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<歳入>　歳入の根幹をなす特別区税は、人
口の増加や雇用・所得環境の改善に伴う特
別区民税の増により、平成27年度に比べ29
億4,677万2,000円、4.4パーセント増の694億
7,662万5,000円となります。歳入総額は、国
庫支出金や地方消費税交付金の増等によ
り、62億円、5.4パーセント増の1,203億3,000
万円となります（グラフ1）。
<歳出>　目的別歳出では、総務費は、庁舎大
規模改修等の増により12億646万円、6.6パ
ーセントの増となります。環境清掃費は､
みなとタバコルール推進等の増により3億
7,761万3,000円、7.5パーセントの増となり
ます。民生費は、高齢者福祉施設等整備基
金積立金の皆減等により3億6,053万6,000
円、0.8パーセントの減となります。教育費
は、教育施設整備基金積立金等の増により
53億4,687万2,000円、39.9パーセントの増と

なります。その他では、公債費が特別区債
元金償還金等の減により3億9,153万3,000円、
28.3パーセントの減となります（グラフ2）。
　性質別歳出では、人件費は、退職手当や給
与改定に伴う増により、5億1,005万5,000円、
2.6パーセントの増となります。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・訓練等給付等の増により、9億501万
3,000円、4.3パーセントの増となります。こ
のようなことから、義務的経費は、全体とし
て10億2,353万5,000円、2.4パーセントの増
となります。なお、当初予算額に占める割
合は、平成27年度と比べると1.0ポイント減
少し、35.9パーセントとなります。
　投資的経費は、土木費における赤坂一丁
目地区市街地再開発事業支援や都市計画道
路整備等の増により、5,826万7,000円、0.4パ
ーセントの増となります（グラフ3）。

平成28年度の一般会計予算は、1,203億3,000万円となり、一般
会計と3つの特別会計を合わせた予算総額は、1,690億5,327万円
となります。
本予算案は、2月17日（水）に開会予定の平成28年第1回港区議
会定例会で審議されます。
平成28年度予算は、『安全で安心して暮らせる、夢と希望に満
ちた港区の未来を創り上げるための予算』として、これまですべ
ての施策の根底にある「安全で安心できる港区」を区民が生活の
中で実感できるよう、客引き防止プロジェクトやみなとタバコル
ールの推進など課題解決に向け力強く重点的に取り組みます。
また、区有施設のエレベーター更新工事等の安全対策に加え、
区民の安全を守るため、民間マンションの既存エレベーターに
ついても、新たに安全装置等設置助成制度を創設します。
平成27年7月に策定した28年度予算編成方針で掲げた3つの
重点施策へは、スポーツ、文化・観光振興、街づくり、環境、
子ども・子育て、教育、高齢者・障害者、健康の各分野におい
て、将来を見据えた港区ならではの事業を実施するため財源を
優先的・集中的に配分するとともに、港区基本計画計上事業を
着実に実施します。
また、平成29年3月15日には港区誕生70周年を迎えます。これ
まで区民とともに歩んできた歴史を振り返るとともに、港区の未
来を創り上げるため様々な記念事業を実施します。
港区まち・ひと・しごと創生総合戦略のもと、区と全国各地
の自治体がともに成長・発展し、共存・共栄を図るため、自治
体間連携を柱に港区らしい地方創生の取組を推進します。
今後も港区財政運営方針のもと、中・長期的視点に立った、
次世代に過度な負担を残さない財政運営を展開し、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いき
ます。
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特別区税
694億7,662万5千円

57.7％

都支出金
56億481万2千円 4.7％

国庫支出金  
137億9,913万4千円 11.5％
使用料及び手数料

75億5,983万7千円 6.3％

諸収入
22億8,914万7千円 1.9％

地方消費税交付金
139億9,438万円 11.6％

その他
76億606万5千円

6.3％

合計
1,203億
3,000万円
100.0％

環境清掃費
54億3,393万
8千円 4.5 ％

公債費
9億9,196万4千円

0.8％

総務費
195億825万2千円 16.2 ％

衛生費
48億2,451万8千円 4.0 ％

投資的経費
166億784万5千円

13.8％

教育費
187億3,483万9千円 15.6 ％

土木費
167億9,106万1千円 14.0 ％

諸支出金
79億9,882万円

6.6 ％

民生費
424億5,210万2千円

35.3 ％

その他
45億8,647万円 3.8％

合計
1,203億
3,000万円
100.0％

人件費
203億4,930万9千円 16.9％

扶助費
218億2,846万1千円

18.1％

その他経費
605億5,242万1千円

50.3％ 合計
1,203億
3,000万円
100.0％

グラフ1　一般会計 歳入 予算額
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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 

区　　　分
平成28年度 平成27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        1,203億3,000万円 71.2％ 1,141億3,000万円 70.5％ 62億円 5.4％
国民健康保険事業会計        278億2,799万9,000円 16.5％ 275億2,798万3,000円 17.0％ 3億1万6,000円 1.1％
後期高齢者医療会計 48億5,070万9,000円 2.9％ 46億8,104万7,000円 2.9％ 1億6,966万2,000円 3.6％
介 護 保 険 会 計        160億4,456万2,000円 9.5％ 155億1,556万3,000円 9.6％ 5億2,899万9,000円 3.4％

合　　　計 1,690億5,327万円 100.0％ 1,618億5,459万3,000円 100.0％ 71億9,867万7,000円 4.4％

※ 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、合計等と一致しない場合があります。

1  　区民の生命・財産を守り、安心して
暮らせるよう、｢区民とともに創る安
全で安心できる港区｣を実現していき
ます。

2  　参画と協働や自治体間連携を更に
推し進め、区民生活のすみずみまで目
の行き届いた、港区ならではの質の高
い行政サービスを提供していきます。

3  　今後のいかなる社会経済情勢の変
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。

予算編成の基本方針

基本計画上の位置づけ 事業数 予  算  額
分
野
別
計
画

◆ かがやくまち 36 111億9,351万円
◆ にぎわうまち 9 7億7,432万円
◆ はぐくむまち 33 23億8,205万円

地
区
版
計
画
書

芝地区版計画書 9 3,663万円 
麻布地区版計画書 11 4,241万円 
赤坂地区版計画書 12 3,423万円 
高輪地区版計画書 10 4,171万円 
芝浦港南地区版計画書 11 4,064万円 
◆ 実現をめざして 3 9億7,580万円 

合　　計 134 155億2,129万円 

港区基本計画事業の着実な推進 

　区民とともにこれからの港区の自治のあり方を考える
◦区政70周年記念式典・啓発（4面参照）
◦区政70周年記念事業助成（4面参照）
◦各地区区政70周年記念事業（4面参照）
◦総合支所10年の歩み作成（4面参照）
◦港区史編さん・港区教育史の編さん（4面参照）　等

※平成28年度の主要事業は2面から4面に掲載しています。

港区政70周年記念事業 　3億1,430万円

１　安全・安心で快適に暮らせる港区を創り上げるために
� 7億3,673万円
　①区民の安全・安心を実現するための取組

◦マンションエレベーター安全装置設置助成（2面参照）
◦客引き防止プロジェクト（2面参照）

　②誰もが快適に過ごせるまちづくり
◦みなとタバコルール推進（2面参照） 
◦健康づくり推進事業（受動喫煙対策）（4面参照）

２　予算編成方針に掲げた重点施策� 170億4,575万円
　① 世界をリードする都市の魅力を発展・成熟させていくため
の取組 70億7,332万円
◦障害者スポーツの普及（4面参照）
◦文化プログラム推進及び関連事業（3・4面参照）
◦観光・街区案内標識設置（3面参照）
◦港区観光ボランティアガイド事業（3面参照）
◦みなと環境アプリの開発・ごみ分別アプリの導入（2面参照）　等

　②子どもの健やかな成長に向けた取組 75億1,185万円
◦港区保育室事業（3面参照）
◦訪問型病児・病後児保育利用料助成（3面参照）
◦認可外保育施設保育料助成（3面参照）
◦校舎等の増改築（3面参照）
◦学習ボランティア養成事業（3面参照）　等

　③誰もが住み慣れた地域で心豊かに暮らせるための取組
 24億6,058万円

◦地域包括ケアシステム推進事業（4面参照）
◦男性高齢者の地域コミュニティ形成支援事業（3面参照）
◦障害者差別解消推進（3面参照）
◦特定不妊治療費助成（3面参照）
◦がん対策推進アクションプランの推進（4面参照）　等

重点施策　　　　　177億8,248万円
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平成28年（2016年）2月11日

1 かがやくまち 41事業　59億1，673万円

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

防災行政無線難聴対策助成 新　規
1,802万円

防災行政無線の聞こえづらさを解消するため、CATV回線を利
用して防災行政無線を住戸内で放送する仕組みを構築し、専用
端末や通信環境の整備費用の一部を助成します。
災害時要配慮者支援 新　規

1,589万円
災害時に特に支援を必要とする災害時避難行動要支援者の名

簿を作成し、支援等に必要な情報を登録するとともに、支援関係
者へ情報を提供し、迅速な支援を可能とするため、災害時避難
行動要支援者支援システムを構築します。
地下街の災害対策 新　規

250万円
　首都直下型地震等の大規模災害時に地下街を利用している区
民、来街者の安全を確保するため、地下街管理者が実施する防
災・安全対策の取り組みを支援します。
特殊詐欺被害防止対策 新　規

263万円
振り込め詐欺等の特殊詐欺から区民を守るため、周知・啓発と

ともに、平成27年度に都の提供に基づき実施した自動通話録音機
の貸与を平成28年度は区が独自に実施します。
マンションエレベーター安全装置設置助成 新　規

1億8,000万円
エレベーター事故から区民の安全を守り、安心の向上を図るた

め、マンションの既存エレベーターに安全装置等を設置する費用
を助成します。
地域防災計画改定 臨時（新規）

1,479万円
国や都の法改正等および計画・基準の見直しを反映するととも

に、区の水防本部態勢や災害時避難行動要支援者登録事業等の
施策を反映するため、地域防災計画を改定します。
区民向け住宅のあり方検討 臨時（新規）

654万円
区民向け住宅の空き住宅を活用し、住宅の確保に特に配慮を要

する人向けへの転用を図るため、区民向け住宅のあり方を検討し
ます。
シティハイツ高浜建替 臨時（新規）

734万円
品川駅周辺地区における第二東西連絡道路の整備に伴い、シ

ティハイツ高浜の移転が必要となるため、建て替えへ向けた基本
構想・基本計画を策定します。
シティハイツ車町建替 臨時（新規）

835万円
泉岳寺駅大規模改修にあたり、シティハイツ車町を含む街区に

おいて、市街地再開発が実施されるため、建て替えへ向けた基本
構想・基本計画を策定します。
屋外広告物景観形成ガイドライン策定 臨時（新規）

845万円
景観計画で示している屋外広告物の配慮事項を分かりやすく伝

え、効果的な景観誘導を図るため、ガイドラインを策定します。
虎ノ門三・四丁目街路整備支援 臨時（新規）

1,386万円
虎ノ門三・四丁目地区における地区幹線道路の整備に伴い、必

要となる工事用地を確保します。
駐車施設集約化推進 臨時（新規）

1,467万円
駐車施設の集約化により、地域がめざすまちづくりの実現と効

率的な自動車移動による二酸化炭素の削減を図るため、駐車施
設集約化計画の検討および策定を行います。
（仮称）総合交通戦略策定 臨時（新規）

65万円
区を取り巻く地域交通の状況変化に対応し、さまざまな人が使

いやすい地域交通ネットワークを構築するため、（仮称）総合交通
戦略を策定します。
災害対策用ヘリサイン（屋上等施設名表示）の整備 臨時（継続）

617万円
災害発生時の避難所等への支援や被害状況の把握に役立てる

ため、上空からの目印となるヘリサイン（屋上等施設名表示）を区
有施設に整備します。
まちづくりマスタープラン改定 臨時（継続）

1,477万円
社会経済情勢の変化を踏まえ、目標とするまちの将来像やまち

づくりの方針を示す、まちづくりマスタープランを改定します。
マンション実態調査 臨時（継続）

357万円
平成27年度に実施したマンション実態調査の結果を踏まえ、結

果分析や課題抽出を行い、対応策を検討します。
シティハイツ六本木建替 臨時（継続）

9億1,371万円
区営住宅シティハイツ六本木を建て替えるとともに、障害者グ

ループホーム、サービス付き高齢者向け住宅等を整備します。
建築物耐震改修等促進 臨時（継続）

12億7,481万円
区内の木造および非木造建築物、緊急輸送道路および特定緊急

輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、補助を行います。
震災に対する建築物の安全性を高めるとともに、避難や輸送の妨
げとなる建築物の倒壊を防ぎ、災害に強い街づくりを進めます。
都市計画道路整備 臨時（継続）

14億4,132万円
都市計画道路補助7号線、補助9号線において、安全で快適な歩行空

間の確保や防災機能の向上を図るため、道路用地の取得や道路整備等
を実施します。
公園整備 臨時（継続）

8,426万円
地域の特性やニーズに合わせ、子どもから高齢者まで安全で

快適に利用できる公園を整備するため、六本木西公園の整備工
事を実施します。
都市計画公園整備 臨時（継続）

2億927万円
緑化による都市環境の向上を図るとともに、防災活動拠点と区

民が憩えるレクリエーションの場とするため、都市計画公園三田
台公園の整備用地の取得を進めます。
児童遊園整備 臨時（継続）

593万円
地域に身近な遊び場として、子どもや地域住民が安全で快適

に利用できる児童遊園を整備するため、西久保巴町児童遊園の
設計を実施します。
（仮称）桜田公園自転車駐車場整備 臨時（継続）

322万円
桜田公園自転車駐車場整備に際し、実施した埋蔵物文化財発

掘調査の出土品等を整理するとともに、報告書を作成します。
（仮称）一の橋公園自転車駐車場整備 臨時（継続）

407万円
麻布十番駅周辺の放置自転車対策として、一の橋公園内に自転車

駐車場を整備するための設計を実施します。
自転車シェアリング推進 臨時（継続）

1億5,887万円
利用者の利便性向上と事業の安定的な展開を図るため、近隣

区との連携を進めるとともに、自転車シェアリング実証実験の実
施エリアを区内全域に拡大し、自転車台数を追加します。
小・中学校特定天井等耐震化改修 臨時（継続）

5億5,936万円
学校施設の安全を確保するため、特定天井（天井高さ6メートル

超かつ面積200平方メートル超の大規模な吊天井）等の耐震化を
実施します。
客引き防止プロジェクト レベルアップ

1億9,033万円
繁華街における客引き行為等の迷惑行為をなくし、安全安心で

魅力ある繁華街づくりを推進するため、キャンペーン等の啓発活
動を強化するとともに、徒歩による巡回・警備を行う客引き等迷
惑行為防止啓発員を配置します。

❷環境にやさしい都心をみなで考えつくる  

みなと環境アプリの開発 新　規
524万円

区民の環境意識の向上のため、スマートフォンのアプリを開発
し、区の環境関連情報を一元的に発信するとともに、環境学習コ
ンテンツを設けて、日頃から区民が楽しく気軽に環境問題を学ぶ
ことができる機会を提供します。
ごみ分別アプリの導入 新　規

395万円
循環型社会の実現のため、スマートフォンのごみ分別アプリを

導入し、区民が正しいごみの分別・リサイクルの情報をいつでも
どこでも簡単に検索できる機会を提供します。
区有施設LED化推進 臨時（新規）

9,445万円
区有施設の省エネルギー化を推進するため、施設のLED照明へ

の更新を進めます。
燃料電池自動車（FCV）の導入 臨時（新規）

159万円
次世代エネルギーの一つである水素エネルギーの利用と次世

代自動車の普及を促進するとともに、低炭素社会の実現に向けた
区の環境施策の取り組みを広くPRするため、燃料電池自動車を導
入します。
運河と海辺の活用推進 臨時（新規）

274万円
運河と海辺の活用を推進するため、都や関係団体等と連携し

て、運河での水質浄化に向けた実証実験やお台場海浜公園にお
ける環境学習を行う等、港区ベイエリアの魅力と親水性を高める
ための方策と取り組みを検討します。
港区みどりの実態調査 臨時（新規）

2,190万円
港区基本計画や港区緑と水の総合計画で定めた緑被率等のみど

りに関する目標値の達成状況や目標達成に向けた基礎データを得
るために、区内の緑や水の現状と経年変化を調査・分析します。
地球温暖化対策地域推進計画推進 臨時（新規）

394万円
平成29年度に予定している地球温暖化対策地域推進計画の中

間見直しに向け、基礎調査を実施します。
建築物低炭素化促進 臨時（新規）

339万円
平成28年度予定の東京都環境確保条例等の省エネ基準の改正

に伴い、民間建築物低炭素化促進要綱等の改正を検討します。
3R推進事業 臨時（新規）

921万円
一般廃棄物処理基本計画(みなとクリーンプラン21(第2次))の中

間見直しに伴い、3R推進行動計画の見直しを実施します。
一般廃棄物処理基本計画策定 臨時（継続）

1,102万円
一般廃棄物処理基本計画(みなとクリーンプラン21(第2次))の中

間見直しを実施します。
みなとタバコルール推進 レベルアップ

3億5,220万円
たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちを実現する

ため、定期巡回指導の充実に加え、新たに重点指導班を設け指
定区域におけるルールの徹底や指導強化をするとともに、喫煙場
所マップの作成・配布や指定喫煙場所の増設に取り組みます。
みなと森と水会議 レベルアップ

527万円
木材活用および森林保全に関する協定自治体間の連携をさらに

進めるため、新たに協定自治体の先進事例を紹介・共有するみな
と森と水サミットを開催するとともに、協定自治体の取り組みを
区民にPRするため、講演会等を開催します。
区有施設低炭素化推進 レベルアップ

2,303万円
区有施設における低炭素化の推進のため、大きな節電効果が

見込まれる施設にデマンド自動制御装置を設置するとともに、区
有施設での省エネ診断を実施します。
粗大ごみ収集 レベルアップ

2億1,549万円
木製資源の循環利用、ごみの減量や二酸化炭素の排出量を削

減するため、木製粗大ごみをパーティクルボード(床や壁の下地
等に使用される資材)として再資源化します。

2 にぎわうまち 22事業　4億6，853万円

❶地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる

旧協働会館保存・活用事業 臨時（継続）
3,784万円

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、実施設計等を実施します。

❷港区からブランド性ある産業・文化を発信する

中小企業の人材確保支援事業 新　規
100万円

学生の区内産業への関心を高め、区内中小企業による優秀な
学生の採用を支援するため、区内中小企業経営者と大学生が交
流できる機会を創出します。
国際化に関する実態調査 臨時（新規）

1,054万円
区内在住外国人、大使館、国際交流団体、インターナショナル

スクール、外国人コミュニティの実態・行政ニーズを調査し、平
成29年度に予定している国際化推進プラン(平成27年度～平成32
年度)の後期改定に活用します。
産業振興プラン改定 臨時（新規）

597万円
平成29年度に予定している第3次産業振興プランの中間見直し

に向け、基礎調査を実施します。
商店街多言語対応事業 臨時（新規）

2,650万円
商店街の活性化を図るため、商店街の多言語による情報提

供、外国人受け入れのための環境整備等初期投資に係る経費の
一部を補助します。
バリアフリー観光の推進 臨時（新規）

938万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、

障害者や高齢者の観光に対する不安を払拭し、誰もがバリアを
感じることなく楽しめるよう、車椅子利用者を想定した観光ルー
トを作成します。
（仮称）第3次観光振興ビジョン策定 臨時（新規）

825万円
平成30年度からの（仮称）第3次観光振興ビジョンを策定するた

め、区の観光の実態について基礎調査を行います。
WELCOME港区！の推進 臨時（新規）

1,240万円
港区で外国人旅行者が快適に滞在できることを目的に、日本の

マナーや文化等への理解を深めるガイドブックを作成・配布しま
す。また、港区のおもてなし力を向上させるため、区民や区内事
業者の各国の多様な文化や習慣等への理解を深めるハンドブック
を作成・配布します。
（仮称）産業振興センター等整備 臨時（継続）

8,683万円
（仮称）産業振興センター等に係る基本設計を実施します。
区内共通商品券発行支援 臨時（継続）

7,666万円
区内商店街の活性化のため、区内共通商品券のプレミアム分と

運営・発行経費の一部、さらに区政70周年記念事業として発行予
定の増額分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。
外国人のための防災対策 レベルアップ

703万円
外国人の安全・安心を確保するため、国際防災ボランティアの

登録・育成を拡充し、災害時の避難所等における受入環境の向
上を図ります。
多言語対応推進 レベルアップ

2,009万円
外国人の日常生活における不安や障害を解消するため、ウェル

カムパッケージ配布、商店街等英語対応力向上支援、外国人の
日本語習得支援等を実施するとともに、新たにタブレットを活用
した通訳サービスを導入し、窓口の多言語対応を推進します。

新　規  平成28年度から新たに行う事業
臨時（新規）  平成28年度から新たに行う臨時的な事業（※）
臨時（継続）  平成27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   平成27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）

職員提案   地域や職場で抱える課題解決のため、職員が新
たな事業を提案する制度により事業化した事業

主要事業平
成
28
年
度
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外国人への情報提供事業 レベルアップ
1,010万円

外国人向けに、さまざまな情報をまとめて配信している電子メ
ールの対応言語(英語、ハングル・中国語)に日本語を追加すると
ともに、地域イベントや宗教食等の食の安全・安心に関する外国
人への情報提供を充実します。
文化プログラム関連事業 レベルアップ

1,819万円
文化プログラムへの取り組みとして、既存の区の事業をさらに

発展させ、区民が文化芸術に触れる機会を創出するとともに、国
際文化交流を推進します。
販路拡大支援 レベルアップ

1,550万円
区内中小企業の販路を拡大するため、大企業等が多く訪れる産

業交流展に参加する区内中小企業に対し、中小企業診断士により
商機拡大戦略の策定を支援するとともに、区内中小企業と大企業
との連携がより促進されるように、交流の機会を創出します。
新規開業賃料補助 レベルアップ

2,160万円
新規開業支援のため、港区内での新規開業者に対して店舗お

よび事務所賃料の一部を補助します。
商店グランプリ レベルアップ

224万円
商店経営の改善・発展を促し区内商業の振興を図るため、顧客

満足やサービス向上に意欲的、積極的に努めている商店を｢港区
政70周年大賞｣として表彰するとともに、受賞店舗等のさらなる
周知を図ります。
ワールドプロモーション レベルアップ

775万円
港区の多彩な魅力を国内外にPRし、観光客の誘致につなげるた

め、観光プロモーション映像を動画共有サイト、SNS、空港や街
角のデジタルサイネージを活用して発信します。
港区観光ボランティアガイド事業 レベルアップ

400万円
国内外から訪れる旅行者のニーズにきめ細かく対応するため、

区が育成した観光ボランティアガイドによる観光案内活動を行い
ます。
商店街・地方都市関係強化 レベルアップ

835万円
区内商店街と地方都市との交流促進・連携強化に加え、港区

および地方都市のシティプロモーションを推進するため、新橋SL
広場で開催している交流物産展に、新たに桜田公園会場を設けて
開催します。
観光・街区案内標識設置 レベルアップ

5,161万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、国

内外から港区を訪れる旅行者の受入環境の整備のため、多言語
表示やピクトグラムを活用した観光・街区案内標識を設置しま
す。
港区観光協会補助金 レベルアップ

2,673万円
港区内の観光事業の振興を図るために、港区観光協会が行う

SNSを活用した多言語による観光情報発信事業(Visit Minato City)を
支援します。

3 はぐくむまち 81事業　117億4，559万円

❶明日の港区を支える子どもたちを育む

芝浦アイランドこども園管理運営 新　規
3億2,109万円

芝浦アイランドこども園を、平成28年4月から、認定こども園
法に基づく保育所型認定こども園へ移行します。
子どもの居場所づくりチャレンジ事業 新　規

279万円
子どもの未来応援施策を推進するため、子ども中高生プラザ

および児童高齢者交流プラザにおいて、子どもの居場所づくり事
業を強化し、行き場がなく生活態度等が心配される児童の利用
を促進し、安全・安心な居場所を提供します。
学童クラブ児童見守りシステム 新　規

2,502万円
児童の放課後の安全・安心の対策をさらに充実させるため、学

童クラブの入室および退室を児童の保護者にメールでお知らせす
る｢学童クラブ児童見守りシステム｣を導入します。
保育施設等指導監督事務 新　規

189万円
保育施設等の適正な運営と保育の質の確保を図るため、子ど

も・子育て支援新制度に対応し、認可保育園、港区保育室、認
証保育所等への指導検査および訪問指導を実施します。
訪問型病児・病後児保育利用料助成 新　規

880万円
病児・病後児保育需要の急増への対応および保護者の子育て

と就労の両立を支援し、経済的な負担軽減を図るため、訪問型病
児・病後児保育を利用する児童の保護者に対して利用料の助成
を行います。
認可外保育施設保育料助成 新　規

252万円
保育施設における利用者負担のさらなる公平を図るため、認可

保育園の入園を申し込みながら認可外保育施設に在籍する児童
の保護者に対して、保育料の助成を行います。
親支援プログラム事業 新　規

288万円
子どもの未来応援施策を推進するため、親支援プログラムを

実施し、親同士が悩みを共有しながら親としての役割や子育ての
方法を学ぶことにより、親の養育力の向上を図ります。
子育て支援員研修 新　規

1,472万円
子ども・子育て支援新制度の事業の担い手の育成と資質の向

上を図るため、区がこれまで実施してきた子育て・家族支援者養
成のノウハウを生かし、区独自の事業に見合った国基準以上に質
の高い｢港区子育て支援員研修｣を実施します。

都心から地方創生！出会い応援プロジェクト 臨時（新規）
209万円

結婚・出産・子育てへの切れ目ない支援をさらに充実させ、若
い世代が希望を持てる地域社会を実現するため、結婚を望む若
い世代に対して、交流や出会いの機会を提供するイベントを実施
します。
都心から地方創生！多世代が支える子ども・子育てシンポジウム 臨時（新規）

150万円
幅広い世代が、子育てをする若い世代を地域全体で支える文

化・風土を醸成するため、子ども・子育てを支援する区民や団体
の活動の発表・交流のためのシンポジウムを開催します。
小学校移動教室運営事務、小学校特別支援学級合同移動教室運営事務 臨時（新規）

3,094万円
箱根山の状況等を踏まえ、小学校移動教室と小学校特別支援

学級合同移動教室を平成27年度と同様、箱根ニコニコ高原学園
では実施せず、代替地において実施します。
小学校夏季学園 臨時（新規）

3,846万円
箱根山の状況等を踏まえ、小学校夏季学園を平成27年度と同

様、箱根ニコニコ高原学園では実施せず、代替地において実施し
ます。
芝浦小学校・港南小学校通学区域施設整備に係る調査 臨時（新規）

1,552万円
芝浦小学校・港南小学校通学区域の児童数増加に対応するた

め、施設整備に向けた調査を実施します。
特別支援教室の整備 臨時（新規）

153万円
発達障害等のある児童の特性を踏まえた個別指導や集団指導

を通して、児童の学力の向上や集団適応能力の向上を図るため、
全区立小学校に特別支援教室を設置します。
白金台幼稚園園舎増築 臨時（新規）

257万円
園児数増加に対応するため、増築に向けた実施設計を実施しま

す。
麻布幼稚園園舎増築 臨時（新規）

1,586万円
園児数増加に対応するため、増築に向けた基本計画を策定し、

基本設計を実施するとともに、実施設計に着手します。
学びの未来応援施策 臨時（新規）

245万円
子どもの学びの機会を保障するため、学識経験者を交えた検

討委員会を発足し、学習環境等の実態把握を行い、具体的な対
応策を検討します。
緊急暫定学童クラブ 臨時（継続）

4億4,744万円
　学童クラブ需要の増加に対応するため、既存学童クラブ1カ所
の定員を拡大します。
私立認可保育所設置支援事業 臨時（継続）

2億145万円
比較的短期間で開設可能な事務所ビル等に認可保育所を設

置・運営する事業者に対し、施設整備費および賃借料の一部を
補助します。
港区保育室事業 臨時（継続）

31億8,322万円
待機児童解消への緊急暫定的な対応として行ってきた緊急暫

定保育施設を、新たに「港区保育室」として位置づけ、保育サービ
スの一層の充実を図ります。
待機児童解消加速化プラン推進事業 臨時（継続）

294万円
保育従事者の保育士資格の取得を支援するため、養成学校の

受講料および保育士試験受験料等の一部を助成します。
保育士等キャリアアップ補助事業 臨時（継続）

1億6,800万円
保育士の確保・定着と保育サービスの質の向上を図るため、私

立認可保育所等に対し、職員の勤続年数や賃金改善・キャリアア
ップの取り組みに応じた人件費加算額を補助します。
私立認可保育所等保育サービス推進事業 臨時（継続）

1億5,004万円
保育サービスの質の向上を図るため、私立認可保育所等に対

し、特別保育事業等(延長保育、障害児保育、アレルギー児対応
等)の経費を補助します。
認証保育所保育力強化事業 臨時（継続）

3,477万円
保育サービスの質の向上を図るため、認証保育所に対し、特別

保育事業等(延長保育、障害児保育、アレルギー児対応等)の経費
を補助します。
保育士宿舎借り上げ支援事業 臨時（継続）

1億4,379万円
保育士が働きやすい環境を整備し、保育士の就業継続および

離職防止を図るため、私立認可保育所等に対し、保育士用の宿
舎を借り上げる費用を補助します。
私立認可保育所保育体制強化事業 臨時（継続）

2,268万円
子育て経験者等地域の多様な人材(保育支援者)を保育に係る周

辺業務に活用し、保育士の負担軽減や就業継続および離職防止
を図るため、私立認可保育所に対し、保育支援者の配置に要する
費用を補助します。
新教育センター整備 臨時（継続）

2億1,742万円
関係機関との協議および調整等を行い、新教育センターの整

備を進めます。また、(仮称)港区立科学館については、展示実施
設計を策定します。
小学校普通教室化改修 臨時（継続）

1億7,527万円
児童数増加に対応するため、普通教室が今後足りなくなる小学

校の特別教室等を普通教室に改修します。
赤羽小学校等改築 臨時（継続）

4,122万円
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、改築に向けた基本構想および基本計画を策定します。

高輪台小学校校舎増築 臨時（継続）
1,781万円

児童数増加に対応するため、増築に向けた基本設計を実施します。
赤坂中学校等改築 臨時（継続）

3,185万円
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・赤坂小学校を含めた教育環境を充実させるため、基本設
計を実施します。
保幼小連携小学校入学前教育カリキュラム 臨時（継続）

197万円
小学校入学前教育カリキュラムの普及啓発および教育・保育

の質的向上を図るために、3歳児からの家庭で大切にしたいこと
をまとめたハンドブックを作成します。
教科用図書事務 臨時（継続）

1,990万円
平成28年度からの中学校教科書改訂に伴い、教師用指導書や

デジタル教科書等を購入します。
小・中学校、幼稚園情報機器整備 臨時（継続）

3億6,590万円
平成26年度からの4年計画である学校情報化アクションプラン

に基づき、学校の情報化を推進するため、区立小・中学校および
幼稚園における情報関連機器を整備します。平成28年度は、校外
からの情報接続環境を構築します。
放課GO→クラブ レベルアップ

2億9,482万円
学童クラブ需要の増加に対応するため、放課GO→クラブ事業

を新たに1カ所で実施します。また、4カ所で定員を拡大します。
子ども中高生プラザ管理運営 レベルアップ

5億733万円
学童クラブ需要の増加に対応するため、子ども中高生プラザ３

カ所で学童クラブの定員を拡大します。
しばうら保育園管理運営 レベルアップ

6億3,266万円
保育園待機児童対策のため、しばうら保育園の定員を拡大しま

す。また、近隣のみなとパーク芝浦１階に分園を開設するため、改
修工事を行います。
養育支援訪問 レベルアップ

2,441万円
子どもの未来応援施策を推進するため、養育を支援することが

特に必要であると判断した家庭に対し、養育が適切に行われるよ
う支援者を派遣し、当該家庭と児童の福祉の増進を図ります。
産後母子ケア事業 レベルアップ

738万円
妊娠・出産・育児期における切れ目のない支援を実施するた

め、産後早期の母子への支援として情報提供・育児相談・母親
同士の交流を促すデイケア(サロン)事業を開催することにより、
地域の交流を深め、母子の孤立化を防ぎます。
特定不妊治療費助成 レベルアップ

2億3,129万円
子どもを望んでいるにもかかわらず不妊に悩む夫婦を支援する

ため、新たに、男性の不妊治療費の一部を助成します。
子育てサポート保育 レベルアップ

2,255万円
子ども・子育て支援新制度を踏まえ、現在、区立幼稚園5園で

実施している子育てサポート保育(通常の教育時間終了後に希望
者に対して行う教育活動)を8園に拡大します。
心の教育相談・不登校対策事業 レベルアップ

2,806万円
児童・生徒の心身の健全な発達および家庭環境の改善に向け

て、教育センターで実施している電話教育相談の受付時間を延長
するとともに、新たに土曜日の受付を開始します。

❷生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

文化プログラム推進事業 新　規
5,298万円

文化プログラムの取り組みとして、区内関係団体との連携事業
の実施により、区民と芸術家が主役となった港区ならではの文化
芸術活動を展開するとともに、すべての区民が文化芸術を享受で
きる機会を充実するため、｢六本木アートナイト｣に積極的に参画
します。
男性高齢者の地域コミュニティ形成支援事業 新　規

145万円
男性高齢者の地域コミュニティへの参加を促進するとともに、

生きがいや介護予防につなげるため、啓発イベントやワークショ
ップ等を実施します。
障害者差別解消推進 新　規

339万円
平成28年4月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」（以下、「障害者差別解消法」）の施行に伴い、法の趣旨を
浸透させるため、周知活動を実施するとともに、障害者差別解
消支援地域協議会を設置し、地域のネットワークを構築します。
手話通訳員養成研修事業 新　規

824万円
聴覚障害者等との交流活動の促進のため、日常会話程度の手

話表現技術を習得した手話通訳員を養成します。
精神障害者地域活動支援センター管理運営 新　規

6,731万円
精神障害者への支援の継続性をさらに高め、安定的にサービス

を提供できるよう、精神障害者地域活動支援センターを公の施
設として設置します。
学習ボランティア養成事業 新　規

224万円
子どもの未来応援施策を推進するため、家庭の経済状況等に

かかわらず、学ぶ意欲と能力を伸ばせるよう子どもの学習を支援
する学習ボランティアの養成講座を実施します。
子どもの貧困理解促進事業 新　規

45万円
子どもの未来応援施策を推進するため、区職員、区民、区内

企業等に対し、子どもの貧困対策に関する理解を促進する研修、
講習会等を実施します。
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がん対策推進アクションプランの推進 新　規
2,091万円

平成28年2月に策定のがん対策推進アクションプランに基づ
き、がんに関する総合的な施策を実施します。
障害者スポーツの普及 新　規

544万円
パラリンピックを見据えた障害者スポーツの普及に向けて、ス

ポーツ教室を実施するとともに、スポーツセンターにおける障害
者スポーツの環境整備を行います。
文化芸術振興プラン策定 臨時（新規）

556万円
区民、文化芸術活動団体、文化芸術施設等を対象に文化芸術

に関する意識・実態調査を実施し、平成29年度に予定している文
化芸術振興プランの策定に活用します。
地域保健福祉計画等改定 臨時（新規）

1,744万円
地域保健福祉計画等の改定に向けた基礎調査を実施します。
臨時福祉給付金等支給事業 臨時（新規）

4億8,157万円
低所得の高齢者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を

支給します。
障害者福祉推進基金の設置 臨時（新規）

10億円
障害者差別解消法の施行を契機とし、障害のある人もない人

も互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら、住み慣れた地域
で安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、
新たな基金を設置します。
全国在宅障害児・者等実態調査 臨時（新規）

46万円
国からの委託により、在宅障害児・者等の障害種別、程度、日

常生活の状況、障害別ニーズ等について調査します。
短期入所サービス充実事業 臨時（新規）

1,167万円
短期入所サービスの充実のため、利用対象、利用方法等を検

討し、障害保健福祉センターで実施している緊急一時保護事業
およびレスパイト事業のベッド数を増やします。
子どもの貧困実態調査 臨時（新規）

390万円
子どもの未来応援施策を推進するため、子どもの貧困状況を

把握し、専門機関による詳細な聞き取り調査を実施します。
（仮称）文化芸術ホール整備 臨時（継続）

1,000万円
浜松町二丁目C地区市街地再開発事業において整備する｢(仮称)

文化芸術ホール｣について、区民が気軽に文化芸術に触れる場を
提供できるよう、管理運営基本方針を策定するとともに、再開発
準備組合が行う設計に区の意向を反映します。
地域包括ケアシステム推進事業 臨時（継続）

880万円
港区らしい都市型の地域包括ケアシステムを構築するため、平

成27年度に実施した地域資源実態調査の結果を分析し、地域の
課題を把握するとともに、｢港区地域包括ケアシステム推進会議｣
における協議を踏まえ、平成29年度モデル事業実施に向けた取り
組みを進めます。
（仮称）南青山二丁目公共施設整備 臨時（継続）

3,131万円
南青山二丁目に、複合施設として障害者グループホーム等を整

備するため、実施設計を実施します。
精神障害者地域活動支援センター等整備 臨時（継続）

1,200万円
老朽化している精神障害者地域活動支援センターの改築のた

めの計画を策定します。
新郷土資料館等複合施設整備 臨時（継続）

7億5,552万円
新郷土資料館等複合施設の整備に向け、実施設計を実施する

とともに、改修工事を実施します。
新郷土資料館開設準備 臨時（継続）

6,760万円
新郷土資料館の開設に向け、展示造作図等を作成するととも

に、展示造作等の製作に着手します。また、併せて展示資料の購
入や複製品の製作を行います。
文化プログラム関連事業 レベルアップ

4,013万円
　文化プログラムへの取り組みとして、既存の区の事業をさらに
発展させ、区民が文化芸術に触れる機会を創出するとともに、区
内文化団体を育成します。
福祉のまちづくり推進 レベルアップ

1,876万円
誰もが安全かつ快適にまちに出て活動できるよう、バリアフリ

ーマップを再構築し、情報の内容充実やスマートフォン対応とす
る等利便性向上を図ります。
介護予防訪問事業 レベルアップ

2億3,485万円
介護予防事業を推進するため、介護予防・日常生活支援総合

事業として、要支援1・2に認定された人の他、基本チェックリス
トによりサービス対象と判断された人に対し、訪問型の介護予防
事業を実施します。
介護予防通所事業 レベルアップ

2億1,552万円
介護予防事業を推進するため、介護予防・日常生活支援総合

事業として、要支援1・2に認定された人の他、基本チェックリス
トによりサービス対象と判断された人に対し、通所型の介護予防
事業を実施します。
いきいきプラザ等介護予防事業 レベルアップ

8,385万円
介護予防事業を推進するため、介護予防・日常生活支援総合

事業として、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等を目
的に、内容や定員を拡充したさまざまな教室等をいきいきプラザ
等で実施します。

介護予防ケアマネジメント レベルアップ
4,321万円

介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる要支援1・2に
認定された人の他、基本チェックリストによりサービス対象と判
断された人に対し、高齢者相談センターがケアプランを作成しま
す。
障害者虐待防止・養護者支援事業 レベルアップ

356万円
障害者虐待防止に係る支援体制を強化するため、緊急時に短

期入所を利用できる施設を確保します。
手話通訳派遣等事業 レベルアップ

1,578万円
障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、聴覚障害者等に等しく情

報を提供するための環境整備として、試行的にタブレット型端末
を活用した遠隔手話通訳を導入し、実用性を検証します。
発達支援センター事業 レベルアップ

3,350万円
発達障害児・者、発達に支援を要する人およびその家族等の自

立と社会参加の促進を図るため、発達支援センター相談室で実施
する専門相談の回数を増やすとともに、保護者支援のための保護
者教室を開催します。
障害者就労支援 レベルアップ

3,797万円
障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るため、みなと障が

い者福祉事業団において重度肢体不自由児・者の就労支援クラ
スを創設するとともに、障害者の一般就労の定着支援を強化しま
す。
被保護世帯援護 レベルアップ

2,618万円
子どもの未来応援施策を推進するため、生活保護世帯の学習

塾代支給対象者を拡大するとともに、学習塾へ通うための交通
費を新たに支給します。
AED（自動体外式除細動器）配備・管理 職員提案 レベルアップ

1,661万円
AED使用時の救急活動を円滑に行うため、みなと保健所が配備

している区施設のAEDのうち、応急手当用品をAEDと併せて配備
していない施設に対して、人工呼吸用マウスピース等応急手当用
品と防寒シートを購入し、整備します。
災害医療対策 レベルアップ

1,075万円
災害拠点病院や災害拠点連携病院等の医療機能が維持できる

態勢を整えるため、災害時に区が緊急医療救護所を設置し、トリ
アージおよび軽症と判定された傷病者の応急処置・治療を行う
ために必要な資器材を購入します。
予防接種事業 レベルアップ

8億8,756万円
里帰り出産や疾病による長期入院等により一時的に区外に滞在

し、通常の方法で予防接種を受けることが困難な区民に対し、予
防接種を受ける機会を確保するため、予防接種費用を助成しま
す。
健康づくり推進事業 レベルアップ

1,420万円
飲食店における受動喫煙対策を強化するため、みなとタバコ対

策優良施設ガイドラインに定めている｢全面禁煙｣｢完全分煙｣に該
当する飲食店を掲載した港区版禁煙・分煙飲食店ガイドブックを
作成します。
東京オリンピック・パラリンピック等気運醸成 レベルアップ

2,697万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向

けて、事前キャンプの誘致に取り組みます。
ラグビーを生かしたスポーツ振興 レベルアップ

319万円
（公財）日本ラグビーフットボール協会との連携事業の一環とし

て、新たに障害者向けのタグラグビー教室やタグラグビー大会を
実施します。

4 実現をめざして 27事業　2億8，145万円

議会報告会 新　規
88万円

区民に開かれた分かりやすい区議会を実現するため、議会活動
の状況を区民に向けて、説明および情報提供する報告会を各地
区で実施します。
自治体間連携の推進 新　規

314万円
「港区まち・ひと・しごと創生総合戦略」（港区人口ビジョン及

び港区総合戦略）の策定を契機に、組織横断的に全国自治体との
交流・連携の拡大に取り組み、区独自の自治体間連携の推進を図
ります。
情報システム安定運用管理システム 新　規

3,203万円
情報システムの運用状況を情報共有し、システムの安定稼働を

図るため、複数の情報源からデータを収集し、情報システムの概
要を一覧表示できるシステムを導入します。
ICT活用基盤の整備 新　規

3,775万円
防災対策の充実や行政サービスの向上を図るため、区民や来

街者が無料で利用できる公衆無線ＬＡＮを整備します。
区契約従事者の労働環境確保 新　規

27万円
区が締結する契約における労働環境を確保するため、従事する

労働者等の労働環境を改善する必要がある場合に、専門家によ
る確認調査および改善指導を実施します。
総合支所10年の歩み作成 臨時（新規）

523万円
総合支所制度の発足後10年間の歩みを振り返るとともに、地域

の魅力とこれからの将来像、これまでの区民参画の取り組み等を
盛り込んだ冊子「総合支所10年の歩み（仮題）」を作成します。

芝地区区政70周年記念事業 臨時（新規）
154万円

芝地区の地域愛を醸成するため、「ふれ愛まつり」の会場に記念
ブースを設置して、70年を振り返る写真パネル展等を実施します。
麻布地区区政70周年記念事業 臨時（新規）

243万円
麻布地区の歴史理解や愛着を深めるため、これまで実施してき

た麻布未来写真館事業の写真を活用したパネルディスカッション
や講演会を開催します。
赤坂地区区政70周年記念事業 臨時（新規）

400万円
赤坂地区のにぎわい創出や地域愛を深めるため、子どもから高

齢者まで誰もが親しみやすい地区の歌を地域と一体となって作成し
ます。
高輪地区区政70周年記念事業 臨時（新規）

314万円
文化交流を通じた地域連携に向け、歴史的なつながりのある自

治体ゆかりの樹木の記念植樹祭を開催します。
芝浦港南地区区政70周年記念事業 臨時（新規）

141万円
芝浦公園の開園に併せ、みなとパーク芝浦の芝生広場や芝浦

公園において、動物等とのふれあいや地域活動の紹介等を行い、
区政70周年や芝浦公園の開園を祝うイベントを開催します。
港区基本計画（地区版計画書）改定 臨時（新規）

2,385万円
港区基本計画（地区版計画書）（平成27年度～平成32年度）の後

期見直しに向けて、区民参画組織を運営し、提言を受けます。
港区基本計画改定 臨時（新規）

1,042万円
港区基本計画（平成27年度～平成32年度）の後期見直しに向け

て、区民参画組織である「みなとタウンフォーラム」を運営し、提
言を受けます。
東京オリンピック・パラリンピック準備・啓発 臨時（新規）

98万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向

けて、気運醸成を図ります。
区政70周年記念式典・啓発 臨時（新規）

2,645万円
区政70周年を区民とともに祝うため、記念式典、植樹祭および

啓発を行います。
区政70周年記念事業助成 臨時（新規）

1,290万円
区政70周年を迎える喜びを区民とともに分かち合い、区民の区

政への参画や協働の取り組みを一層充実させるため、区政70周年
を記念して区民等が取り組む事業に対し助成します。
区政70周年記念広報事業 臨時（新規）

830万円
区政70周年を記念した広報活動を実施します。
港区史編さん 臨時（新規）

2,306万円
区政70周年を記念して、港区史の編さんに着手します。編さん

にあたり、区史編さんの基礎資料となる文書を整理し、目録化し
ます。
港区名誉区民選定 臨時（新規）

144万円
区政70周年を記念して、社会文化の興隆に功績のあった人を港

区名誉区民として選定します。
女性活躍推進 臨時（新規）

73万円
職場における女性活躍の意識の醸成を図るため、区内の企業

等において、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組んでい
る事業主（イクボス）等によるフォーラムを実施します。
改革・創造型思考力向上研修 臨時（新規）

421万円
未来に向けた先見性ある政策の創造ができる職員と組織を育

成するため、効果的・効率的な仕事の進め方を組織全体で自発
的に考え、習得する研修を実施します。
ちぃばすデザイン募集 臨時（新規）

69万円
区政70周年を記念して、区民に親しまれているちぃばすの新た

なデザインを募集します。
港区教育史の編さん 臨時（新規）

2,024万円
区政70周年を契機として、これまでの港区教育委員会としての

歩みを踏まえ、未来を見据えた「港区教育史」の編さんに着手しま
す。
みなとサイエンス・フェスタ 臨時（新規）

19万円
区政70周年を契機として、理科・科学の取り組みを一層推進す

るため、子ども・親子を対象とした参加・体験型の科学イベント
を実施します。
区政70周年自治体連携事業 臨時（新規）

390万円
国指定史跡「品川台場」と同様の史跡を有する自治体と連携し、

歴史的遺産として永く台場を保護し、活用を図る基礎を築くた
め、シンポジウムを開催するとともに、台場の保存・活用に向け
た検討を行います。
公共施設等総合管理計画策定 臨時（継続）

1,641万円
区有地、区有施設の有効活用、施設の長寿命化等を図るた

め、公共施設等総合管理計画を策定します。
人材育成・研修 レベルアップ

3,586万円
職層に応じた能力を付与するとともに、10年先の区政を積極的

に担う人材を育成するため、研修内容を充実します。
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