
＜性質別歳出＞＜目的別歳出＞

※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。

当初予算額 構成比

人 件 費 203億18万７千円 14.6％

扶 助 費 247億9,516万円 17.9％

公 債 費 ３億8,303万５千円 0.3％

小      計 454億7,838万２千円 32.7％

251億9,010万３千円 18.1％

うち単独事業費 203億1,713万９千円 14.6％

682億1,151万５千円 49.1％

1,388億８千万円 100.0％

そ の 他 経 費

合        計

区    分
30    年 度

義
務
的
経
費

投 資 的 経 費

当初予算額 構成比

７億7,765万９千円 0.6％

316億1,175万５千円 22.8％

56億9,798万８千円 4.1％

532億7,146万１千円 38.4％

53億6,735万６千円 3.9％

28億8,537万６千円 2.1％

140億6,425万５千円 10.1％

168億8,715万円 12.2％

３億8,303万５千円 0.3％

74億3,396万５千円 5.4％

５億円 0.4％

1,388億８千万円 100.0％

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

合        計

環 境 清 掃 費

民 生 費

衛 生 費

産 業 経 済 費

土 木 費

教 育 費

科   目
30    年 度

議 会 費

総 務 費

予算の全体額

● 平成30年度の一般会計予算は1,389億円となり、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、1,844
億円となりました。

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％、国民健康保険や介護保険などの保険医療に関する会計（３つの特別
会計）が約25%の割合を占めています。

予算編成の考え方

平成30年度予算は、

として編成しました。編成方針に掲げた３つの重点施策に優先的に財源（税金
など）を振り分け、港区基本計画の後期３年のスタートを大きく踏み出します。

地域共生社会をめざして、安全・安心を基盤に、
活力と笑顔あふれる港区の未来へ大きく踏み出す予算 

安全・安心に過ごせる快適でにぎわいあるまちへの取組
全ての子どもたちを健やかに育むまちへの取組
健康で心豊かにいきいきと暮らせるまちへの取組

３
つ
の
重
点

待機児童解消
働き盛り世代の健康を守る
東京2020大会への取組

全
力
投
球

待機児童解消や保育環境の充実に向けた取組

7,006 7,279
7,856

8,395

＜保育定員拡大＞
Ｈ29→Ｈ30：577人
Ｈ30→Ｈ31：539人

区立認可保育園等の整備・定員拡大

私立認可保育園等の誘致

自宅への訪問保育、入園マッチング

定
員
拡
大

ＩＣＴによる保育業務支援

保育士等のｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助

病児保育事業の充実

全力投球!!

H28 H29 H30 H31
※各年度４月１日時点の保育定員数

質
の
向
上

全力で取り組みます！！

働き盛り世代の健康をトータルで守る取組

本編はP８
● 早期発見の推進(受診期間延長等）

早期発見から
緩和ケアまで

総合的ながん対策推進

● 身近な医療機関での健康診査● 禁煙外来治療費助成

全力投球!!

● がん在宅緩和ケア支援センター開設(Ｈ30.4月) ● 緩和ケア、就労・社会参加支援
● 自殺対策、精神保健福祉相談

本編はP６

東京2020大会に向けた取組

本編はP10

● 企業等との連携による２年前、500日前イベント実施

● 障害のある方もスポーツしやすい
環境づくりと普及啓発

● 港区ならではの文化プログラム推進

● バリアフリーの推進

● 港区マラソンの開催（Ｈ30.12月初開催）

全力投球!!

あらゆる人が安全・安心に過ごせる快適でにぎわいあるまちへの取組 71億円

● 女性、高齢者などあらゆる視点を踏まえた災害対策の取組

● 地域のコミュニティ・にぎわいを支援する取組

● 周辺環境と調和した快適で過ごしやすいまちづくりを推進する取組

全ての子どもたちを健やかに育むまちへの取組 158億円

● 保育定員の拡大と保育環境の充実

● 様々な課題を抱える家庭・子どもに寄りそう支援の強化

● 児童・生徒数増加への対応と可能性を広げる教育の充実

編成方針に掲げた３つの重点施策 281億円

誰もが健康で心豊かにいきいきと暮らせるまちへの取組 52億円

● がん対策推進、健診充実など働き盛り世代の健康をトータルで守る

● 障害者就労支援など社会参加や生活の場の確保の充実

●地域包括ケアシステムの推進等、
高齢者が自分らしくいきいきと
暮らせるための取組の充実

● 文化、価値観等の多様性、人格、個性など人権を互いに尊重し、
支え合う共生社会づくりの推進

● 東京2020大会に向けた港区ならではの文化プログラムの推進、障害者スポーツの振興

● エレベーター事故の根絶に向けた取組

備蓄物資整備 外国人のための防災対策

マンションエレベーター安全装置設置助成 区有施設エレベーター更新工事

地域の実情に応じたバリアフリー化の推進

みなとタバコルール推進 等

町会等活動支援

にぎわい商店街事業

地域密着商店街プロモーション

区内共通商品券発行支援

● 教員が子どもと向き合える時間の創出

（仮称）元麻布保育園整備 保育施設誘致促進事業

等

等

（仮称）港区子ども家庭総合支援センター整備 子どもの未来応援施策理解促進事業
等

（仮称）芝浦第二小学校整備 赤坂中学校等改築

国際人育成事業 タブレット端末活用推進事業

教職員の働き方改革推進事業 児童・生徒と向き
合える時間の確保負担軽減 ワークライフ

バランスの推進
教育の質の向上

等

がん在宅緩和ケア支援センター開設 大腸・胃・肺など各種がん検診 等

重度障害児の日中一時支援事業障害者就労支援 等

文化プログラム推進事業 障害者スポーツの普及 等

やさしい日本語推進 人権尊重・啓発 外国人への情報提供事業 等

地域包括ケアシステム推進事業

認知症高齢者等おかえりサポート事業

高齢者日常生活用具給付事業

本編はP14

本編はP16

本編はP18

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

△14.8％1,844億3,182万２千円 100.0% 2,165億3,574万９千円 100.0% △321億392万７千円

1.1%

159億5,898万１千円 8.7% 168億1,856万２千円 7.8% △８億5,958万１千円 △5.1％

53億7,166万５千円 2.9% 53億1,377万８千円 2.5% 5,788万７千円

対前年度比較

増減額 増減率

1,388億8,000万円 75.3% 1,661億5,000万円 76.7% △272億7,000万円 △16.4%

242億2,117万６千円 13.1% 282億5,340万９千円 13.0% △40億3,223万３千円 △14.3％

当初予算額 構成比

30年度 29年度

当初予算額 構成比

(年度)



みなと区民の森づくり 【レベルアップ】 3,019万円 小・中学校普通教室化改修 【臨時(継続）】 3億 2,837万円
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

【臨時(継続）】 2,827万円

みなとモデル森林整備促進 【レベルアップ】 3,456万円 赤羽小学校等改築 【臨時(継続）】 1億 1,874万円 郷土歴史館開設準備 【臨時(継続）】 1億 9,378万円

Ⅰ　かがやくまち 47事業 96億 2,072万円 清掃事業普及・啓発 【レベルアップ】 6,391万円 芝浦小学校校舎増築 【臨時(継続）】 4億 6,604万円 文化プログラム推進事業 【レベルアップ】 5,463万円

(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 31事業 84億 5,204万円 リサイクル活動 【レベルアップ】 1,609万円 高輪台小学校校舎増築 【臨時(継続）】 3億 5,736万円 福祉のまちづくり推進 【レベルアップ】 1,029万円

交通不便地域への新規交通手段の導入 【新規】 443万円 Ⅱ　にぎわうまち 19事業 14億 9,060万円 （仮称）芝浦第二小学校整備 【臨時(継続）】 2億 583万円 地域包括ケアシステム推進事業 【レベルアップ】 4,274万円

業務継続計画（震災編）改定 【臨時(新規）】 475万円 (1) 地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる 3事業 1億 7,285万円 赤坂中学校等改築 【臨時(継続）】 9億 5,897万円 重度障害児の日中一時支援事業 【レベルアップ】 855万円

地域の実情に応じたバリアフリー化の推進 【臨時(新規）】 3,303万円 旧協働会館保存・活用 【臨時(継続）】 968万円 麻布幼稚園園舎増築 【臨時(継続）】 1億 9,976万円 発達支援センター事業 【レベルアップ】 3,983万円

都市計画基礎調査 【臨時(新規）】 117万円 町会等活動支援 【レベルアップ】 2,317万円 学童クラブ（港区学童クラブ） 【レベルアップ】 9億 9,408万円 障害保健福祉センター管理運営 【レベルアップ】 9億 7,543万円

住宅基本計画策定 【臨時(新規）】 993万円 港区マラソン実施 【レベルアップ】 1億 4,000万円 放課ＧＯ→クラブ 【レベルアップ】 2億 1,026万円 精神障害者地域活動支援センター管理運営 【レベルアップ】 1億 7,762万円

自転車等総合基本管理計画策定 【臨時(新規）】 771万円 (2) 港区からブランド性ある産業・文化を発信する 16事業 13億 1,775万円 学習支援事業 【レベルアップ】 5,065万円 障害者就労支援 【レベルアップ】 8,008万円

高齢者の運転免許証自主返納促進 【臨時(新規）】 90万円 やさしい日本語推進 【新規】 731万円 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 動物相談・指導 【レベルアップ】 712万円

震災復興基金積立金 【臨時(継続）】 地域密着商店街プロモーション 【新規】 329万円 港区保育室事業 【レベルアップ】 56億 1,700万円 予防接種事業 【レベルアップ】 10億 354万円

公園整備 【臨時(継続）】 2,222万円 商店街スマイル応援団 【新規】 50万円 保育所入所事務 【レベルアップ】 1,256万円 区民健康診査 【レベルアップ】 3,491万円

児童遊園整備 【臨時(継続）】 1,704万円 生鮮三品等商店街店舗持続化支援 【新規】 600万円 保育施設建物賃借料補助事業 【レベルアップ】 5億 6,978万円 骨粗しょう症検診 【レベルアップ】 977万円

快適な児童遊園トイレの整備 【臨時(継続）】 2,455万円 （仮称）産業振興センター等整備 【臨時(継続）】 8億 3,910万円 病児・病後児保育 【レベルアップ】 2億 3,022万円 健康づくり推進事業 【レベルアップ】 521万円

東京2020大会に向けた道路の整備 【臨時(継続）】 2億 8,244万円 商店街多言語対応事業 【臨時(継続）】 1,250万円 区立保育園等事業 【レベルアップ】 7億 4,371万円 大腸がん検診 【レベルアップ】 1億 7,263万円

快適な公衆トイレの整備 【臨時(継続）】 8,767万円 区内共通商品券発行支援 【臨時(継続）】 6,640万円 みなと保育サポート事業 【レベルアップ】 1億 8,244万円 胃がん検診 【レベルアップ】 3億 3,967万円

水辺の散歩道の整備 【臨時(継続）】 7,474万円 バリアフリー観光の推進 【臨時(継続）】 514万円 子育てひろば等事業 【レベルアップ】 4億 5,934万円 肺がん検診 【レベルアップ】 2億 4,430万円

環状２号線周辺地区のまちづくり 【臨時(継続）】 1,263万円 外国人のための防災対策 【レベルアップ】 927万円 乳幼児ショートステイ事業 【レベルアップ】 7,672万円 喉頭がん検診 【レベルアップ】 5,048万円

三田・高輪地区のまちづくり 【臨時(継続）】 131万円 外国人への情報提供事業 【レベルアップ】 4,435万円 小学校日本語学級 【レベルアップ】 125万円 前立腺がん検診 【レベルアップ】 1,107万円

シティハイツ高浜建替 【臨時(継続）】 2億 4,420万円 ベンチャービジネス及び創業支援 【レベルアップ】 1,287万円 小学校施設維持管理 【レベルアップ】 5億 5,612万円 婦人科検診 【レベルアップ】 3億 8,134万円

シティハイツ車町建替 【臨時(継続）】 6,473万円 新規開業賃料補助 【レベルアップ】 2,958万円 食育の推進（小・中学校） 【レベルアップ】 3,132万円 生涯学習講座の動画配信 【レベルアップ】 148万円

建築物耐震改修等促進 【臨時(継続）】 6億 2,586万円 にぎわい商店街事業 【レベルアップ】 1億 7,100万円 子育てサポート保育 【レベルアップ】 2,915万円 障害者スポーツの普及 【レベルアップ】 1,420万円

都市計画道路整備 【臨時(継続）】 2億 6,134万円 シティプロモーション推進事業 【レベルアップ】 4,391万円 学校支援地域本部事業 【レベルアップ】 1,213万円 総合型地域スポーツクラブ設立 【レベルアップ】 120万円

都市計画公園整備 【臨時(継続）】 2,037万円 ワールドプロモーション 【レベルアップ】 2,238万円 (2) 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 49事業 60億 2,659万円 ラグビーを生かしたスポーツ振興 【レベルアップ】 606万円

親子の遊び場づくり 【臨時(継続）】 1,350万円 港区観光協会補助金 【レベルアップ】 4,417万円 成年後見制度利用促進事業 【新規】 108万円 スポーツ開放事業 【レベルアップ】 8,553万円

駐車施設集約化推進 【臨時(継続）】 992万円 Ⅲ　はぐくむまち 93事業 224億 4,633万円 認知症高齢者等おかえりサポート事業 【新規】 377万円 Ⅳ　実現をめざして 10事業 1億 9,393万円

防災行政無線難聴対策 【レベルアップ】 1,142万円 (1) 明日の港区を支える子どもたちを育む 44事業 164億 1,974万円 高齢者日常生活用具給付事業 【新規】 842万円 港区版ふるさと納税 【新規】 600万円

備蓄物資整備 【レベルアップ】 9,025万円 産後要支援母子ショートステイ事業 【新規】 153万円 障害福祉サービス事業者等指導検査 【新規】 93万円 ＩＣＴ活用による業務効率化の推進 【新規】 3,658万円

家具転倒防止対策等促進事業 【レベルアップ】 1,572万円 中学校日本語学級 【新規】 101万円 住宅宿泊事業法及び旅館業法対策事業 【新規】 1,847万円 メロディの扉事業≪職員提案≫ 【新規】 103万円

落書き対策 【レベルアップ】 396万円
教職員の働き方改革推進事業（生涯学習推
進課）

【新規】 183万円 骨髄移植ドナー支援事業 【新規】 113万円 仕事の進め方改善支援 【臨時(新規）】 400万円

客引き防止プロジェクト 【レベルアップ】 3億 2,818万円 タブレット端末活用推進事業 【新規】 3,887万円
子育て・働き盛り世代の禁煙外来治療費助
成

【新規】 141万円 東京2020大会準備・啓発 【臨時(継続）】 5,107万円

特殊詐欺被害防止対策 【レベルアップ】 278万円 教職員の働き方改革推進事業（指導室） 【新規】 2億 3,909万円 がん在宅緩和ケア支援センター管理運営 【新規】 1億 426万円 公共施設の総合的な管理の推進 【臨時(継続）】 2,136万円

運河の魅力向上事業 【レベルアップ】 1億 7,141万円 子ども・子育て支援事業計画策定 【臨時(新規）】 1,030万円 子どものスポーツ大会支援事業 【新規】 100万円 区議会広報 【レベルアップ】 4,812万円

景観指導・協議 【レベルアップ】 389万円 教職員の働き方改革推進事業（庶務課） 【臨時(新規）】 619万円
区内の放送局と連携したスポーツ事業の推
進

【新規】 32万円 全国連携の推進 【レベルアップ】 654万円

(2) 環境にやさしい都心をみなで考えつくる 16事業 11億 6,868万円 教職員の働き方改革推進事業（学務課） 【臨時(新規）】 832万円 麻布地区福祉施設整備 【臨時(新規）】 745万円 人権尊重・啓発 【レベルアップ】 1,215万円

障害者就労支援施設との連携によるリサイ
クルの推進

【新規】 341万円 赤坂中学校仮設校舎設置 【臨時(新規）】 7億 4,806万円 公衆浴場活用振興推進事業 【臨時(新規）】 16万円 選挙啓発事業 【レベルアップ】 709万円

建築物低炭素化促進 【臨時(新規）】 826万円 学習資料整備 【臨時(新規）】 1,066万円
特別養護老人ホームエレベーター増設支援
事業

【臨時(新規）】 5,000万円

ごみ排出実態調査 【臨時(新規）】 604万円 国際人育成事業 【臨時(新規）】 3億 1,118万円 自殺対策推進計画改定 【臨時(新規）】 458万円

資源化センター管理運営 【臨時(新規）】 3億 126万円 国際化対応教育の推進 【臨時(新規）】 1億 827万円
東京2020大会に向けた文化交流プログラム
推進事業

【臨時(新規）】 28万円

低炭素まちづくり計画改定 【臨時(新規）】 277万円 学校情報化推進事業 【臨時(新規）】 5億 3,918万円 （仮称）文化芸術ホール整備 【臨時(継続）】 997万円

ミストを活用したクールスポットの設置 【臨時(新規）】 6,314万円 教科用図書事務 【臨時(新規）】 663万円 港区史編さん 【臨時(継続）】 6,920万円

区有施設ＬＥＤ化推進 【臨時(継続）】 1億 2,309万円 （仮称）元麻布保育園整備 【臨時(継続）】 4億 763万円 麻布いきいきプラザ等改築 【臨時(継続）】 1,777万円

全国連携による再生可能エネルギー活用 【臨時(継続）】 644万円 青山保育園等整備 【臨時(継続）】 2億 6,011万円 高輪三丁目福祉施設整備 【臨時(継続）】 8,649万円

泳げるお台場の海創生事業 【レベルアップ】 5,734万円
（仮称）港区子ども家庭総合支援センター
整備

【臨時(継続）】 1億 1,382万円 南麻布四丁目福祉施設整備 【臨時(継続）】 8億 7,013万円

生物多様性推進事業 【レベルアップ】 935万円 保育施設誘致促進事業 【臨時(継続）】 5億 2,304万円 （仮称）南青山二丁目公共施設整備 【臨時(継続）】 3億 8,012万円

みなとタバコルール推進 【レベルアップ】 3億 9,477万円 私立認可保育所等ＩＣＴ化推進事業 【臨時(継続）】 3,000万円 精神障害者地域活動支援センター等整備 【臨時(継続）】 3億 5,704万円

創エネルギー・省エネルギー機器等助成 【レベルアップ】 4,807万円 新教育センター等整備 【臨時(継続）】 6億 4,009万円 港区教育史の編さん 【臨時(継続）】 5,289万円

 60億円

◆平成30年度の新規・臨時・レベルアップ事業

地域共生社会をめざして、安全・安心を基盤に、活力と笑顔あふれる港区の未来へ大きく踏み出す予算


