
 

平成２２年第１回港区議会定例会議案等件名一覧 

  

 区長報告２件  

区長報告第１号 専決処分について（（仮称）こうなん星の公園自転車駐車場整 

        備工事請負契約の変更） 

区長報告第２号 専決処分について（港区立芝浦小学校・幼稚園改築工事請負契 

        約の変更） 

 

 議案３３件  

議案第 １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 ２号  港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 

議案第 ３号  港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 ４号  港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 ５号  港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

議案第 ６号  港区立公園条例の一部を改正する条例 

議案第 ７号  港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例 

議案第 ８号  港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条 

        例の一部を改正する条例 

議案第 ９号  港区立福祉会館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（新規） 

議案第１１号  港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第１２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１３号  港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１４号  港区立運動場条例の一部を改正する条例 

議案第１５号  平成２１年度港区一般会計補正予算（第７号） 

議案第１６号  平成２１年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

議案第１７号  平成２１年度港区老人保健医療会計補正予算（第１号） 

議案第１８号  平成２１年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

議案第１９号  平成２２年度港区一般会計予算 

議案第２０号  平成２２年度港区国民健康保険事業会計予算 

議案第２１号  平成２２年度港区老人保健医療会計予算 



 

議案第２２号  平成２２年度港区後期高齢者医療会計予算 

議案第２３号  平成２２年度港区介護保険会計予算 

議案第２４号  工事請負契約の承認について（（仮称）芝地区子ども中高生プ 

        ラザ等保健福祉複合施設新築工事） 

議案第２５号  工事請負契約の承認について（（仮称）芝地区子ども中高生プ 

        ラザ等保健福祉複合施設新築に伴う電気設備工事） 

議案第２６号  工事請負契約の承認について（（仮称）芝地区子ども中高生プ 

        ラザ等保健福祉複合施設新築に伴う空気調和設備工事） 

議案第２７号  工事請負契約の承認について（（仮称）芝地区子ども中高生プ 

        ラザ等保健福祉複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事） 

議案第２８号  工事請負契約の承認について（港区立港南小学校グラウンド等 

        整備及び港南幼稚園改築工事） 

議案第２９号  工事請負契約の承認について（港区立港南小学校グラウンド等 

        整備及び港南幼稚園改築に伴う機械設備工事） 

議案第３０号  指定管理者の指定について（港区立麻布十番公共駐車場） 

議案第３１号  包括外部監査契約の締結について 

議案第３２号  東京都後期高齢者医療広域連合葬祭費事務の受託について 

議案第３３号  東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

 

 追加議案１件  

        人権擁護委員候補者の推薦について 



 

平成２２年第１回港区議会定例会議案等の概要 

 

区長報告第１号               【総合経営部契約管財課】 

専決処分について（（仮称）こうなん星の公園自転車駐車場整備工事請 

負契約の変更） 

 

 本件は、平成２０年第３回定例会で承認された（仮称）こうなん星の公 

園自転車駐車場整備工事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。 

 なお、本契約は、平成２１年第２回定例会で契約金額及び工期の変更を 

承認されたものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２１年１２月１４日 

 ○ 変更内容 

   ・契約金額  ７億２，１８４万２，８７０円 

           → ７億５，３５０万２６５円 

                  （３，１６５万７，３９５円増） 

   ・工  期  契約締結の日の翌日から平成２１年１２月１８日まで 

           → 契約締結の日の翌日から平成２２年３月２５日 

             まで 

 ○ 理  由  地下水の浸水対策工事の追加に伴う設計変更による変更 

 

区長報告第２号               【総合経営部契約管財課】 

 専決処分について（港区立芝浦小学校・幼稚園改築工事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２１年第１回定例会で承認された港区立芝浦小学校・幼稚園 

改築工事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２２年１月１２日 

 ○ 変更内容 

    契約金額  ３９億６，９００万円 

           → ４１億３，１４２万４，５００円 

                 （１億６，２４２万４，５００円増） 

 ○ 理  由  土壌汚染対策、地中障害物の撤去に係る工事等の設計 

         変更による変更 
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議案第１号                   【総合経営部人事課】 

 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 

 

 本案は、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の取組 

の一環として、職員の特別休暇に育児参加休暇を新設するものです。 

 ○ 内  容  男子職員の育児参加のきっかけとするため、職員の特 

         別休暇に育児参加休暇を新設します。 

 ○ 施行期日  平成２２年４月 1 日 

 

議案第２号                   【総合経営部総務課】 

 港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する 

条例」の施行に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  審議会の庶務を担当する組織の名称変更 

         ・総合経営部総務課 → 総務部総務課 

 ○ 施行期日  平成２２年４月 1 日 

 

議案第３号              【総合経営部人材育成推進担当】 

 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「労働基準法の一部を改正する法律」の施行に伴い、職員の超 

過勤務手当に係る規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  月６０時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支 

給割合を規定します。 

 月６０時間まで 月６０時間超 

正規の勤務時間が割り振られた日に

おける超過勤務 
１２５/１００ 

 育児短時間勤務職員等及び再任

用短時間勤務職員に係る正規の

勤務時間が割り振られた日にお

ける１日当たり７時間４５分に

達するまでの超過勤務 

１００/１００ 

１５０/１００

週休日及び休日における超過勤務 １３５/１００ １５０/１００

深夜帯における超過勤務 上記の割合 +２５/１００ 

あらかじめ定められた１週間の正規

の勤務時間を超えて週休日に正規の

勤務時間を割り振られた場合の当該

正規の勤務時間に相当する時間 

２５/１００ ５０/１００ 
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 ○ 施行期日  平成２２年４月１日 

 

議案第４号              【総合経営部人材育成推進担当】 

 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、退職手当制度の一層の適正化を図るため、不祥事を起こした職 

員に係る退職手当について、新たな支払差止め、支給制限及び返納の制度 

を設けるものです。 

 ○ 内  容 

  （１）退職手当の支給前に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたこと 

    を疑うに足りる相当な理由があると思料される場合 

     ・支払差止め不可 → 支払差止め 

  （２）在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認めら 

    れる場合 

     ・支給前  支  給 → 不支給・一部支給 

     ・支給後  返納不可 → 返 納・一部返納 

  （３）在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認めら 

    れる場合で、当該職員が死亡退職又は退職後死亡のとき 

     ・支給前  支  給 → 不支給・一部支給 

     ・支給後  返納不可 → 返 納・一部返納 

  （４）公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例で引用してい 

    る港区職員の退職手当に関する条例の条項番号を変更します。 

  （５）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成２２年４月１日 

 

議案第５号          【環境・街づくり支援部都市施設管理課】 

 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成１８年度から実施している占用料改定の５年目の激変緩和 

措置として、道路占用料を改定するものです。 

 ○ 内  容  平成２１年１月の固定資産税評価額の改定を踏まえ、 

         道路占用料を１５％引き上げます。 

 ○ 施行期日  平成２２年４月１日 

 

議案第６号          【環境・街づくり支援部都市施設管理課】 

 港区立公園条例の一部を改正する条例 
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 本案は、平成１９年度から実施している占用料改定の４年目の激変緩和 

措置として、公園占用料を改定するものです。 

 ○ 内  容  平成２１年１月の固定資産税評価額の改定を踏まえ、 

         公園占用料をおおむね１５％引き上げます。 

 ○ 施行期日  平成２２年４月１日 

 

議案第７号          【環境・街づくり支援部都市施設管理課】 

 港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成１９年度から実施している占用料改定の４年目の激変緩和 

措置として、公園占用料を改定するものです。 

 ○ 内  容  平成２１年１月の固定資産税評価額の改定を踏まえ、 

         公園占用料を１５％引き上げます。 

 ○ 施行期日  平成２２年４月１日 

 

議案第８号         【環境・街づくり支援部都市施設管理課】 

 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部 

 を改正する条例 

 

 本案は、こうなん星の公園自転車駐車場を新たに設置するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）自転車駐車場を設置します。 

    ・名 称  港区立こうなん星の公園自転車駐車場 

    ・位 置  港区港南一丁目９番２４号 

 （２）こうなん星の公園自転車駐車場の利用方法は、定期利用に限るも 

   のとします。 

 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第９号              【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 港区立福祉会館条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、福祉会館が港区立いきいきプラザに移行することに伴い、新橋 

福祉会館（新橋六丁目４番２号）及び芝公園福祉会館（芝公園二丁目７番 

３号）以外の福祉会館を廃止するものです。 

 ○ 施行期日  平成２３年４月１日 
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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（新規） 

 

本案は、高齢者の生きがいづくり並びに介護予防及び健康づくりを支援 

するとともに、区民の相互交流及び自主的活動の促進を図るため、港区立 

いきいきプラザの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものです。 

 ○ 内  容   

 （１）新橋福祉会館及び芝公園福祉会館以外の福祉会館並びに健康福祉 

館をいきいきプラザに移行します。 

名   称 位   置 
港区立三田いきいきプラザ 港区芝四丁目１番１７号 
港区立虎ノ門いきいきプラザ 港区虎ノ門一丁目２１番１０号 
港区立南麻布いきいきプラザ 港区南麻布一丁目５番２６号 
港区立本村いきいきプラザ 港区南麻布三丁目５番１５号 
港区立麻布いきいきプラザ 港区元麻布三丁目９番１１号 
港区立西麻布いきいきプラザ 港区西麻布二丁目２番２号 
港区立飯倉いきいきプラザ 港区東麻布二丁目１６番１１号 
港区立赤坂いきいきプラザ 港区赤坂六丁目４番８号 
港区立青山いきいきプラザ 港区南青山二丁目１６番５号 
港区立青南いきいきプラザ 港区南青山四丁目１０番１号 
港区立豊岡いきいきプラザ 港区三田五丁目７番７号 
港区立高輪いきいきプラザ 港区高輪三丁目１９番１１号 
港区立白金いきいきプラザ 港区白金三丁目１０番１２号 
港区立白金台いきいきプラザ 港区白金台四丁目８番５号 
港区立港南いきいきプラザ 港区港南四丁目２番１号 

 （２）事業、休館日、開館時間等の管理運営に関する事項を規定します。 

 （３）使用料を規定します。 

 （４）指定管理者に関する事項を規定します。 

 （５）健康福祉館がいきいきプラザに移行することに伴い、港区立健康 

福祉館条例を廃止します。 

 ○ 施行期日  平成２３年４月１日。ただし、（２）及び（３）の一 

         部については平成２３年１月５日、（４）の一部につ 

         いては公布の日 
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議案第１１号           【産業・地域振興支援部国保年金課】 

 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、国民健康保険の介護分に係る保険料率を改定するとともに、旧 

被扶養者である被保険者に係る減免措置の期間を改正するものです。 

 ○ 内  容   

（１）介護分に係る保険料率の改定 

   ・所得割   １００分の１０ → １００分の１１ 

   ・均等割  １万１，１００円 → １万２，０００円 

 （２）旧被扶養者である被保険者に係る減免措置の延長 

    被保険者の資格を取得した日の属する月以後減免措置が適用され 

    る期間 

    ・２年を経過する月まで → 当分の間 

 ○ 施行期日  平成２２年４月１日 

 

議案第１２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、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の取組 

の一環として、幼稚園教育職員の特別休暇に育児参加休暇を新設するもの 

です。 

 ○ 内  容  男子幼稚園教育職員の育児参加のきっかけとするため、 

         幼稚園教育職員の特別休暇に育児参加休暇を新設しま 

         す。 

 ○ 施行期日  平成２２年４月 1 日 

 

議案第１３号               【教育委員会事務局庶務課】 

 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当の月額を改定すると 

ともに、「労働基準法の一部を改正する法律」の施行に伴い、幼稚園教育 

職員の超過勤務手当に係る規定を整備するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）義務教育等教員特別手当の支給上限額を引き下げます。 
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    ・月額７，９００円 → ５，９００円 

 （２）月６０時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合を規 

定します。 

 月６０時間まで 月６０時間超 

正規の勤務時間が割り振られた日に

おける超過勤務 
１２５/１００ 

 育児短時間勤務職員等及び再任

用短時間勤務職員に係る正規の

勤務時間が割り振られた日にお

ける１日当たり７時間４５分に

達するまでの超過勤務 

１００/１００ 

１５０/１００

週休日及び休日における超過勤務 １３５/１００ １５０/１００

深夜帯における超過勤務 上記の割合 +２５/１００ 

あらかじめ定められた１週間の正規

の勤務時間を超えて週休日に正規の

勤務時間を割り振られた場合の当該

正規の勤務時間に相当する時間 

２５/１００ ５０/１００ 

 ○ 施行期日  平成２２年４月１日 

 

議案第１４号           【教育委員会事務局生涯学習推進課】 

 港区立運動場条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、運動場の利用者に対するサービスの充実を図るため、麻布運動 

場の野球場の休場日を短縮し、芝給水所公園運動場を照明料を減免するこ 

とができる運動場に追加するとともに、芝浦南ふ頭公園運動広場の種別を 

改正するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）麻布運動場の野球場の休場日を改めます。 

    ・１２月２９日から３月３１日まで 

      → １２月２９日から２月末日まで 

 （２）芝給水所公園運動場を照明料を減免することができる運動場に追 

   加します。 

 （３）芝浦南ふ頭公園運動広場を多目的運動場として使用することがで 

   きるものとします。 

 ○ 施行期日  平成２２年４月１日。ただし、（２）及び（３）につ 

         いては、公布の日 
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議案第１５号                  【総合経営部財政課】 

 平成２１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。 

 

議案第１６号                  【総合経営部財政課】 

 平成２１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１７号                  【総合経営部財政課】 

 平成２１年度港区老人保健医療会計補正予算（第１号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第１８号                  【総合経営部財政課】 

 平成２１年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第１９号                  【総合経営部財政課】 

 平成２２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２０号                  【総合経営部財政課】 

 平成２２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２１号                  【総合経営部財政課】 

 平成２２年度港区老人保健医療会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 
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議案第２２号                  【総合経営部財政課】 

 平成２２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２３号                  【総合経営部財政課】 

 平成２２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。 

 

議案第２４号                【総合経営部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（（仮称）芝地区子ども中高生プラザ等保 

 健福祉複合施設新築工事） 

 

 本案は、（仮称）芝地区子ども中高生プラザ等保健福祉複合施設新築工 

事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模   鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上８階建て 

            延べ９，９７２．１５㎡ 

 （２）契約金額    ２５億７，４０６万５，５５０円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から平成２４年２月２９日 

            まで 

 （４）契約の相手方  港区芝浦三丁目１２番８号 

            安藤・岩田地崎・小俣建設共同企業体 

 

議案第２５号                【総合経営部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（（仮称）芝地区子ども中高生プラザ等保 

 健福祉複合施設新築に伴う電気設備工事） 

 

 本案は、（仮称）芝地区子ども中高生プラザ等保健福祉複合施設新築に 

伴う電気設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    ５億２，８９０万６，０００円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成２４年２月２９日 

            まで 

 （３）契約の相手方  渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 
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            協和・大電建設共同企業体 

 

議案第２６号               【総合経営部契約管財課】 

工事請負契約の承認について（（仮称）芝地区子ども中高生プラザ等保 

健福祉複合施設新築に伴う空気調和設備工事） 

 

 本案は、（仮称）芝地区子ども中高生プラザ等保健福祉複合施設新築に 

伴う空気調和設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    ７億１，４００万円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成２４年２月２９日 

            まで 

 （３）契約の相手方  港区新橋六丁目１７番１９号 

            須賀・リック建設共同企業体 

 

議案第２７号                【総合経営部契約管財課】 

工事請負契約の承認について（（仮称）芝地区子ども中高生プラザ等保 

健福祉複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事） 

 

 本案は、（仮称）芝地区子ども中高生プラザ等保健福祉複合施設新築に 

伴う給排水衛生設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    １億８，０６０万円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成２４年２月２９日 

            まで 

 （３）契約の相手方  新宿区西新宿六丁目２２番１号 

            株式会社中電工東京本部 

 

議案第２８号                【総合経営部契約管財課】 

工事請負契約の承認について（港区立港南小学校グラウンド等整備及び 

港南幼稚園改築工事） 

 

 本案は、港区立港南小学校グラウンド等整備及び港南幼稚園改築工事に 

ついて、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模 
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    ・港南小学校グラウンド、港南中学校グラウンド等の整備 

    ・港南幼稚園改築工事 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上２階 

建て 

延べ１，１７５．５２㎡ 

 （２）契約金額    ７億３，９０５万７，２００円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から平成２４年３月２３日 

            まで 

 （４）契約の相手方  千代田区三番町２番地 

            飛島・進和建設共同企業体 

 

議案第２９号                【総合経営部契約管財課】 

工事請負契約の承認について（港区立港南小学校グラウンド等整備及び 

港南幼稚園改築に伴う機械設備工事） 

  

 本案は、港区立港南小学校グラウンド等整備及び港南幼稚園改築に伴う 

機械設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    １億７，４３０万円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成２４年３月２３日 

            まで 

 （３）契約の相手方  港区浜松町一丁目２５番７号 

            株式会社朝日工業社本店 

 

議案第３０号          【環境・街づくり支援部土木計画担当】 

 指定管理者の指定について（港区立麻布十番公共駐車場） 

 

 本案は、麻布十番公共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   港区立麻布十番公共駐車場 

 （２）指定管理者  千代田区有楽町二丁目７番１号パーク二四株式会 

           社内 

           パーク二四株式会社・タイムズサービス株式会社 

グループ 

（代表団体）  パーク二四株式会社 

    （構成団体）  タイムズサービス株式会社 

 （３）指定の期間  平成２２年６月１日から平成２７年３月３１日まで 
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議案第３１号                  【総合経営部企画課】 

 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２２ 

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 渡辺俊之 氏 

 （３）契約の期間  平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 （４）契約の金額  ９４５万円を上限とする金額 

 

議案第３２号           【産業・地域振興支援部国保年金課】 

 東京都後期高齢者医療広域連合葬祭費事務の受託について 

 

 本案は、東京都後期高齢者医療広域連合から葬祭費の事務を受託するも 

のです。 

 ○ 内  容 

 （１）葬祭費の事務の監理及び執行は、東京都後期高齢者医療広域連合 

   条例等に定めるところにより行います。 

 （２）葬祭費の事務の受託に要する経費の額及び交付の時期は、東京都 

   後期高齢者医療広域連合と港区が協議して定めます。 

 ○ 施行期日  平成２２年４月１日 

 

議案第３３号           【産業・地域振興支援部国保年金課】 

 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

 

 本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定め 

るため、規約の一部を変更するものです。 

 ○ 内  容  平成２２年度分及び平成２３年度分の保険料の軽減の 

         ために、関係区市町村の一般会計から負担を求める経 

         費を規定します。 

 ○ 施行期日  平成２２年４月１日 
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（追加議案） 

 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 本案は、平成２２年６月３０日で任期満了となる中島恵美委員の後任候 

補者の推薦について、意見を求めるものです。 
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議案第１５号

　１　歳入歳出予算補正

千円 千円 千円 千円 千円

２　総　務　費 21,677,281 △ 439,201 21,238,080 都支出金 45,200 １　特性を生かした文化芸術の振興に要する追加経費を計上 128
寄附金 10,410  (1) 文化芸術振興基金積立金を計上 （128 )

計 55,610 ２　ＮＰＯ・ボランティア団体等の自立と協働に向けた支援に要する追加経費を計上

10,282
 (1) みなとパートナーズ基金積立金を計上 （10,282 )

３　効率的かつ効果的な行政サービスの提供に向けた組織体制の整備
　に要する経費の財源更正 -

４　港区にふさわしい行政経営の展開に要する経費の減 △ 125,014
 (1) 公有財産管理の減 （△125,014 )

５　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を計上 6,615
 (1) 通信施設等維持管理を追加 （6,615 )

６　区有地や区内の国公有地の有効活用に要する経費の減 △ 331,212
 (1) 田町駅東口北地区公共公益施設整備の減 （△331,212 )

３　環境清掃費 6,372,212 △ 211,000 6,161,212 １　地域特性に応じた清掃事業の展開に要する経費の減 △ 61,000
 (1) みなと清掃事務所維持管理の減 （△61,000 )

２ 　リサイクル事業の推進に要する経費の減 △ 150,000
 (1) 資源プラスチック回収の減 （△150,000 )

４  民　生 費 47,119,239 △ 5,003,805 42,115,434 国庫支出金 △ 195,664 １ 安心できる保健・医療体制の推進に要する経費の減 △ 1,016,323
都支出金 △ 43,694  (1)国民健康保険事業会計繰出金の減 (△1,016,323 )
寄附金
繰入金 ２　地域福祉推進における総合的な取組みに要する経費の財源更正 -

計 ３　地域で支え合う体制整備に要する経費の減 △ 9,071
 (1)老人保健医療会計繰出金の減 (△116,909 )
 (2)後期高齢者医療会計繰出金を追加 (107,838 )

△ 211,000

計

△ 8,358,406

300

△ 494,811

3,354,601

△ 8,119,348

別表１

補　正　額　の　財　源　内　訳
補　　正　　額　　の　　説　　明

特　定　財　源 一　般　財　源

 平成21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

千円



千円 千円 千円 千円 千円

４　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 △ 51,019
 (1)特別養護老人ホーム維持補修の減 (△51,019 )

５　いきがいづくりの推進と社会参加の促進に要する経費の減 △ 101,000
 (1)高輪福祉会館等改築の減

６　すべての子どもが健全に成長できる家庭環境の整備に要する経費の減
△ 190,092

 (1)子育て応援特別手当の減 (△190,092 )

７　保育園待機児童解消の推進に要する経費の財源更正 -

８　地域における子どもの総合的な施策の推進に要する経費の減及び更正
△ 3,636,300

 (1)麻布地区子ども中高生プラザ等用地購入の減及び更正 (△3,580,000 )
 (2)高輪地区子ども中高生プラザ等建設の減及び更正 (△56,300 )

５　衛　生　費 5,399,395 △ 100,289 5,299,106 １　健康づくりの推進に要する経費の減 △ 100,289
 (1) 基本健康診査の減 （△100,289 )

７　土　木　費 16,659,803 △ 2,141,826 14,517,977 国庫支出金 153,244 １　職員人件費の財源更正 -
都支出金 △ 135,305
寄附金 113,000 ２　地域特性を生かした魅力あるまち並み景観の形成に要する経費の
繰入金 △ 170,363   減及び更正 △ 258,566
諸収入 58,995  (1)景観形成特別地区屋外広告物適正化支援の減 (△258,566 )

計 19,571 ３　誰にでもやさしい都心の舞台づくりに要する経費の財源更正 -

４　都市型水害に強いまちづくりに要する追加経費を計上 80,007
 (1)麻布地区都市型水害対策推進を追加 (39,410 )
 (2)高輪地区都市型水害対策推進を追加 (40,597 )

５　人にやさしい道路網の整備に要する経費の減 △ 176,600
 (1)歩道整備の減 （△176,600 )

６　都心機能を支える道路の整備に要する経費の減 △ 2,043,468
 (1)電線類地中化推進の減 (△155,404 )
 (2)港南四丁目地区街区再編整備の減 (△286,600 )
 (3)橋りょうの整備の減 (△72,955 )
 (4)都市計画道路補助７号線整備の減 (△1,528,509 )

補　正　額　の　財　源　内　訳

△ 2,161,397

△ 100,289

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



千円 千円 千円 千円 千円

７　公園等の整備に要する経費の減 △ 80,598
 (1)麻布地区公園維持管理の減 （△80,598 )

８　市街地再開発事業制度等の活用に要する経費の減 △ 91,600
 (1)虎ノ門・六本木地区市街地再開発事業支援の減 （△91,600 )

９　快適な都心居住の実現に要する経費を計上 113,000
 (1)定住促進基金積立金を計上 （113,000 )

10　安心居住の実現に向けた住まいの整備に要する追加経費
  を計上及び減並びに更正 571,675
 (1)区営住宅維持管理の減 （△57,377 )
 (2)シティハイツ六本木等用地取得を計上 （700,000 )
 (3)特定公共賃貸住宅維持管理の減 （△70,948 )

11　地震に強いまちづくりに要する経費の減 △ 255,676
 (1)木造建築物耐震改修等促進の減 （△68,422 )
 (2)非木造建築物耐震改修等促進の減 （△187,254 )

８　教　育　費 30,581,816 △ 516,767 30,065,049 繰入金 △ 193,167 １　学校施設等の整備に要する経費の減 △ 516,767
 (1) 小学校施設改修の減 （△237,000 )
 (2) 中学校施設改修の減 (△132,000 )
 (3) 高陵中学校改築の減 (△147,767 )

10　諸支出金 493,405 △ 117,157 376,248 財産収入 △ 117,157 １　基礎自治体として自主・自律した行財政運営の確立に要する経費の減
△ 117,157

 (1) 財政調整基金利子積立金の減 (△117,157 )

歳出合計 133,808,173 △ 8,530,045 125,278,128

　　千円 千円

　国庫支出金 　特別区税 　　  △1,873,586
　都支出金 　繰 越 金 1,937,090
　財産収入 計 63,504
　寄附金
　繰入金
　諸収入

計

特　定　財　源

△ 8,593,549

△ 42,420

補　　正　　額　　の　　説　　明

千円

123,710

58,995

△ 133,799
△ 117,157

63,504

△ 323,600

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

△ 8,593,549

△ 8,482,878

一　般　財　源



歳入（財源）の内訳 （単位：千円）

補正額

特別区税 △ 1,873,586 特別区民税△1,576,995、特別区たばこ税△296,591

地方譲与税 0 地方道路譲与税△83,000、地方揮発油譲与税83,000

国民健康保険基盤安定費△18,424、子育て応援特別手当費△190,092、地域住宅交付金244,531

住宅・建築物耐震改修等事業費△45,487、市街地再開発整備事業費△45,800、子ども手当支給事務費12,852

国民健康保険基盤安定費△88,835、防災情報通信設備整備事業交付金6,615、屋外広告物適正化事業費△129,290

耐震化促進事業費△26,361、緊急雇用創出事業費83,726、地域活性化・きめ細かな臨時交付金20,346

財産収入 △ 117,157 財政調整基金利子△117,157

ふるさと納税寄附金300、みなとパートナーズ基金に係る寄附金10,282

文化芸術振興基金に係る寄附金128　定住協力金113,000

安全安心施設対策基金繰入金△193,167、定住促進基金繰入金△57,004

震災対策基金繰入金△113,359、公共施設等整備基金繰入金△8,119,348

繰越金 1,937,090 20年度の繰越金4,791,423　-　21年度既予算計上額2,854,333（当初1,000,000　+　補正1,854,333）

諸収入 58,995 みなと都市整備公社貸付金返還金100,000、雑入△41,005
△ 8,530,045

  ２　　繰越明許費補正

    追　　　　加
款

　２　総　 務 　費 　１　総務管理費 　通信施設等維持管理 6,615

　４　民 　生 　費 　１　社会福祉費 　保健福祉総合システム維持管理 5,429

　麻布地区都市型水害対策推進 39,410

　高輪地区都市型水害対策推進 40,597

　５　都市計画費 　浜松町駅東西自由通路整備 184,800

    廃　　　　止 （単位：千円）

金　額

　４　民　 生 　費 　２　児童福祉費 子育て応援特別手当 -

  ３　　債務負担行為補正

    追　　　　加

繰入金

　７　土   木 　費
　２　道路橋りょう費

金　額

（単位：千円）

備　考

国の執行停止に伴う廃止
191,912子育て応援特別手当

金　額

補正前 補正後

事　業　名 事 業 名
款 項

事　項

款 補　正　の　内　訳

国庫支出金 △ 42,420

都支出金 △ 133,799

寄附金 123,710

合　　計

項 事　業　名

△ 8,482,878

港区公共用地買収基金からの用
地取得費

（単位：千円）

限度額

1,550,000

期    間

平成22年度



議案第１６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 12,549,696 0 12,549,696 国庫支出金 １　一般被保険者療養給付費の財源更正 -
繰入金
繰越金 ２　一般被保険者療養費の財源更正 -

３　一般被保険者高額療養費の財源更正 -

３　後期高齢者 2,656,203 0 2,656,203 国庫支出金 １　後期高齢者支援金の財源更正 -
　　支援金等 繰入金

繰越金 66

５　老人保健 42,090 0 42,090 国庫支出金 2,093 １　老人保健医療費拠出金の財源更正 -
　　拠出金 繰入金 △ 2,093

６　介護納付金 1,161,118 0 1,161,118 国庫支出金 １　介護納付金の財源更正 -
繰入金

７　共同事業 3,018,209 △ 791,466 2,226,743 共同事業交付金 １　高額医療費共同事業医療費拠出金の減及び更正 △ 301,385
　　拠出金 繰越金

2　保険財政共同安定化事業医療費拠出金の減及び更正 △ 490,081

８　保健事業費 229,059 0 229,059 繰入金 １　特定健康診査等事業費の財源更正 -
繰越金

９　諸支出金 45,002 10,359 55,361 繰越金 １　国庫支出金等過年度分償還金を計上 10,359

歳出合計 20,251,912 △ 781,107 19,470,805

　　　　千円

　国庫支出金
　共同事業交付金
　繰入金
　繰越金
　　　計

1,138,524
△ 781,107

△ 781,107

△ 68,919

△ 1,518

16,967

△ 89,431
△ 925,783

△ 834,389

△ 834,389
42,923

△ 16,967

1,015,214

1,452

△ 1,016,323

△ 69,962
69,962

10,359

千円

        平成21年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳 補　　正　　額　　の　　説　　明



議案第１７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　医療諸費 178,946 △ 165,431 13,515 支払基金交付金 １　医療給付費の減 △ 107,093
繰入金 △ 82,716

２　医療費支給費の減 △ 58,338

３　予 備 費 50,000 0 50,000 繰入金 △ 34,193 １　予備費の財源更正 -
繰越金 34,193

歳出合計 228,948 △ 165,431 63,517

　　　　　千円

　支払基金交付金
　繰入金
　繰越金
　　　計

△ 165,431

△ 82,715
千円

       平成21年度港区老人保健医療会計補正予算（第１号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳 補　　正　　額　　の　　説　　明

△ 82,715

34,193
△ 116,909

△ 165,431



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　広域連合 3,491,554 0 3,491,554 後期高齢者医療保険料 １　広域連合負担金の財源更正 -
　　負担金 繰入金 107,838

繰越金 23,573
諸収入 18,822

歳出合計 3,889,966 0 3,889,966

千円

△ 150,233

       平成21年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第２号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳 補　　正　　額　　の　　説　　明



◆最重点施策の取組み 麻布地区子ども中高生プラザ等建設 臨時(継続) 9,281万円

事業数 高輪地区子ども中高生プラザ等建設 臨時(継続) 3億 8,706万円
Ⅰ 安全で安心に暮らせるまち 39事業 44億 7,449万円 仮称三田四丁目保育園建設 臨時(継続) 2,116万円

１ 不況に負けない地域経済の支援 13事業 21億 145万円 芝浦港南地区子ども中高生プラザ等建設 臨時(継続) 5億 5,333万円
２ 緊急就労支援の充実 9事業 1億 3,927万円 待機児童解消特別事業 臨時(継続) 13億 3,457万円
３ 災害に強い良質なまちづくり 17事業 22億 3,377万円 魅力ある校舎・園舎等の整備 臨時(継続) 56億 5,100万円

Ⅱ 生涯を通じて健やかにすごせるまち 43事業 165億 6,041万円 朝日中学校通学区域小中一貫校建設 臨時(継続) 8,678万円
１ 子育て支援と教育環境の充実 21事業 131億 6,647万円 新教育センター整備 臨時(継続) 2億 859万円
２ 高齢者や障害者の生活環境の充実 14事業 22億 2,733万円 麻布図書館等整備 臨時(継続) 7,319万円
３ 区民の元気と健康の増進 8事業 11億 6,662万円 放課後児童健全育成 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1,767万円

Ⅲ 都心の魅力があふれるまち 29事業 7億 4,914万円 障害児夏季休業日等支援 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 651万円
１ 参画と協働による地域の活性化 12事業 5億 4,296万円 子育てひろば等事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1億 2,779万円
２ 共生による新たな地域文化や魅力の創出 6事業 2,805万円 中学校特別支援学級運営 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 2,835万円
３ 都心区における先進的な環境対策の推進 11事業 1億 7,813万円 学校情報教育推進 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 2億 2,968万円

111事業 217億 8,404万円 ２ 高齢者や障害者の生活環境の充実 22億 2,733万円
※ 再掲事業は事業数・予算額には含みません。 発達支援センター機能検討 新規 234万円

高次脳機能障害理解促進 新規 65万円

◆最重点施策事業一覧 ※は再掲事業です。 いきいきプラザ移行準備 臨時(新規) 1億 444万円

Ⅰ 安全で安心に暮らせるまち 44億 7,449万円 介護事業者連絡協議会支援 臨時(新規) 48万円
１ 不況に負けない地域経済の支援 21億 145万円 地域保健福祉計画等改定 臨時(新規) 3,041万円

企業間連携交流会・分科会 新規 408万円 西麻布福祉会館等改築 臨時(継続) 9,669万円
新製品・新技術開発支援 新規 1,248万円 高輪福祉会館等改築 臨時(継続) 12億 6,422万円
事業承継セミナー 新規 46万円 特別養護老人ホーム白金の森改修 臨時(継続) 4億 1,119万円
中小企業事業継続計画（ＢＣＰ）等策定支援 新規 110万円 公衆浴場助成 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 3,684万円
中小企業ワーク・ライフ・バランス支援 新規 130万円 港区シルバー人材センター支援 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 9,239万円
商店街事業広告支援 新規 137万円 高齢者等紙おむつ給付 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1億 2,931万円
ビジネス展示会・交流会 臨時(継続) 847万円 介護人材育成支援事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 646万円
就職面接会参加企業採用助成 臨時(継続) 120万円 障害者施設等運営支援 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1,192万円
港区ものづくり・商業観光フェアの開催 臨時(継続) 2,741万円 障害者就労支援 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 3,998万円
消費者問題推進員の育成 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 15万円 ３ 区民の元気と健康の増進 11億 6,662万円
産業デザイン活用支援 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1,063万円 スポーツ振興施策の推進 臨時(新規) 267万円
商工相談 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1,001万円 国民体育大会の準備 臨時(新規) 118万円
融資事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 20億 2,279万円 みなと保健所改築 臨時(継続) 4億 575万円

２ 緊急就労支援の充実 1億 3,927万円 暫定健診施設維持管理 臨時(継続) 5,078万円
保護樹木台帳整理 臨時(新規) 235万円 周産期医療・小児医療連携協議会 臨時(継続) 93万円
福祉のしごと面接・相談会 臨時(新規) 21万円 在宅緩和ケア支援 臨時(継続) 1,693万円
介護体験事業 臨時(新規) 24万円 都市計画公園の整備 臨時(継続) 5億 4,287万円
喫煙マナーアップ啓発 臨時(新規) 2,694万円 学校プール開放事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1億 4,550万円
遺跡出土遺物の再整理 臨時(新規) 462万円 Ⅲ 都心の魅力があふれるまち 7億 4,914万円

当初予算額（千円） 構成比（％） 構成比（％） 増減額（千円） 増減率（％） 緊急就労支援（就職面接会の開催） 臨時(継続) 3,331万円 １ 参画と協働による地域の活性化 5億 4,296万円

108,520,000 75.7 79.0 △ 23,809,000 △ 18.0 住宅手当緊急特別措置事業 臨時(継続) 3,566万円 芝地区総合支所地域事業 5,202万円

19,533,994 13.6 12.1 △ 723,751 △ 3.6 ホームヘルパー２級養成研修受講助成 臨時(継続) 150万円 麻布地区総合支所地域事業 4,774万円

38,914 0.0 0.1 △ 190,034 △ 83.0 待機児童解消特別事業（緊急暫定保育室運営） 臨時(継続) ※ 5億 4,417万円 赤坂地区総合支所地域事業 5,687万円

3,988,613 2.8 2.3 95,934 2.5 緊急不況対策臨時職員雇用（若者向け就業体験） 臨時(継続) 3,445万円 高輪地区総合支所地域事業 5,035万円

11,289,888 7.9 6.4 595,583 5.6 ３ 災害に強い良質なまちづくり 22億 3,377万円 芝浦港南地区総合支所地域事業 6,903万円

143,371,409 100.0 100.0 △ 24,031,268 △ 14.4 緊急地震速報装置の整備 新規 2,030万円 お台場ふるさとの海づくり 新規 1,091万円
高輪橋架道橋下区道整備 臨時(新規) 888万円 仮称政策創造研究所の設置 新規 581万円
六本木・虎ノ門地区基盤整備等方針策定 臨時(新規) 725万円 南青山二丁目公共施設建設 臨時(新規) 3,449万円
建築物現況調査 臨時(新規) 669万円 高輪地区総合支所エレベーター増設 臨時(新規) 1億 5,424万円
防災街づくり整備指針改定 臨時(新規) 729万円 港区基本計画（地区版計画書）改定 臨時(新規) 3,597万円

 Ⅰ かがやくまち （街づくり・環境） 6,214,666 千円 区営住宅建替検討 臨時(新規) 952万円 港区基本計画改定 臨時(新規) 1,704万円

 Ⅱ にぎわうまち （コミュニティ・産業） 965,144 千円 マンホールトイレ整備 臨時(継続) 2,269万円 アンカレイジ展望室等活用事業 臨時(継続) 851万円

 Ⅲ はぐくむまち （福祉・保健・教育） 10,767,911 千円 業務継続計画（ＢＣＰ）の検証 臨時(継続) 570万円 ２ 共生による新たな地域文化や魅力の創出 2,805万円

 芝地区版計画書 52,015 千円 新規コミュニティバス実証運行 臨時(継続) 3億 5,849万円 外国人向けウェルカムパックの作成 新規 558万円

 麻布地区版計画書 47,736 千円 環状２号線周辺のまちづくり 臨時(継続) 893万円 行政情報多言語化の基準策定等 新規 275万円

 赤坂地区版計画書 52,866 千円 景観形成特別地区屋外広告物適正化支援 臨時(継続) 1億 5,621万円 観光ボランティア育成 新規 99万円

 高輪地区版計画書 50,353 千円 電線類地中化整備 臨時(継続) 3億 5,389万円 大使館等連携検討調査 臨時(新規) 563万円

 芝浦港南地区版計画書 46,120 千円 夕凪橋架替 臨時(継続) 1億 9,096万円 港区観光振興ビジョン策定 臨時(新規) 341万円

249,090 千円 田町駅東口北地区公共公益施設整備 臨時(継続) 10億 3,113万円 観光振興事業 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 970万円

 実現をめざして 407,541 千円 駅周辺滞留者対策訓練の実施 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 2,082万円 ３ 都心区における先進的な環境対策の推進 1億 7,813万円

18,604,352 千円 高層住宅等の震災対策 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 805万円 みどりの活動員活動支援 新規 82万円
繁華街の安全対策 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1,700万円 みなとモデル森林整備促進事業 新規 2,224万円

Ⅱ 生涯を通じて健やかにすごせるまち 165億 6,041万円 一般廃棄物処理基本計画策定 臨時(新規) 449万円
１ 子育て支援と教育環境の充実 131億 6,647万円 建築物低炭素化ガイドライン策定 臨時(新規) 380万円

子ども手当・児童手当 新規 35億 2,627万円 カーボン・オフセットイベント普及啓発 臨時(新規) 135万円
子どもの遊び場づくり 新規 38万円 資源化センター等機能再編整備 臨時(継続) 1,164万円
港陽中学校通学区域小中一貫校の設置 新規 2億 5,602万円 緑と水の総合計画策定 臨時(継続) 742万円
児童遊園整備 臨時(新規) 3,894万円 有栖川宮記念公園自然環境回復プロジェクト 臨時(継続) 1,722万円
新たな国際化対応教育の推進 臨時(新規) 430万円 田町駅東口北地区公共公益施設等低炭素化計画推進 臨時(継続) 568万円
芝地区子ども中高生プラザ等建設 臨時(継続) 5億 290万円 区有施設省エネルギー化 臨時(継続) 9,038万円
芝公園保育園等改築 臨時(継続) 1,916万円 みなとタバコルール推進 ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ 1,309万円

　議案第１９号～第２３号 別表２　

一 般 会 計
国民健康保険事業会計

合　　　計

施　策　名 予算額

対前年度比較21年度22年度

基本計画の区分

老 人 保 健 医 療 会 計
後期高齢者医療会計
介 護 保 険 会 計

合　　　計

228,948
3,892,679

10,694,305

7事業

予算額

6事業
128事業

地 域 事 業 （ 新 規 ）

区　　分

合　　　計

167,402,677

分野別
計　画

49事業

16,331,595千円
3,034,203千円

新 規
臨 時 （ 新 規 ）

22,909千円

32事業
11事業
12事業
6事業

11事業
9事業

事業数

小　　計

3,900,349千円
2,464,518千円

当初予算額（千円）

地区版
計画書

132,329,000
20,257,745

区　　分

事業費事業数
34事業

合　　　計 25,753,574千円

22事業
40事業
47事業
23事業
3事業

135事業

臨 時 （ 継 続 ）
レ ベ ル ア ッ プ

　　　　　　　地域の元気と区民生活の安心をより確かなものにするための予算

１　区民の参画と協働の取組みをより一層定着・発展させ、各種事業について、区民一人ひとり
　のライフステージに応じたきめ細かなサービスとなるよう、区民生活の実情を的確に把握し、
　区民の視点に立って創意工夫するとともに、区民生活のすみずみまで目の行き届いた、都心・
　港区ならではの質の高い行政サービスを提供します。

２　新規事業については、事業の必要性・効果性・効率性を見極め、中期的な事業目標を立てた
　上で予算化します。また、すべての既存事業について、根本に立ち返りあらためて必要性・効
　果性・効率性の観点から徹底した見直しを進めます。

３　港区基本計画（分野別計画及び地区版計画書）に計上する事業を効果的かつ着実に推進でき
　るよう予算化します。

４　区民の安全・安心の確保を最優先事項とし、区有施設や各種行政サービスの安全・安心の確
　保策に引き続き取り組みます。

５　今後のいかなる社会経済状況の変化にも柔軟に対応し、港区ならではの施策を継続して推進
　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す
　るとともに、人件費の圧縮、経常的経費の節減などの不断の内部努力を徹底します。

　厳しい社会経済情勢が続く中、21年度に続き、これまで蓄えてきた財政の力を活用して、緊急
就労支援や区民の安全安心確保のための施策をはじめ、高齢者施策や子育て支援、環境対策など
に取り組み、区民福祉の向上のための施策を積極的に推進します。
　一方、先行き不透明な社会経済情勢を踏まえ、すべての事務事業について、根本に立ち返り徹
底した見直しを実施するとともに、人件費の圧縮や経常経費の節減等に積極的に取り組み、施設
建設にあたっては、後年度負担にも十分配慮するなど、内部努力を徹底しました。
　今後も、引き続き歳入の確保に努めるとともに、簡素で効率的な区政運営を行い、将来世代に
過度な負担を残さない長期的視点に立った財政運営を行うことで、磐石な財政基盤を維持してい
きます。
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