
 

平成２９年第１回港区議会定例会議案等件名一覧 

 

 区長報告１件  

区長報告第１号  専決処分について（浜路橋改良工事（耐震補強）請負契約の変更） 

 

 議案２６件  

議案第 １号   港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する 

         条例の一部を改正する条例 

議案第 ２号   港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す 

         る条例 

議案第 ３号   港区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 ４号   港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 ５号   港区財政調整基金条例の一部を改正する条例 

議案第 ６号   港区震災対策基金条例の一部を改正する条例 

議案第 ７号   港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 

議案第 ８号   港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

議案第 ９号   港区営住宅条例の一部を改正する条例 

議案第１０号   港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 

議案第１１号   港区立がん在宅緩和ケア支援センター条例（新規） 

議案第１２号   港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び港区子ども 

         医療費助成条例の一部を改正する条例 

議案第１３号   港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 

議案第１４号   港区介護保険条例の一部を改正する条例 

議案第１５号   港区立学校施設等使用条例等の一部を改正する条例 

議案第１６号   港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一 

         部を改正する条例 

議案第１７号   平成２８年度港区一般会計補正予算（第７号） 

議案第１８号   平成２８年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

議案第１９号   平成２８年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第１号） 

議案第２０号   平成２８年度港区介護保険会計補正予算（第２号） 

議案第２１号   平成２９年度港区一般会計予算 

議案第２２号   平成２９年度港区国民健康保険事業会計予算 

議案第２３号   平成２９年度港区後期高齢者医療会計予算 

議案第２４号   平成２９年度港区介護保険会計予算 

議案第２５号   指定管理者の指定について（港区立六本木駅自転車駐車場） 

議案第２６号   包括外部監査契約の締結について 
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 追加議案４件  

         港区教育委員会委員の任命の同意について 

         人権擁護委員候補者の推薦について 

         人権擁護委員候補者の推薦について 

         人権擁護委員候補者の推薦について 

 

    （参考） 

区長報告   １件 

専 決 

処 分 
１件 

内訳 

 工事請負契約の変更     １件 
 

議  案  ２６件 

条 例 １６件 

内訳 

 新規制定          １件 

 一部改正         １５件 

予 算 ８件 

内訳 

 平成２８年度補正予算    ４件 

 平成２９年度予算      ４件 

その他 ２件 

内訳 

 指定管理者の指定      １件 

 包括外部監査契約の締結   １件 
 

追加議案   ４件 

人 事 

案 件 
４件 

内訳 

 教育委員会委員の任命の同意 １件 

 人権擁護委員候補者の推薦  ３件 
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平成２９年第１回港区議会定例会議案等の概要 

 

区長報告第１号                 【総務部契約管財課】 

 専決処分について（浜路橋改良工事（耐震補強）請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２７年第４回定例会で承認された浜路橋改良工事（耐震補 

強）請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２８年１２月２８日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  ３億６，９８７万８，４００円 

           → ３億７，３０３万５，２４０円 

                （３１５万６，８４０円増） 

 ○ 理  由  移設が必要な消波ブロックの数量が増加したこと及び 

         しゅんせつ土の処分量が減少したことによる変更 

 

議案第１号                   【総務部情報政策課】 

 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の 

 一部を改正する条例 

 

 本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一 

部を改正する命令」の施行に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）条例に規定することにより実施機関内で利用することができる特 

   定個人情報のうち、新たに主務省令に規定されたものについて、条 

   例の規定から削除します。 

 （２）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成２９年５月３０日 

 

議案第２号                     【総務部人事課】 

 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 
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 本案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉 

に関する法律」の一部改正に伴い、要介護者を介護する職員の介護時間の 

新設及び超過勤務の制限について定めるものです。 

 ○ 内  容   

 （１）職員が要介護者を介護するために、１日につき２時間を超えない 

   範囲内で介護時間を取得できることとします。 

 （２）職員が要介護者を介護するために請求した場合には、職務に支障 

   がある場合を除き、当該職員に超過勤務をさせてはならないことと 

   します。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第３号                     【総務部人事課】 

 港区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、職員の配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情 

について定めるものです。 

 ○ 内  容  職員の配偶者の外国での勤務が引き続くこととなり、 

         そのことが当該休業期間の延長申請時には確定してい 

         なかったことを特別の事情として、配偶者同行休業の 

         期間の再度の延長ができることとします。 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日 

 

議案第４号                     【総務部人事課】 

 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正を踏まえ、 

条例で定めることとされた育児休業の対象となる子について定めるほか、 

非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するものです。 

 ○ 内  容  

 （１）育児休業の対象となる子を、養子縁組を希望していた養育里親で 

   ある職員に児童相談所から委託された子とします。 

 （２）非常勤職員の育児休業の対象となる子が１歳６か月に達する日ま 

   でに当該非常勤職員が退職することが明らかでない場合に、育児休 

   業を取得できることとします。 

 ○ 施行期日  公布の日 
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議案第５号                   【企画経営部財政課】 

 港区財政調整基金条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、財政調整基金の積立てに係る規定を改めるものです。 

 ○ 内  容  財政調整基金の積立ての要件に、歳出予算に計上した 

         額を積み立てることができることを加えます。 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日 

 

議案第６号                 【防災危機管理室防災課】 

 港区震災対策基金条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興に要す 

る経費の財源に充てるため、基金の名称及び目的を改めるものです。 

 ○ 内  容   

 （１）基金の名称（条例の題名）を変更します。 

    ・港区震災対策基金（条例） 

      → 港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧 

        復興のための基金（条例） 

 （２）基金の目的を変更します。 

    ・震災の予防、応急対策及び復旧に要する経費の財源に充てるため 

      → 震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興 

        に要する経費の財源に充てるため 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日 

 

議案第７号                 【街づくり支援部建築課】 

 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の施行に 

伴い、手数料を新設するものです。 

 ○ 内  容  建築物エネルギー消費性能基準への適合性判定等の手 

         数料を新設します。 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日 

 

議案第８号                【街づくり支援部住宅担当】 

 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 
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 本案は、特定公共賃貸住宅の一部の住戸について、高齢者向けに転用で 

きることとするものです。 

 ○ 内  容   

 （１）特定公共賃貸住宅の一部の住戸を「高齢型住戸」とし、その他の 

   住戸を「一般型住戸」とします。 

 （２）「高齢型住戸」の使用申込者の資格等を定めます。 

 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第９号                【街づくり支援部住宅担当】 

 港区営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、区営住宅シティハイツ六本木の建替えに伴い、戸数を変更する 

ものです。 

 ○ 内  容  シティハイツ六本木の戸数を４５戸から５０戸に変更 

         します。 

 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第１０号             【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、いきいきプラザの個人利用の使用料について、高校生の区分を 

定めるものです。 

 ○ 内  容  高校生の使用料を小学生及び中学生の使用料と同額と 

         します。 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日 

 

議案第１１号               【みなと保健所健康推進課】 

 港区立がん在宅緩和ケア支援センター条例（新規） 

 

 本案は、港区立がん在宅緩和ケア支援センターを設置するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）施設の名称及び位置を定めます。 

    ・名  称  港区立がん在宅緩和ケア支援センター 

    ・位  置  港区白金台四丁目６番２号 

 （２）事業、休館日、開館時間等の管理運営に関する事項を定めます。 

 （３）指定管理者に関する事項を定めます。 
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 ○ 施行期日  区規則で定める日。ただし、（３）の一部については、 

         公布の日 

 

議案第１２号            【子ども家庭支援部子ども家庭課】 

 港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び港区子ども医療費 

 助成条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「児童福祉法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  条例で引用している児童福祉法の条項番号を変更しま 

         す。 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日 

 

議案第１３号             【保健福祉支援部障害者福祉課】 

 港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、心身障害者福祉手当の支給対象とする特殊疾病者の規定方法を 

改めるものです。 

 ○ 内  容  心身障害者福祉手当の支給対象である特殊疾病者につ 

         いて、個別の疾病名を区規則で定めることとします。 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日 

 

議案第１４号              【保健福祉支援部介護保険課】 

 港区介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「介護保険法施行令の一部を改正する政令」の施行を踏まえ、 

保険料の所得段階区分の判定における基準の特例を定めるほか、保険料の 

減免申請期限を改めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）平成２９年度における保険料の所得段階区分の判定に用いる基準 

   を、合計所得金額から土地等の売却収入等に係る租税特別措置法の 

   特別控除額を控除したものとします。 

 （２）保険料の減免申請期限を改めます。 

    ・納期限前７日まで → 納期限まで 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日。ただし、（２）については公布 

         の日 
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議案第１５号      【教育委員会事務局学務課及び生涯学習推進課】 

 港区立学校施設等使用条例等の一部を改正する条例 

 

 本案は、学校施設等の個人利用の使用料について、高校生の区分を定め 

るものです。 

 ○ 内  容  高校生の使用料を小学生及び中学生の使用料と同額と 

         します。 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日 

 [改正条例一覧] 

１ 港区立学校施設等使用条例 

２ 港区立箱根ニコニコ高原学園条例 

３ 港区立運動場条例 

４ 港区スポーツセンター条例 

 

議案第１６号               【教育委員会事務局指導室】 

 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改 

 正する条例 

 

 本案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉 

に関する法律」の一部改正に伴い、要介護者を介護する幼稚園教育職員の 

介護時間の新設及び超過勤務の制限について定めるものです。 

 ○ 内  容   

 （１）幼稚園教育職員が要介護者を介護するために、１日につき２時間 

   を超えない範囲内で介護時間を取得できることとします。 

 （２）幼稚園教育職員が要介護者を介護するために請求した場合には、 

   職務に支障がある場合を除き、当該幼稚園教育職員に超過勤務をさ 

   せてはならないこととします。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第１７号                  【企画経営部財政課】 

 平成２８年度港区一般会計補正予算（第７号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 
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議案第１８号                  【企画経営部財政課】 

 平成２８年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第１９号                  【企画経営部財政課】 

 平成２８年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第１号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第２０号                  【企画経営部財政課】 

 平成２８年度港区介護保険会計補正予算（第２号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第２１号                  【企画経営部財政課】 

 平成２９年度港区一般会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第２２号                  【企画経営部財政課】 

 平成２９年度港区国民健康保険事業会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第２３号                  【企画経営部財政課】 

 平成２９年度港区後期高齢者医療会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第２４号                  【企画経営部財政課】 

 平成２９年度港区介護保険会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 
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議案第２５号             【街づくり支援部交通対策担当】 

指定管理者の指定について（港区立六本木駅自転車駐車場） 

 

 本案は、港区立六本木駅自転車駐車場の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立六本木駅自転車駐車場 

 （２）指定管理者  品川区西五反田四丁目３２番１号日本コンピュー 

           タ・ダイナミクス株式会社内 

           ＮＣＤグループ 

    （代表団体）  日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 

    （構成団体）  株式会社ニッケイトラスト 

 （３）指定の期間  平成２９年８月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

議案第２６号              【企画経営部区役所改革担当】 

 包括外部監査契約の締結について 

 

 本案は、地方自治法第２５２条の３６第１項の規定に基づき、平成２９ 

年度の包括外部監査契約を締結するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約の目的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 （２）契約の相手方 公認会計士 谷川 淳 氏 

 （３）契約の期間  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 （４）契約の金額  ９７２万円を上限とする金額 

 

 

（追加議案） 

 港区教育委員会委員の任命の同意について 

 

 本案は、平成２９年３月３１日で任期満了となる澤孝一郎委員の後任者 

について、任命の同意を求めるものです。 

 

 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 本案は、平成２９年３月３１日で任期満了となる面川典子委員の後任候 

補者の推薦について、意見を求めるものです。 
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 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 本案は、平成２９年６月３０日で任期満了となる水野伸子委員の後任候 

補者の推薦について、意見を求めるものです。 

 

 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 本案は、平成２９年６月３０日で任期満了となる植村登美子委員の後任 

候補者の推薦について、意見を求めるものです。 
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1

議案第１７号

　１　歳入歳出予算補正

千円 千円 千円 千円 千円

２　総　務　費 20,493,304 7,279,574 27,772,878 使用料及び手数料 １  危機管理体制の強化に要する経費の減 △ 3,640
1,102,397  (1)安全安心施設対策基金利子積立金の減 （△3,640 )

国庫支出金 △ 22,491
都支出金 △ 37,846 ２  文化芸術都市・港区に向けての基盤整備に要する経費の減 △ 1,497
財産収入 △ 24,556  (1)文化芸術振興基金利子積立金の減 （△1,497 ）
諸収入 272,245

計 1,289,749 ３  多様な実施主体の自立に向けた支援と協働の推進に要する
 経費の減 △ 105
 (1)みなとパートナーズ基金利子積立金の減 （△105 ）

４  資源の効率的・効果的な活用による行政経営の推進に要す
 る経費の減及び更正 △ 59,702
 (1)庁舎維持管理の減 （△15,000 )
 (2)赤坂地区総合支所維持管理の減 （△17,627 )
 (3)芝浦港南地区総合支所維持管理の減 （△27,075 )

５  基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立に要す
 る経費の減 △ 106,541
 (1)文書管理システム運用の減 （△78,217 )
 (2)参議院議員選挙の減 （△4,274 )
 (3)区長選挙の減 （△9,201 )
 (4)東京海区漁業調整委員会委員選挙の減 （△1,104 )
 (5)都知事選挙の減 （△13,745 )

６  区有地・区有施設への総合的な管理運営手法の導入に要す
 る経費の減及び追加 470,265
 (1)公共施設等総合管理計画策定の減 （△7,657 )
 (2)公有財産管理（用地・施設活用担当）を追加 (477,922 )

特　定　財　源 一　般　財　源

千円

5,989,825

別表１

 平成28年度港区一般会計補正予算（第７号）概要

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

補　　正　　額　　の　　説　　明
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千円 千円 千円 千円 千円

２　総　務　費 ７  便利な区民生活を実現する情報基盤の整備に要する経費の
（つづき）  減 △ 277,128

 (1)基幹系業務システム保守・運用の減 （△112,567 )
 (2)内部情報系システム保守・運用の減 （△74,436 )
 (3)ＩＣＴ活用基盤の整備の減 （△11,534 )
 (4)庁内情報機器等管理運用の減 （△54,700 )
 (5)経済センサスの減 （△23,891 )

８  地震などの自然災害の防災対策の充実に要する追加経費
 の計上及び減 7,288,617
 (1)地域防災計画改定の減 （△7,694 )
 (2)備蓄物資整備の減 （△5,457 )
 (3)防災行政無線難聴対策助成の減 （△15,876 )
 (4)震災対策基金積立金を計上 （7,323,000 )
 (5)震災対策基金利子積立金の減 （△5,356 )

９　地域の防災力の向上に要する経費の減 △ 8,204
 (1)高層住宅等の震災対策の減 （△8,204 )

10　いつでもどこでも区民サービスを提供できる体制の実現に要
 する経費の減 △ 22,491
 (1)通知カード・個人番号カード交付事務の減 （△22,491 )

３　環境清掃費 5,456,889 △ 99,894 5,356,995 財産収入 △ 1,168 △ 98,726 １　地球温暖化防止に向けた取組の推進に要する経費の減 △ 1,168
 (1)地球温暖化等対策基金利子積立金の減 （△1,168 )

２　多様な主体と連携した環境保全・美化活動の推進に要
 する経費の減 △ 40,000
 (1)みなとタバコルール推進の減 （△40,000 )

３　ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理に要する経費
 の減 △ 58,726
 (1)可燃ごみ・不燃ごみ収集の減 （△28,000 )
 (2)資源化センター管理運営の減 （△30,726 )

千円

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源
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千円 千円 千円 千円 千円

４　民　生　費 44,063,352 △ 266,966 43,796,386 都支出金 △ 24,938 △ 215,345 １　地域福祉の総合的推進と新たなつながりの構築による支え
財産収入 △ 7,818  合いの促進に要する経費の減 △ 56,801
繰入金 △ 18,865  (1)福祉総合システム維持管理の減 （△56,801 )

計 △ 51,621
２　安心して住み続けられる住まいの確保・支援に要する経費
 の減 △ 974
 (1)高齢者福祉施設等整備基金利子積立金の減 （△974 )

３　差別の解消及び権利擁護の推進に要する経費の減 △ 1,221
 (1)障害者福祉推進基金利子積立金の減 （△1,221 )

４　地域における自立生活を支える仕組みづくりに要する経費
　の減 △ 64,398
 (1)障害者日中活動サービス推進事業の減 （△24,938 )
 (2)（仮称）南青山二丁目公共施設整備の減 （△28,460 )
 (3)精神障害者地域活動支援センター等整備の減 （△11,000 )

５　心豊かに充実した生活の支援に要する経費の減 △ 81,121
 (1)芝地区いきいきプラザ（３館）管理運営の減 （△3,500 )
 (2)麻布地区いきいきプラザ（５館）管理運営の減 （△4,000 )
 (3)赤坂地区いきいきプラザ（３館）管理運営の減 （△10,911 )
 (4)高輪地区いきいきプラザ（４館）管理運営の減 （△60,314 )
 (5)港南いきいきプラザ管理運営の減 （△2,396 )

６　在宅生活を支えるサービスの充実に要する経費の減 △ 18,865
 (1)高齢者在宅サービスセンター維持補修の減 （△18,865 )

７　職員人件費の減 △ 96,513
 (1)一般職員の減 （△96,513 )

８　子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進
 に要する経費の減 △ 5,146
 (1)子育て王国基金利子積立金の減 （△5,146 ）

９　低所得者の生活の支援及び自立施策の充実に要する追加
　経費を計上 58,073
 (1)生活保護を追加 （58,073 )

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源

千円

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳
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千円 千円 千円 千円 千円

５　衛　生　費 4,884,458 64,741 4,949,199 寄附金 130 １　子どもを生み育てる環境を整えるに要する追加経費を計上 22,919
 (1)特定不妊治療費助成を追加 （17,500 )
 (2)妊婦健康診査を追加 （5,419 )

２　感染症対策の強化推進に要する追加経費を計上 41,822
 (1)予防接種事業を追加 （41,822 )

６　産業経済費 2,362,618 △ 149,129 2,213,489 都支出金 △ 8,310 １　経営基盤強化に向けた総合的な支援に要する経費の減 △ 115,994
 (1)融資事業の減 （△98,053 )
 (2)（仮称）産業振興センター等整備の減 （△17,941 )

２　魅力あふれる商店街の支援に要する経費の減 △ 19,207
 (1)にぎわい商店街事業の減 （△5,360 )
 (2)商店街多言語対応事業の減 （△13,847 )

３　観光客受け入れ体制の充実に要する経費の減 △ 5,000
 (1)観光・街区案内標識設置の減 （△5,000 )

４　優秀・多様な人・企業が集まる環境づくりに要する経費の減 △ 8,928
 (1)勤労福祉会館管理運営の減 （△8,928 )

７　土　木　費 16,791,061 △ 2,422,344 14,368,717 使用料及び手数料 １　職員人件費の減及び更正 △ 20,006
△ 947,346  (1)一般職員の減 （△20,006 )

国庫支出金 △ 824,239
都支出金 △ 415,664 ２　交通まちづくりの推進に要する経費の減 △ 90,000
財産収入 △ 7,839  (1)コミュニティバス運行の減 （△90,000 )
寄附金 384,000
繰入金 △ 57,421 ３　都心機能を支え人にやさしい道路・公園等の整備に要する
諸収入 △ 81,187  経費の減及び更正 △ 1,329,708

計  (1)公衆便所整備の減 （△40,332 )
 (2)芝地区街路樹等維持管理の減 （△8,250 )
 (3)高輪地区街路樹等維持管理の減 （△2,936 )
 (4)芝浦港南地区街路樹等維持管理の減 （△10,739 )

 (5)芝地区道路清掃の減 （△8,500 )

△ 1,949,696

千円

64,611

△ 140,819

△ 472,648

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源
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千円 千円 千円 千円 千円

７　土　木　費  (6)赤坂地区道路清掃の減 （△2,500 )
（つづき）  (7)芝地区道路・側溝等維持管理の減 （△10,660 )

 (8)麻布地区道路・側溝等維持管理の減 （△6,631 )
 (9)赤坂地区道路・側溝等維持管理の減 （△10,000 )
(10)歩道整備の減 （△54,016 )
(11)電線類地中化整備の減 （△41,000 )
(12)芝浦港南地区橋りょう維持管理の減 (△36,000 )
(13)都市計画道路整備の減 （△1,050,364 )
(14)下水道施設工事の減 （△14,226 )
(15)虎ノ門三・四丁目街路整備支援の減 (△4,000 )
(16)高輪地区児童遊園等維持管理の減 （△8,883 )
(17)芝浦港南地区児童遊園等維持管理の減 (△20,671 )

４　駅周辺の交通機能の充実に要する経費の減 △ 6,000
 (1)品川駅港南口広場維持管理の減 （△6,000 )

５　災害に強いまちづくりに要する経費の減 △ 684,169
 (1)細街路拡幅整備の減 （△12,421 )
 (2)芝地区河川等維持管理の減  （△56,282 )
 (3)建築物耐震改修等促進の減 (△585,466 )
 (4)マンションエレベーター安全装置設置助成の減 (△30,000 )

６　ヒートアイランド対策の推進に要する経費の減 △ 10,483
 (1)遮熱性舗装等の整備の減 （△10,483 )

７　市街地再開発事業等諸制度の活用と支援に要する追加
 経費の計上及び減 △ 669,978
 (1)都心共同住宅供給・優良建築物等整備事業助成の減 （△29,168 )
 (2)浜松町一丁目地区市街地再開発事業支援の減 （△314,316 )
 (3)赤坂一丁目地区市街地再開発事業支援の減 （△442,494 )
 (4)赤坂九丁目北地区市街地再開発事業支援を追加 （234,300 )
 (5)虎ノ門一丁目地区市街地再開発事業支援の減 （△118,300 )

８　快適な都心居住の実現に要する追加経費の計上及び更正 388,000
 (1)定住促進基金積立金を計上 （388,000 )

千円

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源
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千円 千円 千円 千円

８　教　育　費 18,752,812 △ 269,701 18,483,111 財産収入 △ 14,011 １　安全・安心で魅力ある教育環境の整備に要する経費の減
諸収入 13,977  及び更正 △ 162,833

計 △ 34  (1)奨学資金貸付の減 （△12,390 )
 (2)小学校情報機器整備の減 （△22,089 )
 (3)小学校運営事務の減 （△16,751 )
 (4)中学校施設維持管理の減 （△25,621 )
 (5)中学校施設改修の減 （△67,739 )
 (6)箱根ニコニコ高原学園管理運営の減 （△18,243 )

２　災害に強いまちづくりに要する経費の減 △ 18,707
 (1)中学校特定天井等耐震化改修の減 （△18,707 ）

３　「徳」「知」「体」の育成に要する経費の減 △ 11,861
 (1)小学校夏季学園の減 （△11,861 ）

４　職員人件費の減 △ 76,300
 (1)教職員の減 （△76,300 ）

10　諸支出金 8,000,912 5,405,600 13,406,512 国庫支出金 17,610 １　基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立に要する
都支出金 16,918  追加経費の計上及び減 5,908,610
財産収入 807,169  (1)財政調整基金利子積立金の減 （△67,806 )

計  (2)公共施設等整備基金積立金を計上 （5,976,416 )

２　安心できる地域保健・医療体制の推進に要する経費の減及
 び更正 △ 313,297
 (1)国民健康保険事業会計繰出金の減 （△313,297 )

３　地域で安心して暮らせる基盤の整備に要する経費の減 △ 164,497
 (1)後期高齢者医療会計繰出金の減 （△164,497 )

４　在宅生活を支えるサービスの充実に要する経費の減 △ 25,216
 (1)介護保険会計繰出金の減 （△25,216 )

4,563,903

841,697

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源

千円 千円

△ 269,667

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳
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千円 千円 千円 千円 千円

歳出合計 123,032,987 9,541,881 132,574,868

千円                        千円

155,051 　特別区税 6,088,948
△ 829,120 　利子割交付金 △ 550,000
△ 469,840 　配当割交付金 360,000

751,777 　株式等譲渡所得割交付金 649,000
384,130 　繰越金 2,873,186

△ 76,286 9,421,134
205,035
120,747

歳入（財源）の主な内訳 （単位：千円）
補正額

特別区税 6,088,948 特別区民税5,617,403、特別区たばこ税471,545
利子割交付金 △ 550,000 利子割交付金△550,000
配当割交付金 360,000 配当割交付金360,000
株式等譲渡所得割交付金 649,000 株式等譲渡所得割交付金649,000
使用料及び手数料 155,051 道路占用料155,051
国庫支出金 △ 829,120 国民健康保険基盤安定費17,610、個人番号カード交付関係費△22,491、社会資本整備総合交付金△824,239

国民健康保険基盤安定費18,185、後期高齢者医療保険基盤安定費△1,267、障害者福祉諸費△24,938
都市計画交付金△201,512、耐震化促進事業費△206,860、経済センサス統計調査費△18,723

財産収入 751,777 基金利子△123,198、土地売払代金874,975
寄附金 384,130 ふるさと納税寄附金130、虎ノ門三・四丁目街路整備に係る寄附金△4,000、定住協力金388,000
繰入金 △ 76,286 震災対策基金繰入金△12,421、安全安心施設対策基金繰入金△18,865、地球温暖化等対策基金繰入金△45,000
繰越金 2,873,186 27年度の繰越金4,611,372　-　28年度既予算計上額（当初1,000,000　+　補正738,186）

下水道施設工事受託収入△38,726、競馬組合配分金47,466、公益財団法人東京都環境公社補助金収入△45,000
公益財団法人日本環境協会補助金収入238,756、電線共同溝建設負担金収入2,539

9,541,881

  ２　　繰越明許費補正
    追　　　　加 （単位：千円）

款

 ２　総　務　費 ３　戸籍住民基本台帳費 通知カード・個人番号カード交付事務 17,809

諸収入 205,035

合　　計

項 事　業　名 金　額

款 補　正　の　主　な　内　訳

都支出金 △ 469,840

　使用料及び手数料
　国庫支出金
　都支出金
　財産収入
　寄附金
　繰入金

千円

120,747 9,421,134

計
　諸収入

計

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳
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議案第１８号

　１　　歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補　正　額 計
千円 千円 千円 千円

２　保険給付費 14,571,716 236,188 14,807,904 国庫支出金 67,944 １　一般被保険者の療養給付費の追加及び財源更正 126,851
都支出金 12,739
共同事業交付金 △ 20,230 ２　一般被保険者の高額療養費の追加及び財源更正 109,337
繰入金 △ 295,246
繰越金 470,981

７　共同事業 7,548,617 62,227 7,610,844 国庫支出金 15,557 １　高額医療費共同事業医療費拠出金の追加 62,227
　　拠 出 金 都支出金 15,557

共同事業交付金 31,113

９　諸支出金 53,052 131,713 184,765 繰入金 1　一般被保険者償還金及び還付金の財源更正 -
繰越金 149,764

２　退職被保険者等償還金及び還付金の財源更正 -

３　国庫支出金等過年度分償還金を計上 131,713

歳出合計 27,830,091 430,128 28,260,219

　　　　　千円

　国庫支出金 83,501
　都支出金 28,296
　共同事業交付金 10,883
　繰入金 △ 313,297
　繰越金
　　　計 430,128

補　正　額　の　財　源　内　訳 補　　正　　額　　の　　説　　明
千円

△ 18,051

430,128

620,745

        平成28年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号）概要
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議案第１９号

　１　　歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補　正　額 計
千円 千円 千円 千円

１　総 務 費 156,147 0 156,147 繰入金 △ 108,147 １　後期高齢者医療保険料収納等の財源更正 -
繰越金 108,147

２　広域連合 4,452,662 169,675 4,622,337 後期高齢者医療保険料 198,207 １　東京都後期高齢者医療広域連合負担金の追加及び財源更正 169,675
　　負 担 金 繰入金 △ 56,350
　　 繰越金 27,818

歳出合計 4,850,709 169,675 5,020,384

　　　　　千円

  後期高齢者医療保険料 198,207
　繰入金
　繰越金
　　　計

169,675

△ 164,497
135,965
169,675

        平成28年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第１号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳 補　　正　　額　　の　　説　　明
千円
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議案第２０号

　１　　歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補　正　額 計
千円 千円 千円 千円

１　総 務 費 747,794 △ 25,216 722,578 繰入金 １　職員人件費の減 △ 25,216

歳出合計 16,388,748 △ 25,216 16,363,532

        平成28年度港区介護保険会計補正予算（第２号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳 補　　正　　額　　の　　説　　明
千円

△ 25,216

△ 25,216



議案第２１号～第２４号 別表２　

【健やかな暮らしを支える取組】   
 ＜働き盛り世代＞ 
  がん治療に伴う外見ケア（ウィッグ等購入）助成、がん在宅緩和ケア支援センター開設準備 
  ワーク・ライフ・バランスの推進、イクボス講演会の実施 等 

【互いに尊重し、支え合う社会づくり】   
 ＜高齢者＞ 
  生活支援体制整備事業、認知症初期集中支援事業 等 
 ＜障害者＞ 
  障害者就労支援、手話通訳派遣等事業 等 
 ＜あらゆる人＞ 
  多言語対応推進、外国人のための防災対策 等 

１ 施政方針に掲げた「区民生活の基盤となる、安全・安心なまちづくり」、「平和 
  と人権を尊重し、共に支え合うまちづくり」、「港区に住み、働き、訪れる、すべ 
 ての人がまちのルールを守り、心地よく過ごせるまちづくり」の３つの区政運営の 
  基本的な考え方に基づき、将来像の実現に向けた施策を積極的に展開します。 
 
２ 参画と協働及び自治体間連携を施策の推進の視点に置き、各部門の主体性を最大 
  限発揮し、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 
  サービスを提供します。 
 
３ 今後の人口増に伴う様々な行政需要の増加、いかなる社会経済情勢の変化及び自 
  然災害等にも柔軟に対応し、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、事業のスクラップア 
  ンドビルド及び人件費、物件費等の経常的経費の節減など、不断の内部努力を徹底 
  します。 

【待機児童ゼロに向けた取組】   
 私立認可保育所等設置支援事業、港区保育室事業、地域型保育事業 等 

【多様な育ちや学びの支援】   
 国際学級の設置（南山小学校）、英語科国際ネイティブコースの設置（六本木中学校） 等 

【子どもの未来応援施策】   
 教育・学習の支援、生活環境の安定の支援、経済的安定の支援 等 

【早期の児童相談所の設置に向けた取組】   
 施設整備計画の策定、専門部会の設置 等 

【首都直下地震等への備えの強化の取組】     
 震災復興基金の積立、高層住宅等の震災対策の促進、耐震改修等促進 等 

【区内産業の発展と新たな産業の創出・育成の取組】   
 販路拡大支援、新技術活用支援 等 

【まちのルールを守り、快適に過ごせるまちづくりを推進するための取組】  
 客引き防止の強化、落書き対策、受動喫煙防止対策の推進 等 

区民の誰もが安全・安心に、夢と希望を持って暮らせる 
躍動感に満ちた活力ある港区を実現するための予算 

【一般会計予算額：1,661億5,000万円】 

 一般会計予算は、近い将来発生が危惧される首都直下地震等

へ備え、発災後、区主導で迅速かつ地域に即した復旧・復興を

実現するための震災復興基金へ380億円を積立てたことなどによ

り、過去最高の1,661億5,000万円、前年度比458億2,000万円、

38.1％の増加となりました。 
  なお、財政調整基金から震災復興基金への組替えによる繰入
金及び積立金が増加となった臨時的要因を除くと、1,281億
5,000万円、前年度比78億2,000万円、6.5％の増加となります。 

【港区の人口：平成29年１月１日現在 249,242人】 
 全国的に人口が減少しているなか、年少人口、生産年齢人口及
び老年人口のいずれの世代においても増加傾向にあり、今後も
引き続き増加する見込みです。 
 

予算編成の基本方針               

 ③ 住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられるための取組      19億7,356万円   

 ② 夢と希望に満ちた子どもの明るい未来につなげる取組        103億8,012万円  

 ① 安全・安心で快適な都市の魅力を発展・成熟させる取組       448億2,302万円   

予算編成の重点施策                                                

予算の特徴              

平成 2 9年度一般会計歳出予算の内訳          

各会計当初予算額        

緊急課題に迅速かつ柔軟に対応可能な予算フレーム              

【特別区民税収入：666億3,310万円】 
  歳入の根幹を成す特別区民税収入は、人口の増加や雇用・所
得環境の改善に伴い、前年度比4.9％増の666億3,310万円と堅調
に増加する見込みです。 

＜性質別＞ ＜目的別＞ 

※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。 
 

※表中（  ）は、震災復興基金積立金380億円を除いた 

 金額、構成比です。 
 
※本資料中、「震災復興基金」の正式名称は、「港区震災 

  後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のた 

  めの基金」です。 
 

(単位：千円、％)

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

  166,150,000
 (128,150,000)

　  76.7
　 (71.8)

120,330,000 71.2
  45,820,000
  (7,820,000)

  38.1
  (6.5)

   28,253,409  
　　13.0
　 (15.8)

27,827,999 16.5 　　 425,410 　 1.5

    5,313,778  
　　 2.5
　　(3.0)

4,850,709 2.9 　　 463,069 　 9.5

   16,818,562  
　　 7.8
　　(9.4)

16,044,562 9.5 　　 774,000    4.8

　216,535,749
 (178,535,749)

   100.0 169,053,270 100.0
  47,482,479
　(9,482,479)

　28.1
　(5.6)

対前年度比較

一 般 会 計

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

合   　 計

区　　　分
29    年    度 28    年    度

科　目 当初予算額 構成比

議　会  費 　　　 734,935
　　0.4
   (0.6)

総　務  費
　  56,655,519
　 (18,655,519)

　 34.1
　(14.6)

環境清掃費 　　 5,603,961
　　3.4
　 (4.4)

民　生  費 　　46,338,170
　 27.9
　(36.2)

衛　生　費 　　 5,277,397
　  3.2
　 (4.1)

産業経済費 　　 2,273,418
　　1.4
　 (1.8)

土　木　費 　　17,144,348
　 10.3
　(13.4)

教　育　費 　　22,807,808
　 13.7
　(17.8)

そ　の　他 　　 9,314,444
　  5.6
　 (7.3)

合　　　計
   166,150,000
  (128,150,000)

　100.0

（単位：千円、％）

当初予算額 構成比

人件費 　　20,141,229
　 12.1
　(15.7)

扶助費 　　23,038,831
　 13.9
　(18.0)

公債費 　　　 770,107
　　0.5
　 (0.6)

小　計 　　43,950,167
　 26.5
　(34.3)

　　24,823,461
　 14.9
  (19.4)

　  97,376,372
　 (59,376,372)

   58.6
  (46.3)

　 166,150,000
  (128,150,000)

　100.0

（単位：千円、％）

区　分

義
務
的
経
費

投資的経費

その他経費

合 　   計

財政計画 1,229億800万円 
 ・教育環境の充実 ・待機児童解消施策 
 ・震災等への予防、減災の取組 
 ・高齢者、障害者福祉の充実 
 ・区内中小企業への支援 
 ・道路、公園等整備    など 

震災復興基金積立 
380億円 

緊急課題等の対応   52億4,200万円 
【計画計上を上回る追加経費】 
   ・保育施設の整備、充実 
    （私立認可保育園誘致、 
        区立認可保育園整備など） 

   ・児童数増に伴う学校整備 
     （普通教室化改修など） 

【国が実施する事業への対応】 
     ・臨時福祉給付金 など            

一般会計歳出予算総額 1,661億5,000万

一般会計予算 

  

  

  

  

  

財政調整基金 震災復興基金 

  



マンション建替え支援 【レベルアップ】 2,139万円 保育士等宿舎借り上げ支援事業 【臨時(継続）】 2億 9,127万円 障害者計画改定 【臨時(新規）】 452万円

建築物耐震改修等促進 【レベルアップ】 11億 5,162万円 白金台幼稚園園舎増築 【臨時(継続）】 5,445万円 生涯学習推進計画の改定 【臨時(新規）】 566万円

Ⅰ　かがやくまち 58事業 450億 1,357万円 被災建築物応急危険度判定 【レベルアップ】 211万円 麻布幼稚園園舎増築 【臨時(継続）】 1億 4,097万円 スポーツ推進計画の改定 【臨時(新規）】 588万円

(1) 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 48事業 444億 7,697万円 交通安全運動 【レベルアップ】 1,216万円 港区教育史の編さん 【臨時(継続）】 6,965万円 図書館サービス推進計画等改定 【臨時(新規）】 727万円

落書き対策 【新規】 170万円 (2) 環境にやさしい都心をみなで考えつくる 10事業 5億 3,660万円 新教育センター整備 【臨時(継続）】 203万円 文化芸術振興プラン策定 【臨時(継続）】 647万円

小型街路灯ＬＥＤ化推進 【新規】 1億 4,650万円 食品廃棄物・食品ロス削減推進事業 【新規】 958万円 小・中学校普通教室化改修 【臨時(継続）】 2億 6,730万円 （仮称）文化芸術ホール整備 【臨時(継続）】 998万円

運河の魅力向上事業 【新規】 2,376万円 港区生物多様性地域戦略改定 【臨時(新規）】 796万円 赤羽小学校等改築 【臨時(継続）】 3,271万円 地域保健福祉計画等改定 【臨時(継続）】 1,658万円

復興まちづくりの推進 【新規】 892万円 環境基本計画改定 【臨時(新規）】 633万円 高輪台小学校校舎増築 【臨時(継続）】 3,645万円 臨時福祉給付金等支給事業 【臨時(継続）】 6億 2,320万円

市街地再開発事業の事後評価 【新規】 479万円 ヒートアイランド現象調査 【臨時(新規）】 499万円 赤坂中学校等改築 【臨時(継続）】 1億 7,137万円 南麻布四丁目福祉施設整備 【臨時(継続）】 1億 2,211万円

土砂災害対策 【臨時(新規）】 792万円
全国連携による再生可能エネルギー導入検
討

【臨時(新規）】 587万円 区立運動場管理運営 【臨時(継続）】 3億 845万円 （仮称）南青山二丁目公共施設整備 【臨時(継続）】 2,321万円

震災復興基金積立金 【臨時(新規）】 区有施設ＬＥＤ化推進 【臨時(継続）】 8,851万円 小・中学校、幼稚園情報機器整備 【臨時(継続）】 3億 2,092万円 精神障害者地域活動支援センター等整備 【臨時(継続）】 3,424万円

生活安全行動計画策定 【臨時(新規）】 523万円 運河と海辺の活用推進 【臨時(継続）】 274万円 しばうら保育園管理運営 【レベルアップ】 6億 1,670万円 新郷土資料館開設準備 【臨時(継続）】 15億 5,611万円

環状２号線周辺地区のまちづくり 【臨時(新規）】 1,092万円 地球温暖化対策地域推進計画改定 【臨時(継続）】 616万円 放課ＧＯ→クラブ 【レベルアップ】 4億 225万円 新郷土資料館等複合施設整備 【臨時(継続）】 76億 6,781万円

三田・高輪地区のまちづくり 【臨時(新規）】 918万円 お台場ふるさとの海づくり 【レベルアップ】 1,613万円 地区委員会活動支援 【レベルアップ】 864万円 地域包括ケアシステム推進事業 【レベルアップ】 2,579万円

土地利用現況調査 【臨時(新規）】 1,166万円 みなとタバコルール推進 【レベルアップ】 3億 8,832万円 親子ふれあい助成事業 【レベルアップ】 1,259万円 区立公衆浴場管理運営 【レベルアップ】 2,866万円

中堅所得者向け住宅の転用 【臨時(新規）】 3,341万円 Ⅱ　にぎわうまち 15事業 6億 7,461万円 港区保育室事業 【レベルアップ】 34億 6,511万円 コミュニティバス等福祉事業 【レベルアップ】 1億 4,109万円

耐震改修促進計画推進 【臨時(新規）】 54万円 (1) 地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる 2事業 2億 1,136万円 病児・病後児保育 【レベルアップ】 1億 4,669万円 介護予防訪問事業 【レベルアップ】 2億 3,684万円

（仮称）道路施設維持管理計画の推進 【臨時(新規）】 1,669万円 （仮称）区民マラソン大会実施準備 【臨時(新規）】 1,977万円 認証保育所運営助成 【レベルアップ】 9億 5,658万円 介護予防通所事業 【レベルアップ】 2億 2,183万円

地域特性にあった道路整備の推進 【臨時(新規）】 533万円 旧協働会館保存・活用 【臨時(継続）】 1億 9,159万円 認可外保育施設保育料助成 【レベルアップ】 2,206万円 介護雇用・人材育成支援事業 【レベルアップ】 863万円

（仮称）公園施設等維持管理計画の推進 【臨時(新規）】 1,663万円 (2) 港区からブランド性ある産業・文化を発信する 13事業 4億 6,324万円 地域型保育事業 【レベルアップ】 4億 6,325万円 手話通訳派遣等事業 【レベルアップ】 1,769万円

親子の遊び場づくり≪職員提案≫ 【臨時(新規）】 1,500万円 新技術活用支援 【新規】 528万円 みなと保育サポート事業 【レベルアップ】 1億 1,358万円 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業 【レベルアップ】 272万円

快適な児童遊園トイレの整備 【臨時(新規）】 150万円 国際化推進プラン改定 【臨時(継続）】 1,443万円 子育てひろば等事業 【レベルアップ】 3億 3,986万円 障害者就労支援 【レベルアップ】 4,331万円

（仮称）公共駐車場長期修繕計画の推進 【臨時(新規）】 1,323万円 産業振興プラン改定 【臨時(継続）】 797万円 子育てサポート保育 【レベルアップ】 2,371万円 子どもの未来応援施策理解促進事業 【レベルアップ】 220万円

（仮称）自転車等駐車場長期修繕計画の推
進

【臨時(新規）】 1,080万円 商店街多言語対応事業 【臨時(継続）】 1,359万円 小・中学校就学援助 【レベルアップ】 1億 8,681万円 生活困窮者自立支援事業 【レベルアップ】 4,831万円

（仮称）白金台駅自転車等駐車場整備 【臨時(新規）】 2,617万円 区内共通商品券発行支援 【臨時(継続）】 6,451万円 小・中学校特別支援学級就学奨励 【レベルアップ】 353万円 災害医療対策 【レベルアップ】 1,441万円

水辺の散歩道の整備 【臨時(新規）】 852万円 バリアフリー観光の推進 【臨時(継続）】 84万円 小学校施設維持管理 【レベルアップ】 5億 4,288万円 新型インフルエンザ等対策推進 【レベルアップ】 396万円

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に向
けた道路の整備

【臨時(新規）】 1億 2,383万円 観光振興ビジョン策定 【臨時(継続）】 1,089万円 学校支援地域本部事業 【レベルアップ】 836万円 乳幼児健康診査 【レベルアップ】 1億 2,246万円

シティハイツ六本木建替 【臨時(継続）】 28億 3,761万円 （仮称）産業振興センター等整備 【臨時(継続）】 2億 3,309万円 学力向上事業 【レベルアップ】 1億 8,986万円 自殺対策推進事業 【レベルアップ】 639万円

シティハイツ高浜建替 【臨時(継続）】 1億 5,555万円 外国人のための防災対策 【レベルアップ】 934万円 心の教育相談・不登校対策事業 【レベルアップ】 3,192万円 お口の健康診査 【レベルアップ】 2億 6,328万円

シティハイツ車町建替 【臨時(継続）】 817万円 多言語対応推進 【レベルアップ】 2,097万円 国際化対応教育の推進 【レベルアップ】 1億 1,090万円 タバコ対策優良施設制度推進 【レベルアップ】 355万円

屋外広告物景観形成ガイドライン策定 【臨時(継続）】 820万円 販路拡大支援 【レベルアップ】 3,387万円 教科用図書事務 【レベルアップ】 487万円 胃がん検診 【レベルアップ】 3億 3,459万円

虎ノ門三・四丁目街路整備支援 【臨時(継続）】 541万円 港区観光ボランティアガイド事業 【レベルアップ】 617万円 学びの未来応援施策 【レベルアップ】 1,226万円 婦人科検診 【レベルアップ】 4億 1,425万円

快適な公衆トイレの整備 【臨時(継続）】 9,726万円 シティプロモーション推進事業 【レベルアップ】 4,230万円 (2) 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 50事業 124億 510万円
東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会等気
運醸成

【レベルアップ】 2,599万円

都市計画道路整備 【臨時(継続）】 2億 3,902万円 Ⅲ　はぐくむまち 95事業 246億 96万円 認知症初期集中支援事業 【新規】 796万円 障害者スポーツの普及 【レベルアップ】 801万円

公園整備 【臨時(継続）】 1,981万円 (1) 明日の港区を支える子どもたちを育む 45事業 121億 9,587万円 生活支援体制整備事業 【新規】 1,919万円 図書館電算システム保守 【レベルアップ】 1億 8,892万円

都市計画公園整備 【臨時(継続）】 7,239万円 東麻布保育園管理運営 【新規】 3億 6,056万円
シティハイツ六本木等複合施設（サービス
付き高齢者向け住宅等）維持管理

【新規】 2,877万円 Ⅳ　実現をめざして 12事業 2億 2,289万円

児童遊園整備 【臨時(継続）】 4,443万円 産前産後家事・育児支援事業 【新規】 4,447万円 障害者就労支援事業所設備整備等補助 【新規】 1,500万円 ＷＥＢ写真館≪職員提案≫ 【新規】 258万円

駐車施設集約化推進 【臨時(継続）】 1,514万円 保育コンシェルジュの配置 【臨時(新規）】 291万円 学習支援事業 【新規】 1,626万円 公共施設の総合的な管理の推進 【新規】 5,448万円

台場の地域交通の運行 【臨時(継続）】 1億 3,181万円 児童相談所設置に向けた準備 【臨時(新規）】 5,230万円 健康危機管理対策の強化 【新規】 1,044万円 テレビ会議システム運営 【新規】 626万円

小・中学校特定天井等耐震化改修 【臨時(継続）】 6億 725万円 学校教育推進計画等推進 【臨時(新規）】 632万円
がん治療に伴う外見ケア（ウィッグ等購
入）助成

【新規】 309万円 政策評価 【臨時(新規）】 131万円

防犯協会補助金 【レベルアップ】 180万円 学校情報化アクションプラン策定 【臨時(新規）】 994万円 みなと学びの循環事業 【新規】 67万円 情報化計画改定 【臨時(新規）】 46万円

災害対策本部 【レベルアップ】 2,528万円 芝浦小学校校舎増築 【臨時(新規）】 74万円 学校図書館運営支援事業 【新規】 2,016万円 港区基本計画（地区版計画書）改定 【臨時(継続）】 3,634万円

備蓄物資整備 【レベルアップ】 8,795万円 芝浦小学校通学区域新設校整備 【臨時(新規）】 6,565万円 麻布いきいきプラザ等改築 【臨時(新規）】 1,269万円 港区基本計画改定 【臨時(継続）】 1,950万円

高層住宅等の震災対策 【レベルアップ】 2,890万円 港南幼稚園園舎増築 【臨時(新規）】 3億 1,083万円
第３期国民健康保険特定健康診査等実施計
画策定

【臨時(新規）】 421万円 東京2020大会準備・啓発 【臨時(継続）】 1,369万円

防災知識普及・啓発 【レベルアップ】 2,923万円 （仮称）元麻布保育園整備 【臨時(継続）】 1億 104万円 第２期国民健康保険データヘルス計画策定 【臨時(新規）】 227万円 港区史編さん 【臨時(継続）】 6,889万円

家具転倒防止対策等促進事業 【レベルアップ】 1,769万円 青山保育園等整備 【臨時(継続）】 4億 2,557万円 高輪三丁目福祉施設整備 【臨時(新規）】 330万円 改革・創造型思考力向上研修 【臨時(継続）】 421万円

客引き防止プロジェクト 【レベルアップ】 3億 5,197万円 緊急暫定学童クラブ 【臨時(継続）】 7億 8,715万円 赤坂九丁目福祉施設整備 【臨時(新規）】 607万円 全国連携の推進 【レベルアップ】 412万円

景観形成推進 【レベルアップ】 261万円 私立認可保育所等設置支援事業 【臨時(継続）】 6億 7,044万円 高齢者保健福祉計画改定 【臨時(新規）】 914万円 ワーク・ライフ・バランス推進事業 【レベルアップ】 1,104万円

 380億円

◆平成29年度の主要事業一覧 

区民の誰もが安全・安心に、夢と希望を持って暮らせる躍動感に満ちた活力ある港区を実現するための予算 


	平成２９年第１回港区議会定例会議案等件名一覧
	平成２９年第１回港区議会定例会議案等の概要
	別表１（平成２８年度港区補正予算概要）
	別表２（平成２９年度当初予算案概要）

