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※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。

区の予算は、区の基本的な活動に必要な経費を計上した根幹となる会計（一般会計）が
約75％、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計の特別会計が約25%
の割合を占めています。

＜性質別歳出内訳＞＜目的別歳出内訳＞

予 算 の 全 体 額

● 令和２年度の一般会計予算は1,454億4,000万円となり、国民健康保険事業会計、
後期高齢者医療会計、介護保険会計の３つの特別会計を合わせた全体の予算総額は、
1,929億7,862万５千円となります。

予算編成の考え方

子どもを地域社会で健やかに育むための取組１ 本編は８頁 77億1,400万円

令和２年度予算で取り組む重点施策

安全・安心で誰もが自分らしく暮らせるための取組２ 93億4,887万円

111億4,099万円まちがにぎわい輝くための取組３

令 和 ２ 年 度 当 初 予 算 案 の 概 要

●国民健康保険事業会計
※国民健康保険に関する会計
・各種保険給付、無料健康相談、

医療費通知、特定健康診査等

● 介護保険会計
※介護保険に関する会計
・要介護認定、保険給付、

給付費通知等

● 後期高齢者医療会計
※後期高齢者医療に関する会計
・無料健康相談、基本健診、

夏季・秋季保養施設開設等

● 一般会計
※基本的な活動に必要な経費

を計上した根幹となる会計

※ 主な取組を掲載しています。

子どもたちの安全対策の強化 切れ目のない子育て支援の推進

本編は12頁

本編は16頁

風水害や地震への備えの強化 障害者、高齢者、外国人、性的マイノリティの人など誰もが住みやすい環境の整備

多様な教育の機会の提供

環境にやさしく魅力あるまちの整備地域のにぎわいの推進 快適で生活しやすい環境の整備

港区版ふるさと納税制度 本編は56頁

令和２年度は、より寄付者の意向が反映できるよう、
寄付者が応援する区内公益団体を、寄付金にて支援

（単位:千円）

当初予算額 構成比

716,603 0.5%

28,229,555 19.4%

6,305,768 4.3%

56,735,625 39.0%
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3,114,924 2.1%

18,723,855 12.9%
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（単位:千円）

当初予算額 構成比

21,265,798 14.6%

29,607,729 20.4%

189,786 0.1%

51,063,313 35.1%

24,099,125 16.6%

うち単独事業費 14,600,805 10.0%

70,277,562 48.3%

145,440,000 100.0%
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小      計 

投 資 的 経 費

子どもを地域社会で健やかに育むための取組１
安全・安心で誰もが自分らしく暮らせるための取組２
まちがにぎわい輝くための取組３

地 域 共 生
社 会

地域共生社会の実現に向けた重点施策の取組

散歩経路、通学路等にキッズゾーン、
スクールゾーン等を設置します!

キッズゾーン等の設置

保育園の散歩など園外活動時の
見守り安全対策を支援します!

園外活動見守り支援助成

４か月未満の乳児と母親へ
昼夜を通した育児支援をします!

宿泊型ショートステイ事業

特別支援教室通級児に対する
遠隔学習事業を実施します!

ビデオチャットを活用した遠隔学習

止水板の設置、土のうの配備など、
区有施設の浸水対策を強化します!

区有施設の浸水対策強化

助成制度を拡充して、土砂災害
(特別)警戒区域を解消します!

がけ・擁壁改修工事助成拡充

窓口で二次元コードによる
遠隔手話通訳が利用できます!

二次元コードの遠隔手話通訳

バリアフリー化、誘導ブロックの設置など
誰でも利用しやすい環境にします!

誰でも利用しやすい環境整備

飲食店等への喫煙専用室の設置など
屋内喫煙所の整備を促進します!

受動喫煙防止対策の強化

ふるさと納税制度の港区への影響額
Ｒ１年度:43億円の減収見込み
Ｒ２年度:52億円の減収見込み

減収額は
年々増加
減収額は
年々増加

ふるさと納税本来の趣旨を踏まえ、返礼品によらず、寄付者自身が寄付の使い道を選択し、区の取組を応援する制度

港区版ふるさと納税の制度

寄付者が応援する
団体の支援

港区版ふるさと納税

保健福祉・健康

防災・生活安全

産業・地域振興
・観光

応援したい
分野への寄付

応援したい
団体への支援

新規顧客獲得や多言語化等に
向けた設備等の経費を助成します!

チャレンジ商店街店舗応援

環 境

年度

億円

街づくり

子育て・教育

認知症徘徊による事故等の
損害賠償保険を付加します!

おかえりサポートへの保険付加

町会等の掲示板、防犯カメラの
設置経費の補助を拡充します!

掲示板・防犯カメラ補助金拡充

多子世帯の保育料の無償化や、
多胎児の出産費助成を拡充します!

多子、多胎児家庭への支援

特別支援学級の
職場体験を充実します!

職場体験の複数業種実施

新しくやさしい日本語の
ホームページを作ります!

やさしい日本語のホームページ

行政用語 やさしい日本語

啓発事業を通し、海洋に流出する
プラスチックごみ発生を抑制します!

海洋プラスチックごみの発生抑制

橋りょうのライトアップを実施し、
運河の魅力を向上させます!

運河の魅力を向上

当初予算額 構成比

令和２年度 令和元年度

当初予算額 構成比

 235億6,556万１千円 12.2%   242億9,512万２千円 12.9% △７億2,956万１千円 △3.0%

1,454億4,000万円 75.4% 1,415億7,000万円 75.2% 38億7,000万円 2.7%

3.0%   55億4,453万９千円 2.9% １億9,518万８千円

対前年度比較

増減額 増減率

100.0% 46億5,792万３千円

3.5%

  182億3,333万７千円 9.4%   169億1,104万１千円 9.0% 13億2,229万６千円 7.8%

   57億3,972万７千円

2.5%1,929億7,862万５千円 100.0% 1,883億2,070万２千円合 計

一 般 会 計

区 分

国 民 健 康 保 険
事 業 会 計
後 期 高 齢 者
医 療 会 計

介 護 保 険 会 計

予算編成におけるキャッチフレーズ

人がときめき、まちが輝く、
区民の笑顔が未来に広がる予算

みなとマリアージュ制度の啓発により、
誰もが住みやすい社会にします!

みなとマリアージュ制度の推進



みなとタバコルール推進 　【レベルアップ】 4億 9,943万円 （仮称）港区子ども家庭総合支援センター
整備

　【臨時(継続)】 18億 7,807万円 （仮称）南青山二丁目公共施設整備 　【臨時(継続)】 6,184万円

建築物低炭素化促進 　【レベルアップ】 8,311万円 空きクラスを活用した１歳児定員拡大事業 　【臨時(継続)】 5,404万円 精神障害者支援センター等整備 　【臨時(継続)】 8億 8,686万円

Ⅰ　かがやくまち 38事業 100億 2,870万円 海洋プラスチックごみの発生抑制の推進 　【レベルアップ】 963万円 私立認可保育所等ＩＣＴ化推進事業 　【臨時(継続)】 1,600万円 みなと障がい者福祉事業団支援事業 　【臨時(継続)】 2,500万円

## 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 30事業 89億 8,867万円 戸別訪問収集作業時等のＡＥＤ（自動体外
式除細動器）携行

　【レベルアップ】 52万円 教職員の働き方改革推進事業（教育長室） 　【臨時(継続)】 1,167万円 障害者保健福祉センター維持管理 　【臨時(継続)】 3億 6,628万円

区有施設の浸水対策 　【臨時(新規)】 6億 7,468万円 リサイクルを通じた障害者の就労支援 　【レベルアップ】 427万円 学校提案事業 　【臨時(継続)】 219万円 港区教育史の編さん 　【臨時(継続)】 3,758万円

各地区の区道安全対策 　【臨時(新規)】 2,500万円 Ⅱ　にぎわうまち 15事業 17億 7,360万円 教職員の働き方改革推進事業（生涯学習ス
ポーツ振興課）

　【臨時(継続)】 676万円 東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会等気運醸成

　【臨時(継続)】 1,973万円

各地区区道バリアフリー化の推進 　【臨時(新規)】 1,140万円 ## 地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる 4事業 2億 2,601万円 小学校普通教室化改修 　【臨時(継続)】 9,381万円 区民保養施設 　【レベルアップ】 1億 5,149万円

各地区公園バリアフリー化の推進 　【臨時(新規)】 2,150万円 伝統文化交流館管理運営  【新規】 8,874万円 赤羽小学校等改築 　【臨時(継続)】 4億 1,908万円 認知症高齢者等おかえりサポート事業 　【レベルアップ】 346万円

マンション実態調査 　【臨時(新規)】 3,080万円 高輪地区区民協働スペース管理運営 　【臨時(新規)】 3,842万円 高輪台小学校校舎増築 　【臨時(継続)】 7億 5,699万円 手話通訳提供等事業 　【レベルアップ】 4,607万円

若者の定住意向調査 　【臨時(新規)】 1,400万円 町会等活動支援  【臨時(継続)】 670万円 （仮称）芝浦第二小学校整備 　【臨時(継続)】 12億 4,851万円 障害者総合相談支援センター事業 　【レベルアップ】 1,229万円

区民向け住宅の活用 　【臨時(新規)】 791万円 各地区町会等活動支援  【レベルアップ】 9,215万円 赤坂中学校等改築 　【臨時(継続)】 4億 7,439万円 障害者サービス提供事業者育成事業 　【レベルアップ】 130万円

震災復興基金積立金 　【臨時(継続)】 ## 港区からブランド性ある産業・文化を発信する 11事業 15億 4,759万円 タブレット端末活用推進事業 　【臨時(継続)】 7,913万円 障害保健福祉センター管理運営 　【レベルアップ】 7億 3,801万円

公園整備 　【臨時(継続)】 2億 9,995万円 オープンイノベーション創出支援事業  【新規】 209万円 教職員の働き方改革推進事業（教育指導
課）

　【臨時(継続)】 1億 4,294万円 受動喫煙防止対策推進事業 　【レベルアップ】 2,315万円

児童遊園整備 　【臨時(継続)】 4,024万円 チャレンジ商店街店舗応援事業  【新規】 1,000万円 学習支援事業 　【レベルアップ】 6,899万円 国民健康保険料徴収 　【レベルアップ】 9,096万円

快適な児童遊園トイレの整備 　【臨時(継続)】 3,036万円 商店街多言語対応事業 　【臨時(継続)】 833万円 地区委員会活動支援 　【レベルアップ】 1,043万円 Ⅳ　実現をめざして 18事業 7億 4,331万円

快適な公園トイレの整備 　【臨時(継続)】 420万円 区内共通商品券発行支援 　【臨時(継続)】 6,518万円 出産費用の助成 　【レベルアップ】 3億 2,641万円 口座振替等納税奨励  【新規】 3,848万円

シティハイツ高浜建替 　【臨時(継続)】 6億 7,410万円 （仮称）産業振興センター等整備 　【臨時(継続)】 11億 6,156万円 私立認可保育所保育体制強化事業 　【レベルアップ】 2,519万円 税務資料の電子化の推進  【新規】 1,862万円

シティハイツ車町建替 　【臨時(継続)】 1億 6,950万円 多言語対応推進 　【レベルアップ】 2,896万円 病児・病後児保育 　【レベルアップ】 2億 3,706万円 民間アイデア活用事業  【新規】 33万円

建築物耐震改修等促進 　【臨時(継続)】 6億 8,661万円 地域で育む日本語学習支援プロジェクト 　【レベルアップ】 934万円 養育支援訪問 　【レベルアップ】 201万円 赤坂地区総合支所等改修 　【臨時(新規)】 2,178万円

連続立体交差化計画推進 　【臨時(継続)】 2億 2,167万円 知的財産活用支援 　【レベルアップ】 508万円 相談ねっと事業 　【レベルアップ】 977万円 台場コミュニティぷらざ改修 　【臨時(新規)】 2,015万円

都市計画道路整備 　【臨時(継続)】 4億 7,949万円 にぎわい商店街事業 　【レベルアップ】 1億 8,660万円 乳幼児健康診査 　【レベルアップ】 1億 3,239万円 政策評価 　【臨時(新規)】 109万円

都市計画公園整備 　【臨時(継続)】 3,220万円 シティプロモーション推進事業 　【レベルアップ】 5,541万円 産後母子ケア事業 　【レベルアップ】 5,035万円 スマートフォン向けアプリを活用した情報
発信

　【臨時(新規)】 1,584万円

親子の遊び場づくり 　【臨時(継続)】 461万円 ワールドプロモーション 　【レベルアップ】 1,505万円 小学校特別支援学級運営 　【レベルアップ】 5,089万円 ＡＩチャットボットによる自動応答システ
ムの整備

　【臨時(新規)】 3,583万円

駐車施設集約化推進 　【臨時(継続)】 33万円 Ⅲ　はぐくむまち 64事業 110億 3,904万円 中学校特別支援学級運営 　【レベルアップ】 2,102万円 次世代移動通信システム（５Ｇ）の活用 　【臨時(新規)】 860万円

各地区生活安全活動推進事業 　【レベルアップ】 7,003万円 ## 明日の港区を支える子どもたちを育む 38事業 75億 558万円 特別支援教育の推進 　【レベルアップ】 1億 3,419万円 窓口総合支援システム構築 　【臨時(新規)】 4,752万円

青色防犯パトロール 　【レベルアップ】 2億 3,067万円 ＤＶ被害者支援推進事業  【新規】 380万円 (2) 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 26事業 35億 3,346万円 業務サポートセンター等運営 　【臨時(継続)】 7,934万円

客引き防止プロジェクト 　【レベルアップ】 3億 5,520万円 離婚前後の親支援事業  【新規】 367万円 障害者意思疎通促進事業  【新規】 463万円 東京2020大会準備・啓発 　【臨時(継続)】 1億 4,298万円

土砂災害対策 　【レベルアップ】 1,900万円 保育力向上支援事業  【新規】 427万円 児童発達支援センター管理運営  【新規】 4億 3,632万円 ワークスタイル改革（執務環境） 　【臨時(継続)】 2億 430万円

港区防災ラジオ 　【レベルアップ】 2億 135万円 みなと母子手帳アプリ  【新規】 151万円 生活保護受給者健康管理支援事業  【新規】 528万円 港区政策創造研究所の運営 【レベルアップ】 2,142万円

避難所機能の強化 　【レベルアップ】 7,386万円 学びの多様性推進事業  【新規】 747万円 糖尿病等重症化予防事業  【新規】 2,189万円 港区版ふるさと納税 【レベルアップ】 3,047万円

共同住宅の震災対策 　【レベルアップ】 3,143万円 私立学校等連携推進事業  【新規】 65万円 福祉総合窓口設置準備 　【臨時(新規)】 1,002万円 全国連携の推進 【レベルアップ】 772万円

運河の魅力向上事業 　【レベルアップ】 1億 1,525万円 学校図書館運営事業  【新規】 6,315万円 新三田図書館開設準備 　【臨時(新規)】 1億 1,193万円 ホームページ維持管理 【レベルアップ】 4,464万円

がけ・擁壁改修助成 　【レベルアップ】 1億 9,380万円 みなと科学館管理運営  【新規】 2億 9,896万円 文化プログラム推進事業 　【臨時(継続)】 2,500万円 報道機関情報提供活動 【レベルアップ】 419万円

エレベーター安全装置等設置助成 　【レベルアップ】 2億 6,955万円 私立幼稚園安全対策支援事業 　【臨時(新規)】 510万円 （仮称）文化芸術ホール整備 　【臨時(継続)】 2,708万円

## 環境にやさしい都心をみなで考えつくる 8事業 10億 4,003万円 （仮称）芝浦第二小学校校章・校歌作成 　【臨時(新規)】 121万円 港区史編さん 　【臨時(継続)】 9,223万円

航空機騒音測定調査 　【臨時(新規)】 1,269万円 旧神応小学校改修 　【臨時(継続)】 1億 183万円 麻布いきいきプラザ等改築 　【臨時(継続)】 2,021万円

全国連携による再生可能エネルギー活用 　【臨時(継続)】 448万円 保育施設誘致促進事業 　【臨時(継続)】 5億 4,470万円 高輪三丁目福祉施設整備 　【臨時(継続)】 3億 726万円

区有施設ＬＥＤ化推進 　【臨時(継続)】 4億 2,592万円 （仮称）港区子ども家庭総合支援センター
開設準備

　【臨時(継続)】 2億 1,700万円 麻布地区福祉施設整備 　【臨時(継続)】 759万円

※ 予算額は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため、合計額が
　 一致しない場合があります。

※ 本資料は本編Ⅲ章（31頁～）に掲載されている事業を一覧にしています。
　 全事業については、本編Ⅴ章（61頁～）を参照してください。

 40億円

◆令和２年度の新規・臨時・レベルアップ事業

人がときめき、まちが輝く、区民の笑顔が未来に広がる予算

区　分 新規 臨時（新規） 臨時（継続） レベルアップ 合　計

第Ⅲ章記載
事業数 18 20 50 47 135

全事業数 18 44 97 55 214
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