
港 区 長

平成１８年度予算案は、
国による三位一体改革
の具体化や都区制度の
見直しなど港区を取り
巻く社会情勢が大きく
変化しつつある中、区
の現状と将来を見据え
ながら、検討を重ねた
上でまとめました。
予算総額は、１，３８３億８，２０２万３，０００円と
なりました。
本予算案は、２月２３日（木）から開会す
る平成１８年第１回港区議会定例会に審議を
お願いするものです。
平成１８年度予算は、私が区長として編成
する２回目の予算となります。
施政方針でお示しした『区民の誰もが誇
りに思えるまち・港区』の実現に向け、「地
域特性を踏まえた都心区特有の課題への挑

はぐく

戦」「次代の港区を担う子どもたちを育む
環境づくり」「区民の誰もが健康でいきい
きと暮らせるまちづくり」の３つの課題を
最重点施策と位置づけ、予算を重点的に配
分するとともに、区民の皆さんに出生前後
（妊娠・出産時）からそれぞれのライフス
テージに応じ、連続して充実したサービス
を提供するための予算を積極的に計上しま
した。
引き続き、最少の経費で最大のサービス
をめざし簡素で効率的な区政運営に努める
とともに、区役所・支所改革の実現により、
今まで以上に生活の隅々にまで目の行き届
いた港区ならではの質の高い行政サービス
を提供してまいります。

予算編成にあたって
港区は、バブル経済崩壊後、他の自治体に先駆

けて財政の健全化に取り組み、財政構造の質的な

転換などを進めてきました。その結果、都心への

人口回帰に伴う特別区民税収入の増加などによ

り、平成１６年度決算においても、財政の弾力性を

示す経常収支比率は５年連続で適正とされる水準

を維持し、また企業の借入金にあたる区債の繰上

償還等により将来の負担の軽減を図るなど、先駆

的施策や緊急課題などに柔軟に対応できる力を蓄

えてきました。

現在、区は、住民に最も身近な基礎的自治体と

して、区民により近い場所で地域の課題を地域で

解決できるよう区役所と支所の機能、役割分担を

見直す「区役所・支所改革」に取り組むとともに、

『区民の誰もが誇りに思えるまち・港区』を目標

として、港区基本計画（後期３年）の見直しを進

めています。

平成１８年度予算では、『区民の誰もが誇りに思

えるまち・港区』の実現に向け、特に早急に取り

組む必要がある３つの課題について積極的に予算

化するとともに、後期基本計画（平成１８～２０年度）

について１０の重点課題への取り組みをはじめとし

た計画事業の着実な実施に向けて予算を積極的に

計上しました。

これらを踏まえ、平成１８年度予算は、『区民の

誰もが誇りに思えるまち・港区』の実現に向け、

区民とともに新たな時代に踏み出す予算として編

成しました。予算の概要（全体像）は図１のとお

りです。

◆一般会計◆

予算総額（表）は、９８０億円で、前年度と比べ

６５億円、７．１％の増加となります。

〈歳入〉（図２）

一般財源では、特別区税、利子割交付金などが

増加しています。特定財源では、（財）港区住宅

公社への貸付金の返還金の皆減に伴い諸収入が大

幅に減少する一方で、小・中学校、幼稚園の施設

整備に伴う教育施設整備基金繰入金などの増加に

より繰入金が大幅に増加しています。

〈歳出〉（図３・図４）

民生費は、保育園や福祉会館の整備などにより

前年度比３４億３，０４０万２，０００円、１３％の大幅な増加

となります。公債費は、平成１７年度に区債の繰上

償還を行ったことにより前年度比２２億６，５５３万

４，０００円、２８．７％の大幅な減少となります。

◆国民健康保険事業会計◆

予算総額（表）は、１６６億１，２７３万９，０００円で、

前年度に比べ９億６，５７８万６，０００円、６．２％の増加

となります。

◆老人保健医療会計◆

予算総額（表）は、１３８億８，２４８万７，０００円で、

前年度に比べ４，７１４万７，０００円、０．３％

の増加となります。

◆介護保険会計◆

予算総額（表）は、９８億８，６７９万

７，０００円で、前年度に比べ１１億３，５９４

万６，０００円、１３％の増加となります。

平成１８年度予算案が決まりました
平成１８年度予算特集号

�3578‐2111（代）FAX 3578‐2238（広報・報道担当）http：//www.city.minato.tokyo.jp2.22平成１８年
（２００６年）

１予 算 特 集 号

問い合わせ
財政課 �内線２０９６～２１０３

表 財政規模 （単位：千円、％）

区 分
１８ 年 度 １７ 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 ９８，０００，０００ ７０．８ ９１，５００，０００ ７０．５ ６，５００，０００ ７．１

国民健康保険事業会計 １６，６１２，７３９ １２．０ １５，６４６，９５３ １２．１ ９６５，７８６ ６．２

老人保健医療会計 １３，８８２，４８７ １０．０ １３，８３５，３４０ １０．７ ４７，１４７ ０．３

介 護 保 険 会 計 ９，８８６，７９７ ７．１ ８，７５０，８５１ ６．７ １，１３５，９４６ １３．０

合 計 １３８，３８２，０２３１００．０１２９，７３３，１４４１００．０ ８，６４８，８７９ ６．７

発行／港区 編集／政策経営部広報・報道担当 〒１０５‐８５１１ 港区芝公園１‐５‐２５



●用語の説明●
新規 平成１８年度から新たに行う事業
臨時（新規） 平成１８年度から新たに行う臨時的な事業（※）
臨時（継続） 平成１７年度以前から行っている臨時的な事業（※）

※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１７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

１ 地域特性を踏まえた都心区特有の
課題への挑戦

い

区内の各地域の特性を活かしつつ都心にふさわしい風格と安全性を備え、

住と職が調和した地球環境にも配慮したまちづくりを進め、住み、働き、学

び、憩う人々が集う生活の場として、人にやさしく、誰もが快適に暮らせる

港区を創造します。

（１）安全・安心なまちづくり
●家具の転倒防止対策等の促進 新規 １，２４６万円

震災時における住居内の安全確保対策を促進するため、区民に対し、家具転倒

防止器具等（突っ張り棒、ガラス飛散防止フィルムなど）を助成します。

※高齢者・障害者等災害時要援護者に対しては、４ページの「（２）高齢者・障

害者が安心して暮らせるまちづくり」の中で器具取り付けの支援を行います。

●地域災害情報システムの整備 臨時（新規） ８，０３８万円

災害時の情報連絡体制をより強固なものとするため、現行のアナログ式の無線

通信からデジタル式の無線通信に変更し、データ交信をはじめとしたシステムの

機能を強化します。区役所・支所改革に伴い各地区総合支所の防災機能を充実す

るため平成１８・１９年度で整備します。

●アスベスト対策の充実 臨時（継続） ２億９２０万円

�区有施設アスベスト対策 （６，８６３万円）

平成１７年度に、「露出部の吹付けアスベスト調査」を実施しましたが、平成１８年

度はさらに、「天井裏などに封じ込められている吹付けアスベスト調査」を全施設

について実施します。

�区民向けアスベスト対策 （１億４，０５７万円）

アスベストによる環境汚染を防止し、区民を健康被害から守るため、区内に建

築物を所有する区民や中小企業者等が行うアスベストの含有検査、濃度検査およ

び除去工事等に要する費用の一部を助成します。

●区有施設の耐震補強事業 臨時（継続） ２億５，３０７万円

災害時の安全確保のため、学校や幼稚園、橋りょう等の区有施設の耐震補強事

業を積極的に推進します。

●雨水浸透による都市型水害対策の推進 臨時（継続） ７，０５５万円

台風や雷雨などの集中豪雨による都市型水害を抑制するため、車道舗装および

道路排水施設等の雨水浸透施設整備工事を実施します。

●災害情報提供の充実 レベルアップ ４４１万円

台風や集中豪雨などによる水害に関する情報をより確実に区民に提供するた

め、既存の防災行政無線や防災情報メール配信システム（平成１８年４月稼動予定）

などによる情報提供に加え、新たにケーブルテレビジョンによる情報提供を行い

ます。

●区民の生活安全活動推進事業 レベルアップ １億６，４７５万円

区民の生活安全の取り組みを促進するため、新たに、防犯性能の高い建物部品

の購入に対する一部補助や防犯情報のメール配信などを行います。また、みんな

とパトロール（地域住民によるパトロール、業者によるパトロール、区および協

力団体による車パトロール）、地域安全マップの普及啓発、地域防犯リーダーの

育成などを引き続き行います。

●感染症の拡大防止等健康危機管理 レベルアップ １５８万円

健康危機の発生時に、区民が冷静に対処し、被害の拡大を防止できるように区

民向けマニュアル（リーフレット）を作成・配布します。

●住宅、店舗等建築物耐震診断・改修助成 レベルアップ ２億１，０２２万円

建築物の耐震診断・耐震改修を促進するため、昭和５６年の新耐震基準前に建築

された木造住宅の一部を対象に、無料耐震診断と耐震改修の助成を実施します。

平成１８年度は、この無料耐震診断数を平成１７年度の２倍となる２００戸にします。

非木造共同住宅の耐震診断助成についても、増額します。

●幼稚園、小・中学校の安全体制の整備 レベルアップ ２億４，４４４万円

幼児・児童・生徒の安全確保のため、小学校の警備業務委託を継続するととも

に、犯罪を未然に防止するため幼稚園、小・中学校に「防犯カメラ設置お知らせ

看板」を設置します。また、中学校には緊急用内線電話を設置し、幼稚園ではフ

ェンス改修を行います。

（２）都心における地域コミュニティの再生
●地域情報の発信 新規 レベルアップ ４，７０４万円

�地域向けコミュニティ情報の発信 （１，６５０万円）

区民の参画を得て各地区総合支所ごとに独自の情報誌を発行し、より身近な地

域情報を共有することによって地域コミュニケーションの向上を図ります。

�都市型有線テレビジョン等広報 （３，０５４万円）

区内をエリアとするケーブルテレビジョンで、各地区総合支所が「より地域性

の高い」「地域の人々が身近に感じられる」番組を制作し、放送します。

●区民協働パートナーシップ制度の創設 新規 １，２０５万円

地域でのごみ減量、リサイクルなどを推進するため、公募による区民に研修の

機会を提供し、協働により地域の自主的な活動を支援するとともに、啓発・指導

に取り組みます。

●各地区総合支所自主事業 新規 ５，０００万円

各地区総合支所ごとに、地域の特性・多様性などに応じた事業を実施します。

●まち探訪事業（区政６０周年記念事業に再掲） 新規 １，２０４万円

歴史や文学等に残る旧町名や坂の名称などをまちの重要な資源ととらえ、これ

らを文化の視点で保存・伝承するため、地域の歴史・文化をまとめた冊子を作成

するとともに、区民との協働により地域（まち）をつなぐ事業を実施します。

●商店街の新たな魅力づくり 新規 ２１０万円

地域コミュニティの核として期待される商店街の活性化を促進するため、商店

街の新たな魅力づくりを支援します。

�商店街・地方都市のふるさと物流交流事業 （６０万円）

商店街と地方都市との物産交流を支援します。平成１８年度は商店街と地方都市

との提携のための調査を行うとともに、取り組みが可能なものから支援します。

�商店街と大使館の協働事業開発調査 （１５０万円）

区内商店街と大使館の協働事業の実施に向けた調査を行います。その結果を踏

まえてモデル事業を立案します。

●総合型地域スポーツクラブ設立準備 新規 ２５５万円

区民が種目、世代や年齢、技術レベルに応じて、スポーツ活動を継続して行い、

スポーツを通じ地域コミュニティの強化を図ることを目的とした、総合型地域ス

ポーツクラブの設立に向けて、設立準備委員会による検討を行います。

●区政６０周年記念事業 臨時（新規） １億７，１７１万円

区政６０周年の節目にあたり、「区民の誰もが誇りに思えるまち・港区」を区民
い

とともに創造する契機として活かすため、記念事業を実施します。

※予算額は、区政６０周年記念事業にかかる全区的事業経費、地区事業経費の総額

です。

●リサイクル団体助成 レベルアップ ３，４９８万円

地域でお互いに協力して主体的に家庭等から出る資源の集団回収を行うリサイ

クル団体を支援するため、活動に必要な物品の支援等を充実します。

●商店街変身戦略プログラム レベルアップ ５，３７６万円

地域コミュニティの核として期待される商店街に対し、複数年度にわたる集中

的・包括的な支援を行うことにより、商店街と地域との結束力を高め、商店街独

自のアイデアや独自の地域資源を発掘するとともに、個性的・魅力的な商店街へ

の変身を促進します。平成１８年度は、プログラム適用商店街の計画推進に伴う事

業に対し補助を開始します。

（３）都心区にふさわしい都市環境の構築
●景観形成推進調査 新規 ９７３万円

景観法が制定されたことに伴い、良好な景観形成を図るため、区が勧告などの一

定の権限を有する「景観行政団体」になることをめざして基礎調査を実施します。

●ヒートアイランド対策の推進 新規 レベルアップ ２，７４９万円

�クールルーフ推進 （４７万円）

東京都および港区ほか６区を中心とした「クールルーフ推進協議会」が行う民

間建築物への屋上緑化や高反射率塗料による塗装への助成事業の普及・啓発およ

び協議会の運営を行います。

�ヒートアイランド対策 （２，７０２万円）

ヒートアイランド現象の立体的な構造を把握するため、風向風速分布調査を行

うほか、屋上緑化等による熱環境改善効果を測定し、ヒートアイランド現象の対

策を検討します。また、打ち水等の事業を展開し、ヒートアイランド対策の普及

・啓発活動を行います。

●公園等の整備 臨時（新規） 臨時（継続） ５２億３６２万円

�都市計画公園三田台公園整備 （２億４，５２４万円）

利便性や防災上の観点から高低差の支障を解消するため、斜面の緑の復元を図

りながら購入した低地部からのアクセスを確保する工事を実施します。

�都市計画公園港南公園整備 （１９億３，６３０万円）

急速に人口の増加が進む港南地区で、区民の憩いの場所の確保を図るとともに

防災活動拠点とするため、国有地である陸上自衛隊芝浦分屯地跡地を平成１６年度

から４年間かけて取得し、都市計画公園港南公園として整備します。

�飯倉公園整備 （６，９０８万円）

隣接する飯倉保育園・学童クラブ館の改築が平成１８年度に完了することから、

飯倉公園を保育園・学童クラブ館との一体的な利用に配慮して、本格的な整備工

事を実施します。

�芝公園整備 （３億１，１９７万円）
い

区立芝公園を、既存樹木を活かしつつ、防災活動拠点や多目的に活用できる広

場等を備えた公園として本格整備します。

�仮称森の公園整備 （２６億３，３６０万円）

国（財務省）からの無償使用により、昭和５０年から「森の遊び場」として区民

が利用してきた国有地について、現在の樹木・高低差のある地形などの緑豊かな
い

自然環境を活かしつつ、公園等として整備・充実するため取得します。

�仮称白金台五丁目児童遊園整備 （７４３万円）

平成１７年度に区民とともに作成した基本計画を踏まえ、隣接する国立自然教育
い

園につながる既存樹木を活かしつつ、緑が多い児童遊園として本格整備に向けた
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実施設計を行います。平成１９年度に整備工事の予定です。

●地球温暖化等対策基金の創設 臨時（新規） １０億円

地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和対策事業を、区民、事業者、

ＮＰＯ等と協働して集中的に展開するため、地球温暖化等対策基金を創設し、そ

の取り組みを促進します。

●省エネルギービジョン策定 臨時（新規） ８３９万円

区内における二酸化炭素排出量およびエネルギー消費量を調査・推計し、その

削減に向けた基本方針および行動計画等を策定します。

●地域情報の基盤整備推進（幹線ケーブル拡張） 臨時（継続） ４億５，４９３万円

情報基盤整備を推進するため、情報化計画に基づきケーブルテレビジョンの幹

線ケーブル拡張を支援します。

●街づくりマスタープランの策定 臨時（継続） ２，０１３万円

環境問題等への区民意識の高まりなどの社会情勢の変化や上位・関連計画の改

定動向、土地利用の変化等に対応した、望ましい将来都市像を描くため、２年間

にわたる区民等の参画を得て、平成１８年度中に街づくりマスタープランを改定し

ます。

●水辺の散歩道の整備 臨時（継続） １億４，０６５万円

橋により分断されている運河沿緑地の連続化を図り、うるおいと親しみのある

緑と水辺の環境をつくるため、新港南橋下および藻塩橋下の２カ所で整備を行い

ます。

●緑と水に関する計画推進 臨時（継続） ２，８８７万円

「港区緑と水の総合計画」を推進する新たな仕組みなど、港区のみどりを守る

条例の見直しも視野に入れた総合的な検討を行います。また、港区のみどりの実

情を把握するため、おおむね５年ごとに行うみどりの実態調査に、新たに湧水地

や湧水量などの水の視点も加えて実施します。

●電線類の地中化の推進 レベルアップ １１億５，２２９万円

防災機能の向上や安全な歩行者空間の確保、都市景観の改善を図るため、電線

類の地中化を推進します。平成１８年度は、六本木六丁目（芋洗坂）に加え、浜松

町二丁目で面的整備、芝五丁目、赤坂九丁目で道路整備に併せ地中化工事を実施

します。赤坂二丁目では、面的整備計画を策定します。

●みなとタバコルール推進 レベルアップ １億２，３００万円

平成１５年度から３年間の試行期間の検証を踏まえ、罰則により取り締まる手法

をとらず喫煙者の自主的なマナーの向上を促す「みなとタバコルール」をさらに

推進するため、普及啓発強化月間（６月と１１月を予定）を設け、巡回指導を行う

など普及・啓発を充実します。

●小・中学校エコスクール レベルアップ ２億１，８７３万円

環境教育の一環として、ヒートアイランド対策としても有効な屋上緑化を青南

小学校、朝日中学校において、校庭の芝生化を高松・御成門中学校において実施し

ます。また、小・中学校の給食において排出された生ごみを有機肥料加工し、そ

れに換えて有機栽培農産物を給食に供給するエコ給食ネットの拡充を行います。

※関連する事業

�その他区有施設へのエコ給食ネットの展開 （１，３９２万円）

保育園などの区有施設においても、生ごみの排出ゼロをめざしてエコ給食ネッ

トを展開します。

２ 次代の港区を担う子どもたちを
育む環境づくり

働く親と家庭で子育て中の親への支援を充実し、次代の港区を担う子ども

が、すくすく伸びやかに育つ港区を創造します。また、区立小・中学校の魅

力向上をはじめ、子どもの教育環境を整えます。

（１）安心して産み、育て、働く環境づくり
●妊娠・出産時の経済的負担の軽減 新規 レベルアップ １億９，３４２万円

妊娠・出産時に安心して子どもを産むことができる環境を整えます。

�出産費用の助成 （１億２，８１７万円）

出産時の経済的負担を軽減するため、子どもを出産した保護者を対象に、出産

費用（入院費および分娩費）から健康保険組合等の出産育児一時金等を差し引い

た全額を助成します。

※助成する出産費用の上限：単胎５０万円、双胎６５万円、３人以上は１人につき１５

万円加算した額

�妊産婦健康診査の充実 （６，５２５万円）

妊婦の経済的負担を軽減し、安心して出産、子育てできるように妊婦健診（後

期）を受診した区民に健診費用の一部を助成します。

●派遣型一時保育・育児支援家庭訪問事業 新規 １，１５４万円

子育て中の家庭を支援するため、保護者の傷病、入院、事故など家庭で緊急、

一時的に育児ができない場合に保育者を派遣します。保育者は、支援の内容に応

じて、保育士等または、当該事業受託者が行う子育て・家族支援者２級講座の修

了者とします。

●ひとり親家庭就労支援事業 新規 ４７２万円

ひとり親家庭の親の自立・就労支援を行うため、ひとり親家庭自立支援プログ

ラム策定員を配置し、個々の状況・要望に応じた自立支援計画を策定して、ハロ

ーワーク等との連携のもと、支援を実施します。

●ＤＶ被害者同行支援事業 新規 ２５万円

ＤＶ（配偶者やパートナーからの身体的、精神的暴力）被害者の自立を図るた

め、病院や裁判所および住居探し等への同行支援を行います。

●男女平等参画活動支援事業 臨時（継続） １００万円

男女平等参画社会に向けた区民、団体等が行うさまざまな自主的活動を支援す

るため助成金を交付します。

●保育施設の整備充実 臨時（新規） 臨時（継続） １５億７，１５５万円

飯倉保育園の改築、赤坂保育園の大規模改修、志田町保育園の改築、南青山保育

園の建物取得等を行い、保育環境の充実と定員拡大による待機児解消を図ります。

●認証保育所保育料助成 レベルアップ ３，８８１万円

認可保育園への入園を希望している児童の保護者に対し、待機期間中の認証保

育所保育料の一部を助成します。平成１８年度は対象を５歳児まで拡大します（平

成１７年度は０歳～２歳児が対象）。

●乳幼児健康診査の充実 レベルアップ ５，８４９万円

保護者がいつでも必要に応じて、かつ身近な場所で受診できるように、３・４

カ月児の健診を区内の医療機関に委託して実施します。また、虐待予防の観点か

ら、育児に対する不安の強い保護者や虐待の危険がある家族を早期発見・介入し、

継続的な支援を行うため、保健所で４カ月児の育児相談を実施します。

●放課後児童育成事業 レベルアップ １億９，６５８万円

放課後における児童の安全な居場所づくりとして、地域との協力関係を築きな

がら、東町・麻布・御田小学校の３校で新たに放課後児童育成事業を実施し、事

業実施校を７校に拡大します。

（２）区立小・中学校、幼稚園等の教育環境と
魅力の向上

●特別支援教育の推進 新規 １億１１４万円

区立小・中学校の通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とするＬＤ（学

習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症等の児童・生徒の

ために、ＬＳＡ（ラーニング・サポート・アシスタント：学習支援員）を派遣す

るとともに、ＬＳＡ養成や相談事業を行います。また、個別支援室の運営をＮＰ

Ｏとの協働により行います。

●学習活動支援保護者負担軽減事業 新規 ６，１７２万円

区立小・中学校、幼稚園において補助教材の充実、社会科見学および中学校移

動教室等体験学習の充実や卒業アルバムの充実などの学習活動等の支援を行うと

ともに、保護者の負担軽減を図ります。

●校舎・園舎等の整備 臨時（新規） 臨時（継続） ５億６，２４０万円

芝浦小学校・幼稚園、港南小学校・幼稚園、赤羽小学校・幼稚園、三田中学校、

高陵中学校および白金台幼稚園の改築事業を推進します。改築にあたっては、地

域の人が利用できる生涯学習機能や避難所機能をあわせ持つ、地域に開かれた学

校施設として整備を行います。

●小・中学校学校図書館の充実 臨時（継続） １億５，０２７万円

子どもの国語力の育成、向上を図るため図書の買い替えのほか、パソコンによ

る蔵書管理システムの導入と書架の更新など学校図書館を充実します。

●区立幼稚園・保育園の絵本の充実 臨時（継続） ２７０万円

感性豊かな子どもを育成し、国語力を向上させるため、乳幼児期からの読み聞

かせなどの体験を通した読書の習慣を身につけられるよう区立幼稚園・保育園の

絵本等の図書を充実します。

●教育センター整備事業 臨時（継続） １，６１０万円

児童・生徒の学習拠点として、また、保護者や区民等が広く利用できる施設を

めざした新教育センターの設置に向けて、在り方検討委員会を開催し改築基本計

画を策定します。

●学力向上事業 レベルアップ １億６，５１６万円

児童・生徒の個に応じたきめ細やかな指導のために、小学校３５人以上の学級の

少人数指導講師のほかに、新たに小学校１年生の２０人以上の学級に少人数指導講

師を配置します。また、教科を限定しない少人数指導を行うための講師の配置を

拡充します。

●自主的学習活動の支援 レベルアップ ７，９７０万円

平成１７年度に中学校４校と教育センターで実施している継続的、系統的な学習

の機会の提供事業を全中学校での実施に拡大します。

●国際人育成事業 レベルアップ １億９，１９７万円

教育特区に基づき、小学校８校で「国際科」を設置し週２時間の英語教育を実

施するとともに、中学校７校で「英語科」を週４時間に増やすことで、豊かな国

際感覚を身につけた児童・生徒を育成します。また、教員の指導力の向上のため、

英語指導と英会話の研修を行います。

●中学校心身障害学級の増設 レベルアップ １，１９５万円

既設の六本木中学校（知的障害学級）、港南中学校（肢体不自由学級）のほか、

新たに青山中学校に知的障害学級を設置します。

●私立幼稚園保護者補助金の充実 レベルアップ ２億４，９２１万円

私立幼稚園に通っている保護者の経済的負担を軽減するとともに、公私立幼稚

園間の保護者負担の格差是正を図るため、私立幼稚園保護者補助金を増額します。

●幼稚園、小・中学校の安全体制の整備 レベルアップ （再掲）

●小・中学校エコスクール レベルアップ （再掲）
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古紙配合率100％再生紙を使用しています。 
白色度70％ 

３ 区民の誰もが健康でいきいきと
暮らせるまちづくり

超高齢社会を迎える中で、高齢者も若い世代の人も、障害のある人もない

人も、誰もがいきいきと健やかに暮らせる港区を創造します。

（１）区民の健康づくり
●各種健診・がん検診等の充実 新規 レベルアップ １１億７，０９６万円

区民が健康でいきいき暮らせるよう、各種健診・がん検診等の充実を図ること

により、総合的支援を行います。

�乳幼児健康診査 （再掲）

�妊産婦健康診査 （再掲）

�成人健康診査 （４億９，３７１万円）

対象年齢を老人保健法の対象年齢と合わせ、４６歳以上から４０歳以上に引き下げ

ます。６５歳以上については、介護予防の観点から、生活機能低下の危険性を早期

に発見し、適切な介護予防サービスの提供につなげるため、成人健康診査と併せ

て生活機能チェックを実施します。

�歯周疾患予防健康診査 （１億１，４２８万円）

区民が歯と口腔の健康を保持し、元気に長生きできるように、２５歳以上のすべ

ての区民を対象に歯科健診を実施します。また、６０歳以上については、高齢者の

口腔状態に配慮した問診・指導内容で実施するとともに、常時寝たきり等で通院

が困難な場合は、訪問健診を実施します。

�喉頭がん検診 （５５２万円）

喫煙との因果関係が深いがんのため、健康みなと21の施策の一つであるたば

こ対策での喫煙者への禁煙支援と併せて、４０歳以上で喫煙指数（※）６００以上等

の希望者を対象に区内の医療機関で喉頭がん検診を実施します。

※喫煙指数…喫煙本数（１日当たり）×喫煙年数

�前立腺がん検診 （１，０１６万円）

がんの早期発見・早期治療を目的とし、５５歳～７５歳の奇数年齢の男性を対象に

区内の医療機関で前立腺がん検診を実施します。

�大腸がん検診 （１億２，０２９万円）

成人健康診査と併せて受診できるように、区内医療機関で実施する対象年齢を

老人保健法の対象年齢と合わせ、５１歳以上から４０歳以上に引き下げます。３５歳以

上については、検査機関に委託して実施します。

�胃がん検診 （２億６，３６３万円）

成人健康診査と併せて受診できるように、区内医療機関で実施する対象年齢を

老人保健法の対象年齢と合わせ、５１歳以上から４０歳以上に引き下げます。３５歳以

上については、検査機関に委託して実施します。

�肺がん検診 （１，１２０万円）

４０歳以上で、喫煙指数６００以上等の希望者を対象に区内の医療機関で肺がん検

診を実施します。

�乳がん検診（マンモグラフィー検査） （９００万円）

４０歳以上の偶数年齢の女性に対して実施しているマンモグラフィー（乳房エッ

クス線撮影）検査を区内の医療機関でも受診できるようにするとともに、自己負

担金を廃止します。

�骨粗しょう症検診 （１，９４３万円）

成人健康診査受診者のうち４０歳～７０歳の５歳ごとの節目年齢の女性を対象に区

内の医療機関で骨粗しょう症検診を実施します。また、成人健康診査を受診しな

い２０歳～７０歳の５歳ごとの節目年齢の女性を対象に保健所でも骨粗しょう症検診

を実施します。

●介護予防の充実（介護保険会計・一般会計） 新規 ８３８万円

介護保険法の改正に伴い、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を総合

的に推進します。

�口腔機能の向上事業 （５４３万円）
そ しゃくりょく

高齢者の咀嚼力等の向上を図るため、口腔体操等のプログラムを行い、口腔ケ

ア自己管理法を習得してもらいます。

�栄養改善事業 （１４４万円）

高齢者の低栄養状態の改善および重度化の予防を図るため、個別指導、調理実

習等のプログラムを実施します。

�介護予防普及啓発 （１５１万円）

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、講演会の開催、介護予防

手帳の配布等を実施します。

〔継続して実施する事業〕

�転倒予防教室 （１３３万円）

高齢者の転倒リスクを軽減するため、転倒予防のためのトレーニング等を行い

ます。

�高齢者筋力向上トレーニング事業 （１，０９２万円）

高齢者向けに開発されたトレーニング機器を用いたトレーニング事業を実施し

ます。

�健康トレーニング事業 （３，２４６万円）

体操、軽スポーツ、レクリエーションなど、介護予防に効果的な健康トレーニ

ング事業をすべての福祉会館（港南健康福祉館を含む全１８館）で実施します。

�水中トレーニング事業 （１０８万円）
い ひざ

水の特性を活かし、主に腰痛や膝の痛みなどがある人の運動機能向上のため水

中トレーニング事業を実施します。

�介護予防健診事業 （３９４万円）

虚弱傾向にある高齢者の介護予防健診を行い、老年症候群（生活機能低下、転

倒、失禁、軽度認知症など）を早期に発見し、適切な介護予防プログラムを提供

します。

�在宅高齢者訪問保健指導 （２，１８５万円）

虚弱傾向にある高齢者とその家族に対し、療養の方法や日常生活動作の訓練方

法等を訪問指導により行い、心身機能の低下防止と健康保持増進を図ります。

�地域型認知症予防事業 （２１４万円）

認知症予防に関する講演会、脳機能検査、予防プログラムによる自主グループ

の育成など、啓発事業や発症を遅らせる事業を実施します。

�高齢者閉じこもり予防事業 （４０万円）

閉じこもりがちな男性高齢者の地域参加と食の自立を促し、健康で自立した生

活ができるよう、「男性のための料理教室」を開催します。

●スポーツセンター改築 臨時（新規） １，３００万円

年齢や健康の程度に応じてスポーツを楽しめる施設づくりをめざし、平成１４年

１０月のプール棟開設に続き、中央棟・アリーナ棟の改築に向けて基本構想を策定

します。

●芝公園多目的運動場の開設 臨時（継続） ９億９，６３５万円

老朽化した芝プールを改築し、夏季はプールとして使用し、ほかの季節はフッ

トサル場等に転用できる多目的運動場として開設します。

●感染症の拡大防止等健康危機管理 レベルアップ （再掲）

（２）高齢者・障害者が安心して暮らせるまちづくり
●家具の転倒防止対策等の促進 新規 ９０３万円

自ら家具転倒防止器具を取り付けることが困難な災害時要援護者に、器具取り

付けの支援を行います。

●高齢者会食サービス事業 新規 １，４３６万円

高齢者の栄養改善、社会参加機会確保のため、全福祉会館・港南健康福祉館・

台場高齢者在宅サービスセンターでひとり暮らし高齢者および高齢者世帯を対象

に週１回の昼食の提供を行います。

●重度重複障害者（児）居宅生活支援事業 新規 ４１６万円

重度重複障害者（児）等、居宅介護において濃密な見守りが必要な人に看護師

を派遣するため、看護師派遣分を居宅生活支援費に加算します。

●新橋六丁目施設（新橋はつらつ太陽）運営補助 新規 ２，７３６万円

知的障害者更生施設へ通う知的障害者の安全を確保するため「新橋はつらつ太

陽」の運営費の一部（通所の送迎用バスの運行費用）を補助します。

●交通バリアフリー基本構想策定 臨時（新規） ７４５万円

高齢者や障害者等の移動の確保や安全を図るため、歩行空間のバリア実態調査、

バリアフリー基本方針、重点整備地区の設定を盛り込んだ基本構想を策定します。

●高齢者保健福祉施設整備 臨時（新規） 臨時（継続） ６億２，７００万円

�仮称南麻布四丁目高齢者保健福祉施設整備 （４億６，０３９万円）

プロポーザル方式により、整備・運営事業者を選定します。また、整備事業者

に対し、整備費を補助します。

�仮称白金三丁目地域拠点型高齢者施設整備 （１億３，７６０万円）

平成１９年３月の地域拠点型高齢者施設の開設に向け、プロポーザル方式により

選定した整備事業者に対し、整備費を補助します。

�認知症高齢者グループホーム整備 （２，９０１万円）

認知症高齢者グループホーム（南青山一丁目）整備を行う整備事業者に対し、

整備費を補助します。

●団塊の世代等意識調査 臨時（新規） ３９９万円

団塊の世代を中心とした世代の要望を的確に把握し、今後の施策展開に反映さ

せていくため、生きがいや社会参加等に関する意識調査を実施します。

●介護保険法改正に対する区独自の対応 臨時（新規） レベルアップ

１億３，３７６万円

�介護サービス利用者負担助成 （７８２万円）

要介護・要支援認定されている低所得者の被保険者に対し、１カ月に利用した

介護サービスの利用負担額が１５，０００円を超え、２４，６００円以下の利用者負担分につ

いて２分の１を助成します。

※２４，６００円以上は、高額介護サービス費の対象となります。

�ホームヘルプサービス利用者負担助成 （４，１７９万円）

介護保険のホームヘルプサービスを利用する低所得者の利用負担を１０％から

３％に軽減します。平成１８年度は、対象者を訪問介護だけではなく訪問看護利用

者まで拡充します。

�社会福祉法人運営助成 （８，４１５万円）

特別養護老人ホームにおける衛生管理等の一層の充実を図るため、社会福祉法

人に対して運営費の一部を助成します。

※関連する事業 （継続事業）

�社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 （７２０万円）

社会福祉法人等が、低所得者で生計困難な利用者に行う負担額軽減に対し、軽

減額の一部を補助します。

●視覚障害者用触知盤の設置 臨時（新規） ２５９万円

障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）を利用する視覚障害者の誘導のた

め、国道１５号入り口付近に視覚障害者用触知盤を設置します。

●福祉会館等の整備 臨時（継続） ５，２１１万円

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、老朽化した麻布・高輪福

祉会館の改築事業を推進します。

●ワークショップ事業 レベルアップ ２，３７４万円

知的障害者授産施設として利用者の就業支援、工賃の増額を積極的に行うため、

従来の内職授産型から自主生産製品の製作・販売を実施します。そのため、機械

購入などの設備投資をします。
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