臨時特例給付金 臨時（新規）

1億7,821万円
平成26年4月の消費税率引上げに際し、子育て世帯への

影響を緩和するとともに、消費の下支えを図る観点から臨
時的な給付措置を行います。

赤羽小学校等改築 臨時（新規）

596万円
赤羽小学校・幼稚園の老朽化や、児童園児数の増加に対

応するため、改築に向けた基本計画の見直しを実施します。

赤坂中学校等改築 臨時（新規）

3,037万円
赤坂中学校の老朽化等に対応するとともに、隣接の中之

町幼稚園を含めた教育環境を充実させるため、基本構想及
び基本計画を策定します。

青南小学校屋外運動場整備 臨時（新規）

99万円
南青山四丁目用地を暫定活用し、青南小学校の第2グラ

ウンド拡張等を行います。

保幼小連携小学校入学前教育カリキュラム 臨時（新規）

96万円
保育園・幼稚園から続く小・中学校の一貫した教育の

推進と、港区の特色を備えた質の高い幼児教育の実現のた
め、「小学校入学前カリキュラム」を作成します。

麻布子ども中高生プラザ等建設 臨時（継続）

12億914万円
南麻布四丁目において、麻布子ども中高生プラザ等の建

設工事を行います。

麻布保育園等建設 臨時（継続）

6億1,403万円
六本木五丁目において、麻布保育園等の建設工事を行い

ます。

（仮称）田町駅東口北地区保育園整備 臨時（継続）

3億9,952万円
現スポーツセンタープール棟に複合施設として、保育園

と子育て支援施設を整備します。

（社福）恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院建設支援 臨時（継続）

16億6,980万円
田町駅東口北地区に誘致し整備する愛育病院の建設費の

一部を補助し、周産期医療・小児医療の充実を図ります。　

子ども・子育て支援事業計画策定 臨時（継続）

1,190万円
子ども・子育て支援法の制定及び関連法の改正に基づ

く子ども・子育て支援新制度の本格施行に向け、港区子ど
も・子育て会議を運営し、事業計画を策定します。

緊急暫定保育施設 臨時（継続）

27億1,640万円
増加する認可保育園への入園希望に対応するため、緊急

暫定保育施設を2箇所増設します。

私立認可保育所設置支援事業 臨時（継続）

6億2,968万円
比較的に短期間で開設可能な事務所ビルで認可保育所を

設置・運営する事業者に対し、施設改修費及び施設賃借料
の一部を補助します。

新教育センター整備 臨時（継続）

343万円
新教育センター整備に係る関係機関との協議及び調整等

を行います。

朝日中学校通学区域小中一貫教育校建設 臨時（継続）

42億6,161万円
朝日中学校通学区域小中一貫教育校の建設工事を実施し

ます。

各地区区立保育園事業 レベルアップ

5,821万円
≪職員提案≫１日保育士体験

区立保育園において、保護者を対象に実施している「1日
保育士体験」の内容を充実します。

放課後児童健全育成 レベルアップ

845万円
朝日中学校通学区域小中一貫教育校において平成27年4

月から放課ＧＯ→クラブ事業を新たに実施します。

私立保育園区費助成 レベルアップ

2億4,443万円
私立認可保育園の保育サービスの質の向上を図るため、

第三者評価の受審に要する経費の一部を助成します。

子育てひろば等事業  レベルアップ

2億2,725万円
親子で集える場所の提供と家庭の事情にあわせ子どもを

一時的に預かる事業を実施します。

みなと保育サポート事業 レベルアップ

1億1,669万円
パートタイム勤務や育児短時間勤務等利用者など、保護

者の多様な就業形態に応じた保育を行うみなと保育サポー
ト事業を、旧飯倉小学校内において実施します。

子育て情報収集・提供事業 レベルアップ

651万円
「港区子育てハンドブックみんなとKIDS」の、日本語版と

英語版に加え、中国語・ハングル版を新たに発行します。
また、「港区子育てハンドブックみんなとKIDS」の電子ブック
版を配信します。

学校における法律相談 レベルアップ

324万円
幼稚園、小・中学校における法律問題を未然に防止する

ため、弁護士による法律相談を実施するとともに、管理職
を対象とした研修等を充実させます。

私立幼稚園保護者補助金 レベルアップ

4億42万円
公私立幼稚園間の保育料等の保護者負担額の較差を是正

するため、区内在住の私立幼稚園児の保護者に対する補助
金を増額します。

私立幼稚園連合会補助金 レベルアップ

1,424万円
3歳児保育の区内需用に対する定員不足を解消するた

め、私立幼稚園連合会補助金のうち、区内在籍園児振興補
助金を拡大します。

小学校・中学校・幼稚園情報機器整備 レベルアップ

9億5,567万円
平成25年度末に策定予定の学校情報化アクションプラン

に基づき、学校情報化を推進するため、区立小・中学校及
び幼稚園における情報関連機器の整備を平成26年度から4年
間かけて行います。初年度は、データセンターの設置、教
育ネットワークの整備及び区立小・中学校へ電子黒板の追
加配備等を行います。

学力向上事業 レベルアップ

1億9,689万円
区立幼稚園において、園児一人ひとりに応じたきめ細か

い指導を充実させるとともに、安全管理を徹底するため、
保育補助を行う幼稚園アシスタントを配置します。

特別支援教育の推進 レベルアップ

8,957万円
障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的

な取組を支援するため、学習支援員の配置時間を増加する
とともに、特別支援教室の設置を4校から6校に増やします。

いじめ・不登校対策事業 レベルアップ

1,058万円
児童・生徒の健全育成と、いじめ・不登校の問題解決を

図るため、小学校4年生から中学校3年生を対象にアンケー
トを実施します。また、「港区子どもサミット」において、い
じめ防止啓発の朗読劇を子どもたち自身が上演します。

中学生理科パワーアップ事業 レベルアップ

535万円
理科教育の質を高めるためのサイエンスアドバイザーを

中学校に引き続き配置するとともに、大学機関と連携した
出前授業の実施回数を増やします。

❷港区からブランド性ある産業・文化を発信する

❶明日の港区を支える子どもたちを育む
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介護予防総合センター管理運営 新　規

1億64万円
田町駅東口北地区公共公益施設「みなとパーク芝浦」に、

介護予防を総合的に推進するための中核施設として、介護
予防総合センター「ラクっちゃ」を開設します。

在宅緊急一時支援事業 新　規

49万円
医療的ケアの必要な重症心身障害者（児）に対して、在宅

緊急一時支援を行います。

障害者地域移行支援事業 新　規

885万円
区内の施設入所者の地域移行を促し、地域社会における

自立生活を支援します。

障害者グループホーム管理運営 新　規

980万円
障害者が自立生活を行うため、共同生活の場を整備する

とともに、共同生活援助等のサービスを提供します。

地域で共に生きる障害児・障害者アート展 新　規

108万円
障害児が描いた作品や、区内の障害者施設で制作した作

品を美術館等に展示し、より多くの人の障害者理解を深め
る啓発事業を実施します。

自殺対策推進事業 新　規

211万円
自殺に関する知識の普及、自殺念慮・未遂者へのケア・

自死遺族への支援などにより、自殺者の減少を目指しま
す。また、自殺対策関連機関との連携体制を構築し、自殺
予防の支援体制の強化を図ります。

心身障害児・者口腔保健推進事業 新　規

277万円
保健所内にある「休日歯科応急診療所」を「歯科診療所（休

日診療・障害者診療）」に改編します。

臨時福祉給付金 臨時（新規）

11億1,643万円
平成26年4月の消費税率引上げに際し、低所得者への影

響を緩和するため、給付金を支給します。

高齢者保健福祉計画策定 臨時（新規）

1,350万円
高齢者保健福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、高齢者保健福祉計画（平成27年度～平成32年度）及び第
6期介護保険事業計画（平成27年度～平成29年度）を策定しま
す。

特別養護老人ホームありすの杜きのこ南麻布増床支援 臨時（新規）

2億4,160万円
特別養護老人ホームの入所申込状況の改善を図るため、

特別養護老人ホームありすの杜きのこ南麻布の運営事業者
に対し、増床に伴う経費の一部を補助します。

障害者計画策定 臨時（新規）

649万円
障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害

者計画（平成27年度～平成32年度）及び第4期障害福祉計画
（平成27年度～平成29年度）を策定します。

教育ビジョン等策定 臨時（新規）

974万円
港区の目指す教育の基本理念を示す、教育ビジョン（平

成27年度～平成36年度）を新たに策定します。また、教育ビ
ジョンに基づき、計画的な学校教育を推進するため、新た
な行動計画である学校教育推進計画（平成27年度～平成32年
度）を策定するとともに、幼児教育振興アクションプログラ
ム（平成27年度～平成32年度）を改定します。

生涯学習推進計画改定 臨時（新規）

535万円
生涯学習施策の総合的推進を図るため、新たに策定する

教育ビジョンに基づき、生涯学習推進計画（平成27年度～平
成32年度）を改定します。

スポーツ推進計画改定 臨時（新規）

735万円
スポーツ施策の総合的推進を図るため、新たに策定する

教育ビジョンに基づき、スポーツ推進計画（平成27年度～平
成32年度）を改定します。

青山生涯学習館等移設 臨時（新規）

2,573万円
南青山四丁目用地に青山生涯学習館等を移設するため、

埋蔵文化財調査等を実施します。

図書館基本計画等改定 臨時（新規）

1,043万円
図書館サービス施策の推進及び子どもの読書活動の推進

を図るため、新たに策定する教育ビジョンに基づき、図書
館基本計画（平成27年度～平成32年度）及び子ども読書活動
推進計画（平成27年度～平成32年度）を改定します。

西麻布いきいきプラザ等改築 臨時（継続）

19億3,771万円
西麻布いきいきプラザ等の建設工事を行います。

南麻布いきいきプラザ等改修 臨時（継続）

5億1,012万円
南麻布いきいきプラザ等の設備の更新及び施設利用者の

利便性向上のため、改修工事を行います。

（仮称）文化芸術ホール整備検討 臨時（継続）

1,108万円
区民が気軽に文化芸術に触れ、良質な音楽・舞台芸術を

鑑賞する機会及び活動の実践の場を提供するため、「（仮称）
文化芸術ホール」の整備に向けた検討を進めます。

地域保健福祉計画策定 臨時（継続）

2,230万円
保健福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地

域保健福祉計画（平成27年度～平成32年度）を策定します。

ヘルプカード普及事業 臨時（継続）

250万円
災害時等に障害者が周囲に支援を求めるための手段とし

て、ヘルプカードを配布します。

新型インフルエンザ等対策行動計画策定等 臨時（継続）

68万円
新型インフルエンザ等の新たな感染症の発生に備え、新

型インフルエンザ等対策行動計画を策定します。

学校支援地域本部事業 臨時（継続）

534万円
より多くの地域の人が学校教育に関わることや、教員が

より教育活動に専念できる環境を整備するため、学校支援
地域本部を設置します。

麻布図書館等改築 臨時（継続）

7億329万円
麻布図書館等の建設工事を行います。

旧国立保健医療科学院整備活用 臨時（継続）

1億2,815万円
旧国立保健医療科学院の建物等を活用した新郷土資料館

等の整備に向けて、建物本館の周りに所在する実験棟や倉
庫等を解体するとともに、改修のための基本設計を実施し
ます。

新郷土資料館展示・運営等準備 臨時（継続）

4,641万円
新郷土資料館の整備のため、基本設計を実施するととも

に、展示資料等の購入や複製品の製作を行います。

社会福祉法人等運営助成 レベルアップ

5,637万円
民間老人デイサービスセンター事業者に対して実施して

いる食事の提供に要する経費を補助する補助対象事業者を
拡大します。

介護予防普及推進事業 レベルアップ

3,990万円
介護予防事業参加者のデータの分析、評価及び施設間で

の共有化を行う介護予防個別支援システムを構築します。

認知症・予防支援事業 レベルアップ

1,416万円
認知症の人とその家族を支える医療・福祉等の連携を強

化し、認知症の人が適切な医療・福祉・介護の支援につな
がる場として、認知症カフェ（みんなとオレンジカフェ）を各
地区に展開します。

発達支援センター事業 レベルアップ

2,836万円
専門相談員を充実させるとともに、障害児・者のライフ

ステージごとに必要な支援を継続して提供するための「（仮
称）港区版育ちの手帳」を作成します。

重度障害児の日中一時支援事業 レベルアップ

2,424万円
重度障害児が長期休業中や放課後・土曜日に、安全に過

ごせる居場所の充実を図るとともに、看護師等の専門職を
配置します。

精神障害者グループホーム支援 レベルアップ

1,903万円
民間グループホーム開設時の開設準備経費について、補

助制度を設けます。

心のバリアフリー推進 レベルアップ

863万円
障害者に対する理解を促進するため、平成25年度に作成

した区民一般向けの映像に加え、平成26年度は子ども向け
の啓発映像を作成します。作成した映像は、ケーブルテレ
ビやちぃばすチャンネルにて放映します。

医療費通知 レベルアップ

554万円
医薬品をジェネリック医薬品に変更した場合の自己負担

額を通知し、被保険者及び保険者の医療費負担の適正化を
図ります。

災害医療対策 レベルアップ

131万円
在宅人工呼吸器使用者の個別支援計画を作成し、本人の

了解のもとに要援護者リストに登録します。また、災害発
生時には、個別支援計画に基づく在宅療養支援を行います。

お口の健康診査 レベルアップ

2億112万円
新たに20歳未満の妊婦を「お口の健診」の対象者とします。

在宅緩和ケア支援 レベルアップ

763万円
（仮称）みなと在宅緩和ケア支援センターの整備に先立

ち、医師による個別対面相談事業（がん医療相談室）を開始
します。また、保健医療福祉等の専門職と区民参画による協
議会を開催し、在宅緩和ケアを支援する体制を強化します。

みなと図書館文化事業 レベルアップ

186万円
図書館利用者の拡大を図るため、みなとシネクラブ（映画

解説付き上映会）の実施回数を増やすとともに、ライブラリ
ーコンサート（生演奏）を実施します。

4 実現をめざして
政策評価 新　規

105万円
現行基本計画が掲げる政策の達成度を評価するととも

に、各施策について今後の方向性を明らかにし、評価結果
を次期基本計画に反映させます。

再利用可能な封筒の活用 臨時（新規）

41万円
≪職員提案≫

区が送付する封筒を再利用可能なものに工夫します。ま
た、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開
催を、積極的に盛り上げるツールの一つとして活用します。

情報化計画策定 臨時（新規）

1,194万円
最先端のＩＣＴ（情報通信技術）を効果的に活用するた

め、新たな情報化計画を策定します。

庁舎大規模改修 臨時（新規）

5億2,704万円
災害対策、長寿命化、省エネ対策などを踏まえた港区庁

舎の大規模改修を行います。

港区基本計画（地区版計画書）策定 臨時（継続）

3,774万円
平成25年度に検討を行った区民参画組織からの提言を踏

まえ、港区基本計画（地区版計画書）（平成27年度～平成32年
度）を策定します。

港区基本計画策定 臨時（継続）

1,963万円
平成25年度に検討を行った「みなとタウンフォーラム」か

らの提言を踏まえ、港区基本計画（平成27年度～平成32年
度）を策定します。

男女平等参画行動計画策定 臨時（継続）

393万円
平成25年度に実施した男女平等参画に関する意識・実態

調査の結果等を踏まえ、新たな男女平等参画行動計画（平成
27年度～平成31年度）を策定します。

東日本大震災避難者・被災者の非常勤職員雇用 臨時（継続）

3,308万円
区の非常勤職員として雇用し、東日本大震災により避難

してきた被災者の生活を支援します。

証明書自動交付事務 レベルアップ

1億2,748万円
コンビニエンスストアでの証明書自動交付を開始し、行

政証明の交付時間や交付場所等を拡充します。

男女平等参画センター管理運営 レベルアップ

1億4,185万円
男女平等参画の拠点施設として、区民及び団体の活動支

援並びに事業をより一層推進するため、日曜日の開館時間
を延長し、情報収集・提供機能の強化や、相談機能等を充
実します。また、交流コーナーの拡大や、専門図書の充実
等、新施設において、施設利用者の利便性の向上を図りま
す。

基幹系業務システム保守・運用 レベルアップ

15億5,342万円
業務系システム（住民記録、税務、国民健康保険、国民

年金等）の機器更改にあたり、仮想化技術を採用し、行政情
報システム共通の仮想化基盤を整備します。また、共通番
号制度に対応するためのシステム改修を行います。

庁内情報機器等管理運用 レベルアップ

13億1,068万円
内部情報用端末をノート型パソコンに更新するととも

に、職員の利便性、業務効率の向上を図るため、各職員個
別のＷｅｂ閲覧環境を整備します。また、内部情報系シス
テムの各サーバの機器更新に合わせ、仮想化技術を活用
し、仮想サーバ上に各課所管システムを構築します。

❷生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する


