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＜財源内訳の説明＞ 

国庫支出金 国から交付されるもので使途が特定されているもの 

都支出金 東京都から交付されるもので使途が特定されているもの 

その他特定財源 使用料など使途が特定されているもの 

一般財源 特別区税など使途が特定されていないもの 

 

 



１　安全で安心に暮らせるまち

（１）不況に負けない地域経済の支援

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 4,082 一般財源 企業同士又は企業と大学等が連携して製品の共

企業間連携交流会・分科会 4,082 同開発や新技術の開発等を実現するための機会

を設けるため、交流会・分科会等を実施しま

す。

　・講演会の実施　　　　　年１回

　・交流会・分科会の実施　年４回

［産業振興課］ 　・交流会・分科会へのコーディネーター派遣

【新規】 12,480 一般財源 企業間交流会・分科会等で結成された共同グル

新製品・新技術開発支援 12,480 ープ等に対し、市場性の高い新製品・新技術の

研究、試作品製作等にかかる経費を補助するこ

とにより、区内中小企業の振興を図ります。

　＜補助内容＞

　　・補助率　　　２／３

　　・補助上限額　5,000,000円

　　・補助期間　　１年間（１年間の延長可）

［産業振興課］ 　　・補助金額の１／２まで前払いが可能

【新規】 460 一般財源 区内中小企業の経営者を対象に、事業活動を円

事業承継セミナー 460 滑に後継者に引き継げるよう、事業承継をテー

マとしたセミナーを開催し、事業承継への早期

の取組みの重要性を啓発します。

　＜開催回数＞　　　年２回

　＜参加予定＞　　　各20社

　＜セミナーの内容＞

　　後継者育成方法、税務知識(相続・贈与)、

［産業振興課］ 　　事業承継計画書の作成等

【新規】 1,103 一般財源 区内中小企業が、災害からの事業への影響を最

中小企業事業継続計画（Ｂ 1,103 小限にとどめるための継続すべき中核事業や、

ＣＰ）等策定支援 損害を受けた事業の早期復旧方法をあらかじめ

計画できるよう、事業継続計画（ＢＣＰ）の策

定を支援します。

　＜講演会の開催＞

　　・開催回数　　　年２回

　　・参加予定　　　各100社

　＜実務担当者向け研修会の実施＞

　　・開催回数　　　年４回

［産業振興課］ 　　・参加予定    　各20社

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 1,298 一般財源 区内中小企業に対し、ワーク・ライフ・バラン

中小企業ワーク・ライフ・ 1,298 ス（仕事と生活の調和）を可能とする就労環境

バランス支援 づくりへの取組みの啓発を行います。

　＜マニュアルの配布＞

　　・就労環境づくりのマニュアル

　　・作成部数　　　1,000部

　＜講演会の開催＞

　　・開催回数　　　年２回

［産業振興課］ 　　・参加予定    　各80社

【新規】 1,368 一般財源 ちぃばす（港区コミュニティバス）の車内広告

商店街事業広告支援 1,368 スペースに、商店街の情報を載せたポスターを

掲出し、商店街の活性化を支援します。

　＜掲出台数＞　７ルート、計32台

　＜掲出期間＞　１か月（年12回）

　＜掲出内容＞

　　商店街の案内、イベント情報、おすすめス

［産業振興課］ 　　ポット等

【臨時・継続】 8,470 一般財源 緊急不況対策として、東京都が主催する産業見

ビジネス展示会・交流会 8,470 本市「産業交流展」へ出展参加する中小企業へ

の支援を拡大します。

　＜港区共同出展参加企業＞

　　50社を募集

　＜出展料の補助＞

　　・補助率　　　10／10

　　・補助上限額　１社あたり52,500円

　＜パンフレット作成等経費の補助＞

　　・補助率　　　10／10

［産業振興課］ 　　・補助上限額　１社あたり50,000円

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 1,200 一般財源 緊急不況対策として、区がハローワーク及び東

就職面接会参加企業採用助 1,200 京商工会議所港支部と共催して開催する就職面

成 接会で人材を採用した区内中小企業に対し、研

修等の人材育成経費を助成します。

　＜助成対象者＞

　　採用日前日までの３か月間に正規雇用され

　　たことのない者を就職面接会を経て採用し

　　た事業主

　＜助成対象経費＞

　　採用後３か月間の研修経費

　＜助成金額＞

　　・補助率　　 10／10

　　・補助上限額 採用者１人あたり200,000円

　＜中小企業診断士の派遣＞

　　申請当初、１か月後、３か月後に中小企業

　　診断士を派遣し、研修のアドバイス等を実

［産業振興課］ 　　施

【臨時・継続】 27,409 一般財源 ものづくり、商業、観光の魅力を、参加・体験

港区ものづくり・商業観光 27,409 を通して紹介する第３回「港区ものづくり・商

フェアの開催 業観光フェア」（隔年開催）を実行委員会と共

催で実施します。

　＜実施時期＞　平成22年11月予定

　＜実施場所＞　赤坂サカスを予定

　＜実施内容＞

　　区内の伝統工芸、製造業、ものづくり産業

　　の紹介、観光資源のＰＲ、写真展、商品販

［産業振興課］ 　　売、ウォークラリー等　

【レベルアップ】 145 一般財源 消費者カレッジ応用コースの修了者の中から、

消費者問題推進員の育成 145 消費者問題推進員を登録し、地域での消費者問

題普及啓発活動を支援します。

　＜活動内容等＞

　　・高齢者向けの消費者問題出前講座開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年12回

　　・こども消費者カレッジでのボランティア

　＜支援内容＞

　　・消費者問題推進員に対する研修会の実施

［産業振興課］ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　年３回

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 10,632 都支出金 区にはデザイン産業が多く集積しており、その

産業デザイン活用支援 5,250 デザイン力の活用により、区内中小企業を支援

一般財源 するため、これまでデザイン活用の啓発事業と

5,382 デザイン力活用による展示用キットのモデル製

作事業を行ってきました。さらに、デザイン力

の活用を強化するため、次の事業を実施しま

す。

　＜デザイン活用モデル事業＞

　　21年度事業でデザイナーが作成した展示用

　　キット（展示会等の会場で興味、関心を引

　　いてもらいやすい展示用品）の貸出

　　　　　　　　　　　　　　　　　５セット

　＜販路拡大支援システムの構築＞

　　提案書・カタログ・パンフレット等が簡単

　　に作成できるフォーマットモデルの制作

　＜商店街の変身支援＞

［産業振興課］ 　　デザイナーによる商店街の装飾等を支援

【レベルアップ】 10,010 一般財源 中小企業の様々な経営課題に対し、的確なアド

商工相談 10,010 バイスを行うため、中小企業診断士による出張

形式の中小企業経営相談を行っていますが、こ

れに加えて新たにインターネットを利用したＥ

メールによる経営相談を実施します。

　＜相談内容＞

　　経営、経理、資金調達、労務、マーケティ

［産業振興課］ 　　ング等の中小企業の経営に関する相談

【レベルアップ】 2,022,791 その他特定財源 ○緊急支援融資の拡大

融資事業 408,466 緊急不況対策として、21年度に引き続き、信用

一般財源 保証料の全額補助を行うとともに、緊急支援融

1,614,325 資の融資限度額と貸付期間を拡大します。

　・融資限度額　20,000,000円

　・貸付期間　　７年以内（使途が設備の場合

　　　　　　　　８年）

　・本人負担率　0.1％

○環境対策融資の拡大

環境対策融資の対象項目に、太陽光発電システ

ム及び高効率空調機にかかる設備資金への融資

を追加します。

　・融資限度額　20,000,000円

　・貸付期間　　７年以内

［産業振興課］ 　・本人負担率　0.1％

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



（２）緊急就労支援の充実

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 2,347 都支出金 雇用環境が悪化する中、緊急雇用創出事業とし

保護樹木台帳整理 2,347 て、保護樹木の台帳整理等を実施します。

　＜雇用創出＞

　　・雇用予定者数　７人

　　・実施期間　　　３か月（月16日）

［芝協働推進課］ 　＜事業内容＞

［麻布協働推進課］ 　　・保護樹木の生育状況調査及び保護樹木台

［赤坂協働推進課］ 　　　帳の整理　　　　　　　　　　　 665件

［高輪協働推進課］ 　　・保護樹木プレートの取付　　　　 167件

【臨時・新規】 214 一般財源 緊急就労支援として、主に、介護に関する資格

福祉のしごと面接・相談会 214 を有しながら現在介護現場から離れている潜在

的介護人材と、区内介護事業所を対象とした、

面接・相談会を開催します。

［介護保険担当］ 　・面接・相談会　年２回

【臨時・新規】 241 一般財源 緊急就労支援として、介護職の魅力・やりがい

介護体験事業 241 の普及啓発を行う介護体験事業を実施するとと

もに、区内介護事業所の介護人材確保を支援し

ます。

　・体験期間　１人あたり５日間

　・体験施設　通所介護施設、訪問介護サービ

［介護保険担当］ 　　　　　　　ス事業所等

【臨時・新規】 26,939 都支出金 雇用環境が悪化する中、緊急雇用創出事業とし

喫煙マナーアップ啓発 26,939 て、みなとタバコルールに基づく路上喫煙防止

活動を実施します。

　＜雇用創出＞

　　・雇用予定者数　45人（９人×５地区）

　　・実施期間　　　６か月（月20日）

　＜事業内容＞

　　・路上喫煙防止のための巡回指導・啓発

［環境課］ 　　・タバコの吸殻等の除去・清掃

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 4,618 都支出金 雇用環境が悪化する中、緊急雇用創出事業とし

遺跡出土遺物の再整理 4,618 て、遺跡出土遺物を再整理します。

［図書・文化財課］ 　＜雇用創出＞

　　・雇用予定者数　15人

　　・実施期間　　　２か月（月15日）

　＜事業内容＞

　　・区内遺跡出土遺物の再整理　７件

【臨時・継続】 33,306 一般財源 ハローワーク及び東京商工会議所港支部との共

緊急就労支援（就職面接会 33,306 催による就職面接会を、21年度に引き続き開催

の開催） します。

　・開催回数　　　年２回

［産業振興課］ 　・開催予定場所　スポーツセンター等

【臨時・継続】 35,657 都支出金 住宅手当緊急特別措置事業について、21年度に

住宅手当緊急特別措置事業 35,657 引き続き実施します。

　・支給月額　69,800円

　・支給期間　６か月

［生活福祉調整担当］ 　・就労支援員による就労支援を実施

【臨時・継続】 1,500 一般財源 ホームヘルパー２級資格取得の受講費用の全額

ホームヘルパー２級養成研 1,500 助成を、21年度に引き続き実施します。

修受講助成 　・補助上限額　100,000円

［介護保険担当］

【臨時・継続】 544,171 都支出金 雇用環境が悪化する中、緊急雇用創出事業とし

待機児童解消特別事業 469,101 て、緊急暫定保育室の運営にあたって新たな雇

（緊急暫定保育室運営） その他特定財源 用を確保します。

75,070 　＜対象となる緊急暫定保育室＞

　　・たかはま保育室

　　・青南保育室

［子ども課］ 　　・たまち保育室

※予算額はＰ28の待機児童解消特別
事業の一部の再掲です。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 34,449 都支出金 緊急不況対策として、就職の決まっていない若

緊急不況対策臨時職員雇用 30,676 者に就業体験の機会を提供するため、区の臨時

（若者向け就業体験） その他特定財源 職員として雇用し、就職につなげる支援を行い

3,155 ます。

一般財源 　＜募集内容＞

618 　　・雇用予定者数　30名

　　・雇用期間　　　６か月

　＜就職に向けた支援＞

　　・個別面談及び研修の実施

　　・自己啓発のための通信講座等の受講費用

［人事課］ 　　　を助成（上限額15,000円）

　

（３）災害に強い良質なまちづくり

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 20,300 一般財源 ○緊急地震速報装置の設置助成

緊急地震速報装置の整備 20,300 地震の発生情報を音声で事前に知らせる緊急地

震速報装置（ケーブルテレビ特化型）等の購入

及び取付に係る費用の一部を助成します。

　＜戸建て住宅居住者＞

　　・補助率　　　１／２

　　・補助上限額　10,000円

　＜集合住宅居住者＞

　　・補助率　　　１／２

　　・補助上限額　200,000円

　　集合住宅の管理組合等に助成します。ただ

　　し、戸別に音声を聞くことのできる放送設

　　備を有しない集合住宅の場合は、戸建て住

　　宅と同様に助成します。

　＜ケーブルテレビ未接続地域居住者＞

　　ケーブルテレビが未接続地域の方には、イ

　　ンターネットを利用したＩＰ型緊急地震速

　　報装置の購入及び取付に係る費用の一部

　　を、戸建て住宅居住者又は集合住宅居住者

　　と同様の内容で助成します。

○緊急地震速報を活用した雨量・水位の警戒情

　報及び土砂災害警戒情報の提供

緊急地震速報装置（ケーブルテレビ特化型）を

購入した場合、雨量・水位の警戒情報及び土砂

［防災課］ 災害警戒情報を音声で提供します。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 8,875 一般財源 天井が低く、幅員が狭いなど通行環境や日常管

高輪橋架道橋下区道整備 8,875 理に問題のある高輪地区（泉岳寺駅周辺）と港

南地区（高浜公園周辺）をＪＲの線路下で結ぶ

高輪橋架道橋下区道の改良整備に向け、測量、

［都市計画課］ 交通量調査及び基本設計を実施します。

【臨時・新規】 7,245 一般財源 六本木・虎ノ門地区における安全で快適な街づ

六本木・虎ノ門地区基盤整 7,245 くりを適切に誘導するための方針（24年度～）

備等方針策定 の策定に向けた基礎調査を実施するとともに、

［都市計画課］ 方針（案）を作成します。

【臨時・新規】 6,687 一般財源 区の高さ制限のあり方を検討するため、区内の

建築物現況調査 6,687 既存建築物の高さの現況調査を実施します。

［都市計画課］

【臨時・新規】 7,288 一般財源 災害に強い街づくりの実現に向けた目標や方針

防災街づくり整備指針改定 7,288 を定めた防災街づくり整備指針の改定（24年

度～）に向けた区民アンケートを実施するとと

［都市計画課］ もに、指針（改定案）を作成します。

【臨時・新規】 9,519 一般財源 安心居住の実現に向けた住まいの整備を実施す

区営住宅建替検討 9,519 るため、シティハイツ六本木及びシティハイツ

芝浦の建替えに向けた検討を行います。

　・シティハイツ六本木　現状45戸

［住宅担当］ 　・シティハイツ芝浦　　現状73戸

【臨時・継続】 22,685 一般財源 災害時のトイレ対策を推進するため、災害時の

マンホールトイレ整備 22,685 避難所となる下記の施設に新たにマンホールト

イレを計20基整備します。

　・サン・サン赤坂　　　　10基

［防災課］ 　・障害保健福祉センター　10基

【臨時・継続】 5,700 一般財源 21年度に策定した「港区業務継続計画（新型イ

業務継続計画（ＢＣＰ）の 5,700 ンフルエンザ編）（震災編）」に基づき、職員

検証 の図上訓練を実施し、計画の検証を行います。

　※業務継続計画（ＢＣＰ）とは、震災時や新型インフ

　ルエンザ発生時など緊急時の混乱を防止するため、あ

　らかじめ区が継続すべき事業や休止すべき事業、職員

［防災課］ 　の体制等について計画するものです。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 358,493 その他特定財源 日常生活の利便性の向上や区民、来街者等の移

新規コミュニティバス実証 163,766 動手段を確保するため、新規コミュニティバス

運行 一般財源 ５路線（芝、麻布、青山、高輪、芝浦港南）の

［都市計画課］ 194,727 実証運行を実施します。

【臨時・継続】 8,925 一般財源 環状２号線の整備に伴い、沿道周辺のより良い

環状２号線周辺のまちづく 8,925 まちづくりを誘導するため、新橋・虎ノ門地区

り における具体的なまちづくりの手法を検討し、

［開発指導課］ ガイドラインを策定します。

【臨時・継続】 156,210 都支出金 「東京都景観計画」によって指定された「水辺

景観形成特別地区屋外広告 78,106 景観形成特別地区」及び「文化財庭園等景観形

物適正化支援 その他特定財源 成特別地区」において設置されている屋外広告

38,203 物のうち、不適正となるものについて撤去・改

一般財源 修費用の一部を補助します。

39,901 　・補助率　（撤去）２／３

［都市施設管理課］ 　　　　　　（改修）１／２

【臨時・継続】 353,886 国庫支出金 街のバリアフリー化、都市防災機能の向上に加

電線類地中化整備 50,050 え、都市景観の改善を図るため、区道の電線類

都支出金 地中化整備を実施します。

21,925 　＜整備箇所＞
その他特定財源 　　・六本木七丁目

281,911 　　・赤坂二丁目

　　・芝五丁目

　　・芝浦四丁目

［土木事業課］ 　　・港南三・四丁目

【臨時・継続】 190,956 その他特定財源 老朽化が著しく、耐震性に問題がある夕凪橋の

夕凪橋架替 190,956 架替えに向け、仮設橋（歩行者専用）の設置及

び架替えのための詳細設計を実施します。

［土木事業課］ 　・完成予定　平成28年３月

事　業　内　容
項　　目
［所管課］



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 1,031,132 その他特定財源 既存区有施設の老朽化や芝浦港南地区の人口の

田町駅東口北地区公共公益 773,349 急増による施設利用者の増加、多様化する施設

施設整備 一般財源 需要に対応するため、田町駅東口北地区の公共

257,783 公益施設の実施設計を行うとともに、建設工事

を実施します。

　＜整備予定施設＞

　　・芝浦港南地区総合支所

　　・男女平等参画センター

　　・消費者センター

　　・スポーツセンター

　　・保育園

　　・地域コミュニティ施設

　　・文化芸術ホール

　　・介護予防総合センター　　など

　＜完成予定＞

　　平成24年度（芝浦港南地区総合支所など）

［芝浦港南地区施設整備担当］ 　　平成25年度（文化芸術ホール、保育園）

【レベルアップ】 20,822 一般財源 災害時のターミナル駅周辺の滞留者対策として

駅周辺滞留者対策訓練の実 20,822 21年度に引き続き、品川駅周辺での滞留者対策

施 訓練を実施するとともに、新たに他の地区にも

拡大します。

　・継続　品川駅周辺

［防災課］ 　・新規　２地区で実施

【レベルアップ】 8,052 一般財源 高層住宅等の震災対策として、自主防災組織の

高層住宅等の震災対策 8,052 結成や防災計画の策定に向けた支援を実施しま

す。

　＜基本モデル作成＞

　　高層住宅における防災計画を策定するため

　　の基本モデルを作成

　＜防災アドバイザーの派遣＞

　　防災アドバイザーの派遣による自主防災組

　　織の結成や防災計画の策定の支援（５棟を

［防災課］ 　　予定）

　

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 16,998 都支出金 地域の人や団体が協力し、より一層安全で安心

繁華街の安全対策 7,821 なまちを形成するために、六本木地区に続き、

一般財源 新たに赤坂地区で安全・安心の実現に向けた取

9,177 組みを実施します。

　＜推進協議会の設置＞

　　区、事業者、地域住民、ボランティア団

　　体、警察署等の関係機関により構成される

　　推進協議会を新たに組織

　＜活動内容＞

　　防犯パトロール、環境美化活動、暴力団排

［防災課］ 　　除活動、各種キャンペーン等の実施

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



２　生涯を通じて健やかにすごせるまち

（１）子育て支援と教育環境の充実

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 3,526,271 国庫支出金 子ども手当・児童手当を支給をします。

子ども手当・児童手当 2,659,591 　＜支給対象＞

都支出金 　　・中学校修了前の児童を養育している人

427,208 　　・支給対象児童数　約26,000人

一般財源 　＜支給内容＞

439,472 　　・支給月額　児童一人につき13,000円

［子ども課］ 　　・支給月　　６月、10月、２月

【新規】 376 一般財源 子どもがのびのびと遊ぶことができる遊び場づ

子どもの遊び場づくり 376 くりとして、プレーパークの実施に向けた検討

を行います。

　・体験プレーパーク　３日間

　・利用者意見交換会　３回

　※プレーパークとは、木登りや泥んこ遊びなど、子ど

　たちが自分の責任で自由に遊ぶことができる広場（冒

［都市計画課］ 　険遊び場）です。

【新規】 256,022 一般財源 港陽中学校通学区域に、９年間の教育課程を見

港陽中学校通学区域小中一 256,022 通した柔軟で効果的な教育を行う小中一貫校を

貫校の設置 設置します。

　＜開設予定＞

　　平成22年４月

　＜施設整備＞

　　小学校及び中学校の一体化工事を夏休み期

　　間中に実施予定　　　　　

　＜教科担任制＞　　　　　

　　小学校５・６年生の算数及び国際科の充実

　　のための専科非常勤講師を配置　　　　　

　＜カリキュラム＞　　　　　　

［庶務課］ 　　小中一貫教育のためのカリキュラムの実施

［学務課］ 　　及び検証　　　　　

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 38,942 一般財源 地域の特性に合った安全で快適な児童遊園を整

児童遊園整備 38,942 備します。

○南青山四丁目児童遊園整備

　基本計画、基本設計及び実施設計を実施しま

　す。

　・完成予定　平成24年３月

○高輪一丁目児童遊園整備

　基本計画、基本設計及び新たに購入した用地

　内の既存建物の解体工事を実施します。

［土木事業課］ 　・完成予定　平成25年３月

  

【臨時・新規】 4,304 一般財源 外国人児童と日本人児童がともに学ぶ港区なら

新たな国際化対応教育の推 4,304 ではの国際化対応教育の具体化に向けた検討を

進 行います。

［庶務課］ 　・国際学級設置のための調査・検討

【臨時・継続】 502,904 都支出金 浜松町一丁目の旧神明運動広場において、子ど

芝地区子ども中高生プラザ 16,200 も中高生プラザ等の建設工事を実施します。

等建設 その他特定財源 　＜整備予定施設＞

365,775 　　・子ども中高生プラザ

一般財源 　　・保育園

120,929 　　・いきいきプラザ　など

  ＜開設予定＞　

［芝管理課］ 　　平成24年４月

【臨時・継続】 19,164 一般財源 芝公園保育園等改築のための基本設計及び実施

芝公園保育園等改築 19,164 設計を実施します。

　＜整備予定施設＞

　　・保育園

　　・コミュニティ機能　など

　＜開設予定＞

［芝管理課］ 　　平成27年４月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 92,809 一般財源 南麻布四丁目用地に、子ども中高生プラザ等を

麻布地区子ども中高生プラ 92,809 建設するための基本設計及び実施設計を実施し

ザ等建設 ます。

　＜整備予定施設＞

　　・子ども中高生プラザ

　　・本村いきいきプラザ（現本村福祉会館）

　　　移転

　　・本村保育園移転　など

　＜開設予定＞

［麻布管理課］ 　　平成26年２月

　　

【臨時・継続】 387,062 都支出金 高輪一丁目用地において、子ども中高生プラザ

高輪地区子ども中高生プラ 39,588 等の建設工事を実施します。

ザ等建設 一般財源 　＜整備予定施設＞

347,474 　　・子ども中高生プラザ

　　・高輪図書館分室（子ども・中高生向け）

　　・自転車置場　など

　＜開設予定＞

［高輪管理課］ 　　平成23年10月

【臨時・継続】 21,164 一般財源 三田四丁目用地に、志田町保育園に替わる新た

仮称三田四丁目保育園建設 21,164 な保育園を建設するための基本設計及び実施設

計を実施します。

　＜開設予定＞

［高輪管理課］ 　　平成25年９月

【臨時・継続】 553,331 その他特定財源 港南四丁目において、子ども中高生プラザ等の

芝浦港南地区子ども中高生 320,250 実施設計及び建設工事を実施します。

プラザ等建設 一般財源 　＜整備予定施設＞

233,081 　　・子ども中高生プラザ

　　・保育園

　　・コミュニティの拠点　など

　＜開設予定＞

［芝浦港南管理課］ 　　平成25年１月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 1,334,566 都支出金 急増する認可保育所入園希望に対応するため、

待機児童解消特別事業 469,101 緊急暫定保育室を新たに２保育室開設し、緊急
その他特定財源 暫定保育室を現在の３保育室から５保育室に拡

126,053 大します。

一般財源 　＜新規緊急暫定保育室＞

739,412 　　・青南保育室（南青山四丁目）

　　　　開設予定　平成22年４月　

　　　　保育定員　100名

　　・たまち保育室（芝浦三丁目）

　　　　開設予定　平成22年６月

　　　　保育定員　144名

　＜既存緊急暫定保育室＞

　　・東麻布保育室（東麻布二丁目）

　　　　保育定員　133名

　　・札の辻保育室（三田三丁目）

　　　　保育定員　102名

　　・たかはま保育室（港南三丁目）

［子ども課］ 　　　　保育定員　126名

【臨時・継続】 5,651,000 国庫支出金 環境に配慮し、安全で安心な施設にするととも

魅力ある校舎・園舎等の整 154,324 に、多様な学習環境を備える魅力のある校舎・

備 その他特定財源 園舎等を整備します。

4,695,216 　・芝浦小学校・幼稚園改築工事を実施　

一般財源 　　＜開設予定＞

801,460 　　　平成23年１月

　・港南幼稚園改築工事を実施　　　　　

　　＜開設予定＞

　　　平成23年４月

　・赤坂中学校体育施設改築工事のための既存

［庶務課］ 　　校舎の改修設計を実施

【臨時・継続】 86,778 一般財源 ９年間の教育課程を見通した、柔軟で効果的な

朝日中学校通学区域小中一 86,778 教育を行う朝日中学校通学区域小中一貫校建設

貫校建設 のための基本計画の策定及び基本設計を実施し

ます。

基本設計では、ＣＯ２の削減を目指し、田町駅

東口北地区公共公益施設低炭素化計画における

［庶務課］ 低炭素化手法をモデル的に適用します。

※予算額にＰ19の待機児童解消特別
事業（緊急暫定保育室運営）を含み
ます。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 208,589 一般財源 区と気象庁との複合施設に整備する新教育セン

新教育センター整備 208,589 ターの体験学習センター展示基本設計を実施す

るとともに、整備予定地である旧鞆絵小学校の

校舎等基礎部分の撤去工事を実施します。

　＜整備予定施設＞

　　・相談センター

　　・体験学習センター（プラネタリウム等）

　　・カリキュラムセンター　　　　　　　

　＜開設予定＞

［庶務課］ 　　平成25年度

【臨時・継続】 73,191 一般財源 老朽化した麻布図書館等の整備のための基本設

麻布図書館等整備 73,191 計及び実施設計を実施します。

　＜整備予定施設＞　

　　・麻布図書館

　　・子育て支援施設

　　　（子育てひろば、一時預かり事業）

　　・職員住宅（災害対策住宅）

　＜開設予定＞　

［図書・文化財課］ 　　平成26年１月

【レベルアップ】 17,666 一般財源 芝浦小学校で、放課後児童健全育成事業を新た

放課後児童健全育成 17,666 に実施し、放課後児童健全育成事業を現在の７

校から８校に拡大します。

　＜新規放課後児童健全育成事業実施小学校＞

　　・芝浦小学校(放課ＧＯ→クラブしばうら)

　　　　開設予定　平成23年１月

　＜既存放課後児童健全育成事業実施小学校＞

　　御成門・芝・南山・本村・笄・三光・神応

　※放課後児童健全育成事業(学童クラブ付放課ＧＯ→)

　とは、放課後に、学習、遊びなどの活動を行うととも

　に、保護者の就労等で昼間保護が受けられない児童に

［子ども課］ 　安心して安全に過ごせる生活の場を提供する事業です｡

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 6,510 一般財源 夏季休業日等における障害児の安全・安心な居

障害児夏季休業日等支援 6,510 場所づくりのため、児童館等の利用時間を拡大

します。

　＜対象児童＞　

　　保護者の就労等で家庭での保護が受けられ

　　ない小学校４年生から18歳までの障害児

　＜利用期間＞

　　・夏季休業日等の月曜日～金曜日

　　・学校の振替休業日

　＜利用時間＞　

　　・児童館

　　　（現行）　　10時00分～18時00分

　　　（拡大後）　８時30分～18時00分

　　・子ども中高生プラザ

　　　（現行）　　９時30分～20時00分

［子ども課］ 　　　（拡大後）　８時30分～20時00分

　　　

【レベルアップ】 127,789 都支出金 港南地域において、子育てひろば等事業を新た

子育てひろば等事業 6,872 に実施します。

一般財源 　＜開設予定＞

120,917 　　平成23年１月

　＜事業内容＞

　　・子育てひろば（子育て相談、講座等）

　　・一時預かり事業

　＜利用日時＞

　　月曜日～土曜日　８時30分～18時30分

　＜利用料金＞

［子ども課］ 　　１時間あたり500円(一時預かり事業)

【レベルアップ】 28,349 一般財源 中学校において、安定した居場所の中で、一人

中学校特別支援学級運営 28,349 ひとりが基礎的・基本的な学力や社会性を身に

付けながら、高校進学に向けて一貫した進路指

導が行えるよう、中学校に情緒障害特別支援学

級（固定学級）を開設します。

　＜新規特別支援学級＞

　　赤坂中学校（情緒障害学級）

［学務課］ 　＜開設予定＞

［指導室］ 　　平成22年４月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 229,680 一般財源 学校における情報セキュリティ対策の強化を実

学校情報教育推進 229,680 施します。

　＜実施内容＞

　　・情報セキュリティ対策強化機器等の導入

　　・教職員向け情報セキュリティ研修の実施

［学務課］ 　　・学校情報化推進アドバイザーの活用

（２）高齢者や障害者の生活環境の充実

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 2,341 都支出金 発達支援センター機能の確立に向け、関係機関

発達支援センター機能検討 2,341 による連絡協議会を設立するとともに、発達障

害を含む障害児を対象とした医師等による巡回

相談をモデル園２園（公私立保育園各１園）で

実施します。

　・発達支援センター機能確立予定

　　　平成24年１月

　※発達支援センター機能とは、発達障害（自閉症や学

　習障害（ＬＤ）等の脳機能障害）がある人への総合的

［障害者福祉課］ 　支援を担うセンター機能のことです。

【新規】 650 都支出金 高次脳機能障害への理解促進のための普及啓発

高次脳機能障害理解促進 487 イベントを開催するとともに、家族会・当事者

一般財源 会の設立を支援します。

163 　・普及啓発イベント　年１回

　※高次脳機能障害とは、病気や交通事故などにより、

　脳が部分的に損傷を受けたことによる、言語や記憶な

［障害者福祉課］ 　どの知的な機能障害のことです。

【臨時・新規】 104,441 一般財源 23年度に現福祉会館（芝公園及び新橋を除く｡)

いきいきプラザ移行準備 104,441 及び健康福祉館を「いきいきプラザ」に名称変

更し、「高齢者のいきがいづくり、学びの場」

「介護予防、健康づくりの場」「ふれあい、コ

ミュニティ活動の場」とするのにあわせ、看板

工事や内装工事、物品整備などを実施します。

［高齢者支援課］ 　・現福祉会館及び健康福祉館　15施設

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 481 一般財源 介護事業者連絡協議会の立上げ期の運営を支援

介護事業者連絡協議会支援 481 します。

［介護保険担当］ 　・ホームページ設置支援　補助率３／４

【臨時・新規】 30,414 一般財源 ○地域保健福祉計画改定

地域保健福祉計画等改定 30,414 地域保健福祉計画（21～26年度）の後期３年の

見直しに向けた基礎調査を実施します。

○高齢者保健福祉計画改定

高齢者保健福祉計画（21～26年度）の後期３年

の見直し及び第５期介護保険事業計画（24～26

年度）の策定に向けた基礎調査を実施します。

○障害者計画改定

［保健福祉課］ 障害者計画（21～26年度）の後期３年の見直し

［高齢者支援課］ 及び第３期障害福祉計画（24～26年度）の策定

［障害者福祉課］ に向けた基礎調査を実施します。

【臨時・継続】 96,690 一般財源 西麻布福祉会館等の基本設計及び実施設計を実

西麻布福祉会館等改築 96,690 施します。

　＜整備予定施設＞

　　・いきいきプラザ（現福祉会館）

　　・保育園

　　・児童施設

　　・職員住宅（災害対策住宅）

　＜開設予定＞

［麻布管理課］ 　　平成26年２月

【臨時・継続】 1,264,220 都支出金 高輪福祉会館等の工事費を計上するとともに、

高輪福祉会館等改築 47,100 開設に向けた備品の調達等を行います。

一般財源 　＜整備予定施設＞

1,217,120 　　・いきいきプラザ（現福祉会館）

　　・保育園

　　・児童館

　＜開設予定＞

［高輪管理課］ 　　平成23年４月

【臨時・継続】 411,188 一般財源 施設の老朽化が進んでいる特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム白金の 411,188 白金の森の改修工事を実施します。

森改修 　・完了予定　平成23年９月

［高齢者支援課］

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 36,842 都支出金 現在、区内７浴場で実施している児童無料入浴

公衆浴場助成 1,800 デーの対象を、児童のみから、児童及び同伴す

一般財源 る保護者に拡大します。

［保健福祉課］ 35,042 　・児童無料入浴デー　５月５日

【レベルアップ】 92,392 都支出金 シルバー人材センターが新たに始める、孫の手

港区シルバー人材センター 13,445 サービス事業及び仮称就業開拓事業に対し、国

支援 その他特定財源 及び東京都と協調し補助金を交付します。

20,000

一般財源

［高齢者支援課］ 58,947

【レベルアップ】 129,305 一般財源 65歳以上でねたきり又は失禁状態にあり、要支

高齢者等紙おむつ給付 129,305 援以上の介護認定を受けている人に対し給付し

ている紙おむつについて、40歳以上で同様な状

［高齢者支援課］ 態にある人に拡大します。

【レベルアップ】 6,464 一般財源 区内介護事業所で働きながら介護福祉士資格取

介護人材育成支援事業 6,464 得を目指す人に対し、国家試験の実技試験が免

除となる介護技術講習受講費用の一部を助成し

ます。

　・補助率　　　３／４

［介護保険担当］ 　・補助上限額　52,000円

【レベルアップ】 11,921 一般財源 区内の知的障害者更生施設や知的障害者授産施

障害者施設等運営支援 11,921 設に通所する区民が、施設が行う宿泊事業及び

外出事業に参加する際の自己負担相当額を補助

します。

　・宿泊事業上限額（年１回）

　　　更生施設　１人あたり30,000円

　　　授産施設　１人あたり22,000円

［障害者福祉課］ 　・外出事業上限額（年２回まで）

　　　　　　　　１人あたり5,000円

【レベルアップ】 39,979 都支出金 主に精神障害者の社会復帰に向けた支援の場と

障害者就労支援 10,755 して、高輪コミュニティーぷらざ１階に福祉売

一般財源 店を設置します。

［障害者福祉課］ 29,224 　・開設予定　平成22年６月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

※予算額からＰ19のホームヘルパー
２級養成研修受講助成を除いていま
す。



（３）区民の元気と健康の増進

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 2,673 一般財源 生涯を通じてスポーツに親しめるよう、区が取

スポーツ振興施策の推進 2,673 り組むべきスポーツ振興施策を体系的にとりま

とめます。

　・区民を対象としたスポーツに関するアンケ

［生涯学習推進課］ 　　ート調査を実施

【臨時・新規】 1,181 一般財源 第68回国民体育大会（平成25年開催）における

国民体育大会の準備 1,181 「なぎなた競技」開催のための準備作業を実施

します。

　・仮称東京国体港区実行委員会の設立準備等

［生涯学習推進課］ 　・開催予定場所　新スポーツセンター

【臨時・継続】 405,753 その他特定財源 現在の生活衛生センターと保健サービスセンタ

みなと保健所改築 285,000 ーとを統合し、地域保健の拠点となる新たな保

一般財源 健所の建設工事を実施します。

120,753 　＜整備予定施設＞

　　・保健所

　　・子ども家庭支援センター

　　・喫茶コーナー

　　　（障害者就労支援施設）　など

　＜開設予定＞

［生活衛生課］ 　　平成23年12月

【臨時・継続】 50,782 一般財源 保健サービスセンターが改築のため、仮施設

暫定健診施設維持管理 50,782 （旧赤坂小学校）への移転期間中、三田三丁目

に暫定の健診施設を運営します。

　＜運営期間＞

　　平成21年８月～平成23年11月

　＜事業内容＞

　　・乳幼児向けの健康診査・相談等

［保健予防課］ 　　・休日歯科応急診療

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 931 一般財源 区内の周産期医療センターや小児救急の対応が

周産期医療・小児医療連携 931 可能な総合病院と、地域の産科・小児科診療所

協議会 との連携強化に向け、区内産科・小児科医を委

員とする協議会を開催します。

　＜協議会等＞

　　・周産期医療・小児医療連携協議会の開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　年３回

　　・小児医療分科会の開催　　　　年２回

　＜活動内容＞　

　　・連携マニュアルの作成

［保健予防課］ 　　・共通診療ノートの作成

【臨時・継続】 16,930 都支出金 がん患者及びその家族が住み慣れた地域で在宅

在宅緩和ケア支援 8,465 療養を受けられるよう、在宅緩和ケア・ホスピ

一般財源 スケア支援推進協議会等を開催し、在宅緩和ケ

8,465 ア支援に向けたシステムを構築します。

　＜協議会等＞

　　・在宅緩和ケア・ホスピスケア支援推進協

　　　議会の開催　　　　　　　　　年２回

　　・連携システム構築検討部会の開催　

　　　　　　　　　　　　　　　　　年６回

　　・中核病院部会の開催　　　　　年６回

　＜モデル事業＞

　　・相談事業　　　　　　区内病院１か所

　　・容態急変時病床確保事業　

［健康推進課］ 　　　　　　　　　　　　　区内病院１か所

【臨時・継続】 542,868 国庫支出金 緑化による都市環境の向上を図るとともに、広

都市計画公園の整備 60,000 いオープンスペースを利用した防災拠点及び区

都支出金 民が憩えるレクリエーションの場として、港南

34,687 緑水公園（都市計画公園港南公園）の本格整備

一般財源 を実施します。

［土木事業課］ 448,181 　・完成予定　平成23年10月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 145,498 一般財源 青少年の体力向上、区民の健康づくりや生きが

学校プール開放事業 145,498 いづくりのため、区立小中学校の屋内プールを

新たに２校、通年にわたり一般開放し、学校プ

ール開放事業を現在の５校から７校に拡大しま

す。

　＜新規開放校＞　　

　　港南小学校、高陵中学校

　＜利用料金（１回２時間以内）＞

　　・大人　　　　300円

　　・小・中学生　100円

　＜既存開放校＞

　　本村小学校、赤坂小学校、御成門中学校、

［生涯学習推進課］ 　　高松中学校、港陽中学校

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



３　都心の魅力があふれるまち

（１）参画と協働による地域の活性化

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

芝地区総合支所地域事業 52,015 その他特定財源 　芝地区福祉カレンダー作成　　　 1,098千円

23,459 　芝地区区立芝公園にぎわい推進　 7,000千円

一般財源 　芝地区帰宅支援マップ作成　　　 3,932千円

28,556 　芝地区の地域性にあった災害対策 1,591千円

　芝地区やさしいまちなか　　　   2,005千円

　芝地区地域ルールづくりの推進   1,054千円

　芝地区昭和の地域力再発見      15,000千円

　芝地区環境と平和を考え地域の交流を深める

　事業　　　　　　　　           4,838千円

　芝地区魅力発信　　　　         5,474千円

　芝地区バス停を起点とした散策マップの設置

　　　　　　　　                 7,398千円

［芝管理課］ 　芝地区子どものふるさと心の風景記録事業

［芝協働推進課］ 　　　　　　                   　2,625千円

麻布地区総合支所地域事業 47,736 その他特定財源 　麻布地区コミュニティ形成　　　   224千円

19,500 　麻布地区麻布フェスタ　　　     6,913千円

一般財源 　麻布地区子ども芸術ふれあい事業 2,476千円

28,236 　麻布地区おもちゃライブラリー     956千円

　麻布地区福祉会館等施設情報紙の発行

 　　　　　　　　　　　　　　　　5,511千円

　麻布地区災害時セーフティネット構築事業

  　　                           6,130千円

　麻布地区安全・安心に特化した公園づくり

　　                             3,000千円

　麻布地区飯倉片町地下横断歩道小学生児童絵

  画展示事業　　　　　　           582千円

　麻布地区麻布未来写真館　　　   6,447千円

　麻布地区麻布ものしり認定制度   6,773千円

［麻布管理課］ 　麻布地区国際協働事業　　　     5,196千円

［麻布協働推進課］ 　麻布地区子育て支援　　　       3,528千円

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

赤坂地区総合支所地域事業 56,871 その他特定財源 　赤坂地区区民とともにつくる魅力ある歩行空

32,832   間整備       　　　　　　      7,256千円

一般財源 　赤坂地区企業等連携防災行動計画支援

24,039                                  7,949千円

　赤坂地区減らそうＣＯ２ ～赤坂・青山～

　　　　　　　　　　　　　　　　 2,714千円

　赤坂地区氷川山車復興支援　　　 4,005千円

　赤坂地区講談を活用した地域情報の発信

　                               2,115千円

　赤坂地区赤坂・青山子ども中高生共育事業

  　　                           9,912千円

　赤坂地区赤坂・青山歴史、文化、芸術のまち

［赤坂協働推進課］   づくり　　　　　　　　　      22,920千円

高輪地区総合支所地域事業 50,353 その他特定財源 　高輪地区施設間等地域交流　　　 2,690千円

34,800 　高輪地区ウッディランドたかなわ 3,850千円

一般財源 　高輪地区メールによる区民意向調査

15,553                                  3,093千円

　高輪地区健康あっぷ！リング高輪 4,932千円

　高輪地区さくらリバース高輪     2,836千円

　高輪地区ハイブリッド発電灯ほかの設置

　                              15,242千円

　高輪地区高輪みどりのプロジェクト

                                 3,590千円

　高輪地区高輪かがやき百景　　　   362千円

　高輪地区電子掲示板「たかなわ瓦版」

                                 5,208千円

　高輪地区寺町コミュニティ　　　 4,200千円

［高輪管理課］ 　高輪地区白金高輪グリーンミュージックフェ

［高輪協働推進課］   スティバル　　　　　　         4,350千円

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

芝浦港南地区総合支所地域 69,029 その他特定財源 【新規】芝浦港南地区歴史と文化の継承

事業 29,095                                  7,875千円

一般財源   　芝浦港南地区のこれまでのあゆみの記録を

39,934 　　区民参画を得て、発掘・調査・収集し、芝

　　浦港南地区の地域誌として編集します。

【新規】芝浦港南地区秋田県にかほ市交流事業

        　　                     6,990千円

　・南極探検隊出航100周年記念イベントを埠

　　頭公園で実施します。

　・秋田県にかほ市と小学生交流、住民交流、

　　物産展、展示会等の交流事業を実施しま

　　す。

【新規】芝浦港南地区住民交流促進事業

                                 8,044千円

　　芝浦港南地区の足跡を振り返り、未来を描

　　く記念の事業を実施します。

　芝浦港南地区運河・水辺の魅力アップ

                                 6,872千円

　芝浦港南地区憩いの水辺空間創出 4,200千円

　芝浦港南地区みどりがつなぐ交流事業

                                 3,551千円

　芝浦港南地区べイエリアブランドの創出

  　                             4,652千円

　芝浦港南地区水辺フェスタ　　　 8,422千円

　芝浦港南地区地区の政策形成プロジェクト

　　                             4,136千円

　芝浦港南地区地域の課題解決プロジェクト

　　                               818千円

　芝浦港南地区安心お散歩コースの設置

［芝浦港南管理課］                                  1,000千円

［芝浦港南協働推進課］ 　芝浦港南地区子育てあんしんプロジェクト

［芝浦港南区民課］ 　　                            12,469千円

【新規】 10,905 一般財源 コミュニティ意識の醸成を促すため、お台場海

お台場ふるさとの海づくり 10,905 浜公園で地域住民とともにアマモ・海苔の育成

［芝浦港南協働推進課］ 等の環境学習や自然体験活動等を実施します。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 5,812 一般財源 区の政策形成を支援する新たな仕組みとして、

仮称政策創造研究所の設置 5,812 仮称政策創造研究所の設置に向けた検討を行い

ます。

　＜検討内容＞

　　・人口推計並びに区民の声などのさまざま

　　　な情報の収集、蓄積及び活用方法の検討

　　・外部人材の活用を含めた、仮称政策創造

［企画課］ 　　　研究所の組織、体制の検討

【臨時・新規】 34,486 一般財源 南青山二丁目用地に建設する公共施設の基本設

南青山二丁目公共施設建設 34,486 計及び実施設計を実施します。

　＜整備予定施設＞

　　・地域住民、商店街等の活動や交流の場と

　　　なる施設

　　・社会福祉協議会の移転

　　・保健福祉施設

　＜開設予定＞

［赤坂協働推進課］ 　　平成24年度

【臨時・新規】 154,237 一般財源 23年度に高輪地区子ども中高生プラザの開設が

高輪地区総合支所エレベー 154,237 予定されているため、高輪地区総合支所のエレ

ター増設 ベーターはこれまで以上の利用増加が見込まれ

ます。混雑の解消と待ち時間の短縮のため、高

輪コミュニティーぷらざ内にエレベーターを１

基増設します。

［高輪管理課］ 　・供用開始予定　平成23年度

【臨時・新規】 35,971 一般財源 23年度に予定している港区基本計画（地区版計

港区基本計画（地区版計画 35,971 画書）（21～26年度）の後期３年の見直しに向

書）改定 けて、区民参画組織による検討を開始します。

　・区民アンケートの実施　　各地区700人

　・学習会の開催　　　　　　各地区２回程度

［各地区協働推進課］ 　・区民参画組織による検討　各地区10回程度

【臨時・新規】 17,035 一般財源 23年度に予定している港区基本計画（21～26年

港区基本計画改定 17,035 度）の後期３年の見直しに向けて、「みなとタ

ウンフォーラム」による検討を開始します。

　・学習会、全体会の開催　３回

　・グループ（６グループを予定）による検討

［企画課］ 　　の実施

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 8,506 一般財源 芝浦アンカレイジ展望室において、21年度に引

アンカレイジ展望室等活用 8,506 き続きさまざまな事業を行い、有効活用に向け

事業 た検討を行います。

　・公募による展示会等の開催　４事業

［企画課］ 　・区の事業における活用　　　延べ15日

（２）共生による新たな地域文化や魅力の創出

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 5,583 一般財源 区に転入してきた外国人が、日常生活の不安を

外国人向けウェルカムパッ 5,583 解消し安心して区内で生活できるよう、行政等

クの作成 情報の案内冊子（ウェルカムパック）を作成

し、配布します。

　＜内容＞

　　・４か国語で作成（英語、中国語、ハング

　　　ル、ルビ付日本語）

　　・10種類の冊子（暮らし編、福祉編、税

　　　金・医療・保険編、仕事編、災害編等）

　　・各8,000部作成

　＜配布場所＞

［地域振興課］ 　　芝地区総合支所区民課外国人登録係窓口

【新規】 2,745 一般財源 区刊行物等の行政情報多言語化の基準（ガイド

行政情報多言語化の基準策 2,745 ライン）を策定します。また、翻訳に関しての

定等 正確性・統一性を確保するため、翻訳業務に必

要な標準書を作成するとともに、翻訳チェック

［地域振興課］ を行います。

【新規】 987 一般財源 港区に訪れる観光客への観光案内活動を行うボ

観光ボランティア育成 987 ランティアを育成するための講座を実施しま

す。

　・実施回数　１コース（全６回を予定）

［産業振興課］ 　・募集人数　30人

【臨時・新規】 5,628 一般財源 外国大使館等と協力して、地域づくりや地域の

大使館等連携検討調査 5,628 課題解決に取り組むことができるよう、区内の

大使館等が区とどのような連携を希望している

かを調査し、今後の連携の方策等を検討しま

［地域振興課］ す。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

事　業　内　容
項　　目
［所管課］



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 3,411 一般財源 新たな港区観光振興ビジョンの策定に向けて、

港区観光振興ビジョン策定 3,411 基礎調査を実施するとともに、港区観光振興ビ

［産業振興課］ ジョン策定委員会を開催します。

【レベルアップ】 9,697 一般財源 広く港区の観光情報を発信することにより観光

観光振興事業 9,697 振興を図るため、新たに、観光情報（名所旧

跡、観光スポット、イベント情報等）を掲載し

た観光情報誌を発行します。

　・発行回数　年４回

　・発行部数　各回5,000部

［産業振興課］ 　・配布場所　駅、ホテル等

（３）都心区における先進的な環境対策の推進

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 817 一般財源 区民協働によるみどりの保全と創出を推進する

みどりの活動員活動支援 817 ため、「みどりの活動員」による緑地の維持管

理活動等を支援します。

　＜助成対象＞

　　・みどりの活動員（みどりの保全及び創出

　　　に関する活動と知識の普及啓発を推進す

　　　るボランティア活動員）で構成する団体

　＜助成対象となる活動＞

　　・緑地の維持管理活動

　　　樹木・芝生などの剪定、刈り込み等

　　・みどりに関する知識の普及啓発活動

　　　公園でのみどりに関する学習会の開催等

　＜助成内容＞

　　・助成上限額 １団体あたり年間200,000円

［環境課］ 　　・貸与用具　 剪定ばさみ、芝刈り機等

【新規】 22,240 都支出金 区内の建築物等における国産材活用を誘導し、

みなとモデル森林整備促進 22,240 国内の森林再生を促進するため、港区独自の二

事業 酸化炭素固定認証制度を構築するとともに、木

［環境課］ 製品の利用促進イベントを開催します。

【臨時・新規】 4,491 一般財源 一般廃棄物処理基本計画（24年度～）の策定に

一般廃棄物処理基本計画策 4,491 向けた基礎調査及び環境審議会への諮問を実施

定 します。

［清掃リサイクル課］

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

項　　目
［所管課］

事　業　内　容



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 3,795 その他特定財源 20年度に策定した「田町駅東口北地区公共公益

建築物低炭素化ガイドライ 3,795 施設低炭素化計画」及び「区有施設環境配慮ガ

ン策定 イドライン」において採用した低炭素化技術を

もとに、民間開発を低炭素化に誘導するための

「建築物低炭素化ガイドライン」を策定しま

［環境課］ す。

【臨時・新規】 1,350 一般財源 エコライフ・フェアから排出されるＣＯ２の

カーボン・オフセットイベ 1,350 「見える化」体験等をとおして、カーボン・オ

ント普及啓発 フセットに参加する意義について啓発を行うと

ともに、イベント参加者自らがカーボン・オフ

［環境課］ セットに取り組む仕組みを検討します。

【臨時・継続】 11,635 一般財源 芝浦作業所と資源化センターを再編し、ごみ減

資源化センター等機能再編 11,635 量・リサイクルを支える拠点として整備しま

整備 す。

　・生活環境影響調査の実施

　・工事発注仕様書の作成

［清掃リサイクル課］ 　・新プラント稼動開始予定　平成24年４月

【臨時・継続】 7,424 一般財源 緑と水に関する実態やまちづくりを取り巻く社

緑と水の総合計画策定 7,424 会経済情勢の変化等を踏まえ、緑と水の総合計

［都市計画課］ 画を策定します。

【臨時・継続】 17,224 一般財源 区民とともに有栖川宮記念公園の自然回復に取

有栖川宮記念公園自然環境 17,224 り組み、池の浄化実験を実施します。

回復プロジェクト 　・区民参加による会議の開催　月１回

　・しゅんせつ前に池の現況調査を実施

　・イケチョウ貝や藻類等を用いた生物浄化実

［環境課］ 　　験装置の導入

【臨時・継続】 5,682 その他特定財源 田町駅東口北地区公共公益施設の整備にあたり

田町駅東口北地区公共公益 5,682 20年度に策定した同施設低炭素化計画が効果的

施設等低炭素化計画推進 に反映されるよう、専門家によるチェックを実

施するとともに、同施設低炭素化計画における

低炭素化手法を新たに建設する区有施設におい

てモデル的に適用します。

　・田町駅東口北地区公共公益施設の実施設計

　　段階におけるＣＯ２削減率計算

　・朝日中学校通学区域小中一貫校の基本設計

［環境課］ 　　段階におけるＣＯ２削減率試算

事　業　内　容
項　　目
［所管課］



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 90,384 その他特定財源 区有施設におけるＣＯ２排出量を削減するため

区有施設省エネルギー化 90,384 省エネルギー改修及び新エネルギー導入を実施

します。

　＜省エネルギー改修等＞

　　・空調・照明機器等の効率化　６施設

　　・白熱球のＬＥＤ化　　　　　約3,000個

　＜新エネルギー導入＞

［環境課］ 　　・太陽光発電システムの設置　１か所

【レベルアップ】 13,092 一般財源 罰則によらずマナーに訴える、みなとタバコル

みなとタバコルール推進 13,092 ールの、区民及び来街者に対する普及啓発活動

を充実します。

　・実効性の高い一斉キャンペーンの実施

　・路面シールの作成

　・喫煙所案内サインの作成

［環境課］ 　・効果検証方法の検討

※予算額からＰ18の喫煙マナーアッ
プ啓発を除いています。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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