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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　誰もが未来に向かって夢と希望を持てるまち

（１）子どもを安心して生み育てられる環境づくり

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 57,197 一般財源 高輪一丁目用地に、乳幼児から中高生までの幅

高輪子ども中高生プラザ管 57,197 広いニーズに対応する機能を備えた高輪子ども

理運営 中高生プラザを開設します。

　＜開設予定＞

［高輪管理課］ 　　平成23年12月

【臨時・新規】 49,178 一般財源 六本木五丁目用地に、麻布保育園等を建設する

麻布保育園等建設 49,178 ため、基本構想、基本計画、基本設計及び実施

設計を行います。

　＜整備予定施設＞

　　・保育園

　　・区民協働スペース

　＜開設予定＞

［麻布管理課］ 　　平成26年度

【臨時・新規】 18,408 一般財源 高輪子ども中高生プラザの開設までの間、学童

緊急暫定学童クラブ 18,408 クラブ児童の受入れのため、高輪三丁目におい

て、学童クラブ事業を暫定実施します。

　＜運営期間＞

［子ども家庭課］ 　　平成23年４月～平成23年11月

【臨時・新規】 110,054 都支出金 短期間で開設可能な事務所ビルや小学校内に認

私立認可保育所設置支援事 85,216 可保育所を設置・運営する事業者に対し、施設

業 一般財源 改修費及び施設賃借料の一部を補助します。

24,838 　＜開設予定場所及び時期＞

　　・芝浦四丁目　　

　　　平成23年４月

　　・南麻布一丁目（東町小学校内）

［子ども家庭課］ 　　　平成23年10月

【臨時・継続】 3,272,772 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 48,000 も中高生プラザ等の建設工事を行います。

等建設 その他特定財源 　＜整備予定施設＞

2,418,579 　　・子ども中高生プラザ

一般財源 　　・いきいきプラザ

806,193 　　・保育園

　＜開設予定＞

［芝管理課］ 　　平成24年４月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 30,686 一般財源 芝公園保育園等改築のため、実施設計を行いま

芝公園保育園等改築 30,686 す。

　＜整備予定施設＞

　　・保育園

　　・区民協働スペース

　＜開設予定＞

［芝管理課］ 　　平成26年７月

【臨時・継続】 544,667 その他特定財源 南麻布四丁目用地において、子ども中高生プラ

麻布地区子ども中高生プラ 415,102 ザ等の実施設計及び建設工事を行います。

ザ等建設 一般財源 　＜整備予定施設＞

129,565 　　・子ども中高生プラザ

　　・いきいきプラザ

　　・保育園

　＜開設予定＞

［麻布管理課］ 　　平成26年８月

【臨時・継続】 953,461 都支出金 高輪一丁目用地において、子ども中高生プラザ

高輪子ども中高生プラザ等 66,862 等の建設工事を行います。

建設 その他特定財源 　＜整備予定施設＞

664,767 　　・子ども中高生プラザ

一般財源 　　・高輪図書館分室（子ども・中高生向け）

221,832 　＜開設予定＞

［高輪管理課］ 　　平成23年12月

【臨時・継続】 240,234 その他特定財源 三田四丁目用地において、現在の志田町保育園

（仮称）三田四丁目保育園 178,903 を移設整備するため、実施設計及び建設工事を

建設 一般財源 行います。

61,331 　＜開設予定＞

［高輪管理課］ 　　平成25年９月

【臨時・継続】 568,724 都支出金 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 43,136 建設工事を行います。

プラザ等建設 その他特定財源 　＜整備予定施設＞

356,071 　　・子ども中高生プラザ

一般財源 　　・保育園

169,517 　　・区民協働スペース

　＜開設予定＞

［芝浦港南管理課］ 　　平成24年12月（保育園は平成25年４月）

事　業　内　容
項　　目
［所管課］
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 1,741,722 都支出金 急増する認可保育園への入園希望に対応するた

待機児童解消特別事業 302,957 め、緊急暫定保育施設を１か所増設するととも
その他特定財源 に、３既存施設についても定員を拡大します。

1,438,765 　＜新規施設＞

　　・桂坂保育室（高輪三丁目）

　　　　開設予定　平成23年５月

　　　　保育定員　145人

　　　　　　　　　(平成24年１月以降250人)

  ＜既存施設＞

　　・東麻布保育室（東麻布二丁目）

　　　　保育定員　133人→154人

　　・札の辻保育室（三田三丁目）

　　　　保育定員　102人

　　・たかはま保育室（港南三丁目）

　　　　保育定員　126人→132人

　　・青南保育室（南青山四丁目）

　　　　保育定員　100人

　　・たまち保育室（芝浦三丁目）

［子ども家庭課］ 　　　　保育定員　144人→181人

【臨時・継続】 54,900 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 54,900 備します。

　・南青山四丁目児童遊園整備

　　　整備工事を行います。

　　＜開園予定＞　

　　　平成24年４月

　・高輪一丁目児童遊園整備

　　　実施設計を行います。

　　＜開園予定＞　

［土木課］ 　　　平成25年４月

【レベルアップ】 4,216,646 国庫支出金 ３歳未満の児童に対する支給額を、現在の月額

子ども手当 3,365,310 13,000円から20,000円に増額します。

都支出金

425,668

一般財源

［子ども家庭課］ 425,668

【レベルアップ】 19,666 国庫支出金 みなとほっとルーム（スポーツセンター内）で

乳幼児一時預かり事業 8,207 行っている乳幼児一時預かり事業を日曜・祝日

一般財源 も実施します。

［子ども家庭課］ 11,459

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 30,873 国庫支出金 複雑化・深刻化する児童虐待に関する相談に、

子ども家庭支援センター運 503 適切かつ迅速に対応するため、子ども家庭支援

営 その他特定財源 センターの職員体制を強化するとともに、臨床

2 心理士による心理専門相談を実施します。

一般財源 　＜心理専門相談実施日時＞

［子ども家庭課］ 30,368 　　月・水・金曜日　13時～17時

（２）高齢者も障害者も安心できる暮らしの実現

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 10,140 その他特定財源 認知症の症状が見られる場合や認知症特有の症

認知症高齢者介護家族支援 500 状により、在宅で介護をする家族に休養が必要

事業 一般財源 になった場合、短期間、認知症高齢者を施設に

9,640 受入れることにより、介護する家族の負担を軽

減し、認知症高齢者が在宅で生活を続けられる

よう支援します。

　＜実施場所＞

［高齢者支援課］ 　　ありすの杜　きのこ南麻布

【新規】 15,194 一般財源 在宅で介護する家族の負担軽減のため、利用者

港区版宿泊デイサービス事 15,194 ニーズの高い宿泊付きのデイサービスを、区独

業 自に試行実施します。

　＜実施予定施設＞

［高齢者支援課］ 　　芝高齢者在宅サービスセンター

【新規】 32,868 都支出金 各地区に配置する相談員が、地域に出向き、町

ひとり暮らし高齢者等見守 10,972 会・自治会、民生委員等の地域のネットワーク

り推進事業 一般財源 や総合支所、地域包括支援センターと連携し、

21,896 ひとり暮らし高齢者等の生活実態の把握や必要

な支援サービスの相談を実施します。

　＜事業実施地区＞

［高齢者支援課］ 　　芝地区、高輪地区

【新規】 20,000 国庫支出金 居宅要介護者に対し、介護と看護の連携の下で

24時間対応定期巡回等訪問 20,000 24時間対応で短時間の定期巡回サービスと通報

介護サービス事業 システムによる随時対応サービスをモデル事業

［介護保険担当］ として実施します。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

－　25　－



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 6,835 都支出金 発達障害者（児）に対して早期発見・早期対応

発達支援センター事業 3,418 が可能な体制を構築するために、区内の保育

一般財源 園、児童館や保健所等関連機関との連携を強化

3,417 し、センター機能を確立します。

　＜事業実施＞

［障害者福祉課］ 　　平成23年10月

【臨時・新規】 16,710 一般財源 耐用年数の経過により、老朽化した公衆浴場

区立公衆浴場維持補修 16,710 「ふれあいの湯」のGHPエアコン機器等の更新

［保健福祉課］ 工事を行います。

【臨時・新規】 507 国庫支出金 国が実施する委託調査で、在宅障害児・者の障

全国在宅障害児・者実態調 204 害種別・程度・原因、日常生活の状況、障害別

査 一般財源 ニーズ等について調査します。

［障害者福祉課］ 303

【臨時・新規】 3,500 都支出金 みなと障がい者福祉事業団に対し、経営コンサ

みなと障がい者福祉事業団 3,500 ルタントを派遣し、トロア、カフェ・ドゥー等

支援事業 の収益改善を図ります。

［障害者福祉課］

【臨時・継続】 312,754 一般財源 西麻布いきいきプラザ等の実施設計等を行いま

西麻布いきいきプラザ等改 312,754 す。

築 　＜整備予定施設＞

　　・いきいきプラザ

　　・保育園

　　・児童施設

　　・災害対策住宅

　＜開設予定＞

［麻布管理課］ 　　平成26年10月

【臨時・継続】 22,597 一般財源 平成21年度から平成26年度までの地域保健福祉

地域保健福祉計画改定 22,597 計画の後期の見直しを行います。

［保健福祉課］

【臨時・継続】 12,457 一般財源 平成21年度から平成26年度までの高齢者保健福

高齢者保健福祉計画改定 12,457 祉計画の後期の見直しを行います。また、第５

期港区介護保険事業計画（平成24年度～平成26

［高齢者支援課］ 年度）を策定します。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 778,682 その他特定財源 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 778,682 白金の森の改修工事を実施します。

森改修 　＜工事完了予定＞

［高齢者支援課］ 　　平成23年９月

【臨時・継続】 7,529 一般財源 平成21年度から平成26年度までの障害者計画の

障害者計画改定 7,529 後期の見直しを行います。また、第３期障害福

祉計画（平成24年度～平成26年度）を策定しま

［障害者福祉課］ す。

【レベルアップ】 100,323 （一般会計） 高齢者が要支援・要介護にならないために介護

いきいきプラザ（15館）介 一般財源 予防事業の実施施設を拡大するとともに、実施

護予防事業 16,006 回数を増やし、充実を図ります。

　＜事業内容＞
（介護保険会計） 　　・二次予防事業（特定高齢者向け）

国庫支出金 　　　転倒予防教室、筋力向上トレーニング等

21,079 　　　全68コース（19コース増加）

都支出金 　　・一次予防事業（一般高齢者向け）

10,540 　　　健康トレーニング等
その他特定財源 　　　全114コース（24コース増加）

［高齢者支援課］ 52,698

【レベルアップ】 16,666 国庫支出金 重度障害者（児）の施設入浴サービスの実施施

障害者（児）入浴サービス 6,458 設を拡大し、事業の充実を図ります。

都支出金 　＜新規実施施設＞

3,229 　  新橋はつらつ太陽

一般財源

［障害者福祉課］ 6,979

【レベルアップ】 46,658 都支出金 障害者の日中活動サービスに対する補助制度を

障害者サービス提供事業 44,967 一体的で整合性のとれたものへ再構築します。

一般財源 　＜補助対象施設＞

1,691 　　・生活介護事業所

　　・自立訓練事業所

　　・就労移行支援事業所

［障害者福祉課］ 　　・就労継続支援事業所

事　業　内　容
項　　目
［所管課］
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 101,299 一般財源 外出困難な障害者（児）の経済的負担の軽減を

障害者（児）福祉タクシー 101,299 図り、障害者の日常の行動範囲を広げるため、

助成 助成対象を拡大します。

　＜新規助成対象者＞

［障害者福祉課］ 　　呼吸器系機能障害３級

（３）区民の健康増進と医療の充実

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 337,802 都支出金 ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン、小児

ヒブワクチン・小児用肺炎 155,466 用肺炎球菌ワクチン及び子宮頸がん予防ワクチ

球菌ワクチン・子宮頸がん 一般財源 ン予防接種を、全額区の負担で実施します。

予防ワクチン予防接種事業 182,336 　＜接種対象＞

　　・ヒブワクチン　

　　　　生後２か月～４歳の乳幼児

　　・小児用肺炎球菌ワクチン

　　　　生後２か月～４歳の乳幼児

　　・子宮頸がん予防ワクチン

［保健予防課］ 　　　　中学１年生～高校１年生の女子

【新規】 1,735 一般財源 障害者（児）が、住み慣れた地域で安心して歯

障害者（児）歯科保健普及 1,735 科診療が受けられるよう、区内歯科医療機関の

研修事業 歯科医を対象に、障害者（児）歯科医療に必要

な知識を習得するための研修会を実施します。

　＜実施回数＞　

　　年９回（１回あたり５講座）

　＜対象者数＞

　　各５人

　＜研修内容＞

　　障害者（児）歯科診療の実態、注意すべき

　　基礎疾患や治療中の偶発症、摂食・嚥下障

［健康推進課］ 　　害の指導等

【臨時・新規】 607,200 一般財源 周産期医療・小児医療の充実を図るため、田町

（社福）恩賜財団母子愛育 607,200 駅東口北地区に整備する愛育病院の建設費の一

会附属愛育病院建設支援 部を補助します。

　＜開設予定＞

［生活衛生課］ 　　平成25年７月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 3,341,871 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 2,482,104 ーとを統合し、地域保健の拠点となる保健所の

一般財源 建設工事を行います。

859,767 　＜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

　＜開設予定＞

［生活衛生課］ 　　平成23年12月

【臨時・継続】 59,661 一般財源 保健サービスセンターが改築のため、三田三丁

暫定健診施設維持管理 59,661 目において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12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

【臨時・継続】 10,213 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 5,922 療養を受けられるよう、在宅緩和ケアの支援を

一般財源 推進します。

4,291 　＜協議会等＞

　　・在宅緩和ケア支援推進協議会の開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　年２回

　　・連携体制構築検討部会の開催　年４回

　　・中核病院部会の開催　　　　　年４回

　＜モデル事業＞

　　・容態急変時病床確保事業　

　　　　　　　　　　　　　区内病院１か所

　＜普及啓発事業＞

　　・区民向け講演会の開催　　　　年１回

　　・医師による講話・相談会の開催

［健康推進課］ 　　　　　　　　　　　　　　　　　年６回

【レベルアップ】 61,938 一般財源 小児に対する医療不安の解消を図るため、現行

休日診療 61,938 の休日診療施設に加え、インフルエンザ等の感

染症が流行する冬期に限り、小児対応可能な休

日診療施設及び処方せん応需薬局を各１か所増

設します。

　＜開設期間＞

　　12月～２月の日曜日・祝日、

［保健予防課］ 　　年末年始（12月29日～１月３日）

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 209,274 都支出金 ＨＴＬＶ－１（ヒトＴ細胞白血病ウイルス１

妊産婦健康診査 53,325 型）の母子感染の拡大を防止するため、妊婦健

一般財源 康診査の検査項目に、ＨＴＬＶ－１抗体検査を

155,949 追加します。

　＜検査時期・回数＞

［健康推進課］ 　　妊娠30週までに１回

（４）魅力ある教育の推進

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 2,309 一般財源 私立幼稚園での特別支援教育の環境づくりや相

私立幼稚園教育環境の充実 2,309 談機能の充実を図るため、私立幼稚園に特別支

援アドバイザーを派遣するとともに、幼稚園カ

ウンセリングを実施します。

　＜特別支援アドバイザー＞

　　派遣回数　　　年３回

　＜幼稚園カウンセリング＞

［庶務課］ 　　実施回数　　　月１回

【新規】 348 一般財源 学校図書館スタッフ等の人材育成及び学校図書

学校図書館支援のための連 348 館と地域図書館との連携を図るため、リーディ

絡会の設置・運営 ングアドバイザリースタッフ等を対象とした研

［図書・文化財課］ 修や学校図書館と地域図書館のスタッフとの情

［指導室］ 報交換を行う連絡会を設置します。

【臨時・新規】 3,638 一般財源 教育施策の総合計画である教育振興プランを改

教育振興プラン改定 3,638 定します。

　＜計画年度＞

［庶務課］ 　　平成24年度～平成26年度

【臨時・新規】 655 一般財源 幼児教育の一層の充実を図るため、幼児教育振

幼児教育振興アクションプ 655 興アクションプログラムを改定します。

ログラム改定 　＜計画年度＞

［庶務課］ 　　平成24年度～平成26年度

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 11,030 一般財源 朝日中学校通学区域小中一貫教育校の建設に伴

朝日中学校仮校舎移転 11,030 い、朝日中学校を仮校舎（三光小学校）に移転

します。

　＜移転予定＞

［学務課］ 　　平成24年３月

【臨時・継続】 38,583 その他特定財源 国際学級を設置するため、カリキュラムや教材

国際学級の試行実施 2,293 作成等の準備を行うとともに、小学校（１校）

一般財源 において、一部教科で英語による授業を試行的

［庶務課］ 36,290 に実施します。

【臨時・継続】 478,310 その他特定財源 港南小・中学校グラウンド整備工事を実施しま

港南小学校等改築 2,265 す。

一般財源 　＜整備完了予定＞

［庶務課］ 476,045 　　平成24年３月

【臨時・継続】 223,974 一般財源 朝日中学校通学区域小中一貫教育校建設のため

朝日中学校通学区域小中一 223,974 の実施設計及び既存校舎解体設計を実施すると

貫教育校建設 ともに、朝日中学校の仮校舎となる三光小学校

の改修工事を行います。

　＜小中一貫教育校開設予定＞

［庶務課］ 　　平成27年度

【臨時・継続】 17,667 一般財源 新教育センターに整備されるプラネタリウムの

新教育センター整備 17,667 実施設計を行います。

　＜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

【レベルアップ】 368,283 都支出金 公私立幼稚園間の保護者負担の較差是正を図る

私立幼稚園保護者補助金 26,572 ため、区内在住の私立幼稚園園児の保護者に対

一般財源 する補助金を増額します。

［庶務課］ 341,711

【レベルアップ】 9,238 一般財源 私立幼稚園の教育環境の充実を図るため、私立

私立幼稚園連合会補助金 9,238 幼稚園連合会に対する補助金を増額します。

［庶務課］

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 176,249 一般財源 小・中学校（モデル校３校）のテレビに電子黒

小・中学校情報教育推進 176,249 板として使用する機能を付加し、学習効果等を

検証します。

　＜モデル校＞

　　・小学校２校

［学務課］ 　　・中学校１校

【レベルアップ】 86,679 国庫支出金 中学校の新学習指導要領で武道が必修となるこ

中学校就学援助 325 とに伴い、経済的理由により就学困難と認めら

一般財源 れる生徒の保護者に対し、柔道着の購入費を支

86,354 給します。

　＜支給額＞　

［学務課］ 　　１件あたり上限6,500円

【レベルアップ】 380,473 都支出金 放課後に児童が安心して安全に過ごせる居場所

放課後児童（健全）育成 23,977 づくりとして、新たに赤坂小学校で放課ＧＯ→

一般財源 を実施するとともに、東町小学校の放課ＧＯ→

［芝管理課］ 356,496 に学童クラブ機能を加えます。

［麻布管理課］ 　＜開設予定＞

［高輪管理課］ 　　・放課ＧＯ→あかさか

［芝浦港南管理課］ 　　　　平成23年10月

［子ども家庭課］ 　　・放課ＧＯ→クラブひがしまち

［生涯学習推進課］ 　　　　平成23年４月

【レベルアップ】 207,000 都支出金 中学校の新学習指導要領で武道が必修となるこ

学力向上事業 2,365 とに伴い、武道の授業に専門指導員を配置しま
その他特定財源 す。

6,775

一般財源

［指導室］ 197,860

【レベルアップ】 17,321 一般財源 いじめや不登校、児童虐待などの問題解決を図

心の教育相談 17,321 るため、各校に配置しているスクールカウンセ

ラーに加え、中学校からの要請に応じてスクー

［指導室］ ルソーシャルワーカーを派遣します。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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（５）就労支援の充実

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 898 その他特定財源 一般企業等への就職に向けた支援のため、障害

障害者チャレンジ雇用 98 者インターンシップ事業の実習を修了した知的

一般財源 障害のある区民の方を、非常勤嘱託員として雇

800 用します。

　＜雇用内容＞

　　・雇用予定者数　１人

　　　　　　　　　（平成23年10月開始予定）

［人事課］ 　　・雇用期間　　　 長３年間

【臨時・新規】 8,162 都支出金 緊急雇用創出事業として、区内の周遊観光促進

臨時観光インフォメーショ 8,162 のため、増上寺境内と東京タワー内に臨時観光

ンコーナー運営 インフォメーションコーナーを設置します。

　＜事業内容＞

　　・観光情報の案内

　　・観光客への休憩場所の提供

　＜雇用内容＞

　　・雇用予定者数　５人

　　・雇用期間　　　４人：１年間（月19日）

［産業振興課］ 　　　　　　　　　　１人：９か月（月19日）

【臨時・新規】 3,565 一般財源 精神障害者の社会参加と就労支援を目的とした

精神障害者就労支援事業 3,565 喫茶コーナーを、平成23年12月開設予定のみな

と保健所に設置します。

　＜営業日時＞

［障害者福祉課］ 　　月～金曜日　10時～16時を予定

【臨時・新規】 11,235 都支出金 緊急雇用創出事業として、備品をより適正に管

備品管理業務支援 11,235 理するため、管理備品の点検及び備品ラベルの

貼替えを行います。

　＜実施期間＞

　　平成23年７月～平成23年12月

　＜対象備品数＞

［会計室］ 　　約52,500点

事　業　内　容
項　　目
［所管課］
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 38,063 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 38,063 催による就職面接会を、平成22年度に引き続き

の開催） 開催します。

　＜開催回数＞　　　

　　年２回

　＜開催予定場所＞

［産業振興課］ 　　港区スポーツセンター

【臨時・継続】 280 一般財源 介護に関する資格を有しながら現在介護の現場

福祉のしごと面接・相談会 280 から離れている潜在的介護人材等と、区内介護

事業者を対象とした、面接・相談会を開催しま

す。

　＜実施回数＞

［介護保険担当］ 　  年２回

【臨時・継続】 241 一般財源 介護職の魅力や介護サービスへの理解を深める

介護体験事業 241 ため、介護現場での身体介助等の体験事業を平

成22年度に引き続き実施します。

　＜事業内容＞

　　・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

［介護保険担当］ 　　　　　　　　ビス事業所等

【臨時・継続】 1,500 一般財源 ホームヘルパー２級資格取得のための受講料の

ホームヘルパー２級養成研 1,500 全額助成を平成22年度に引き続き実施します。

修受講助成 　＜助成内容＞

［介護保険担当］ 　　助成額　100,000円（上限額）

【臨時・継続】 46,930 都支出金 緊急雇用創出事業として、区内の訪問介護事業

港区介護雇用プログラム事 46,930 所において、有期雇用契約の職員を受け入れ、

業 あわせて、介護資格取得を支援する介護雇用プ

ログラムを平成22年度に引き続き実施します。

　＜実施予定＞

［介護保険担当］ 　　区内訪問介護事業所15事業所

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 69,443 都支出金 離職者のうち一定の要件を満たす方を対象とし

住宅手当緊急特別措置事業 69,443 て、住宅手当の支給と就労に向けた支援を平成

22年度に引き続き実施します。

　＜事業内容＞

　　・住宅手当支給月額　69,800円(上限額)

　　・支給期間　６か月

　　・就労支援員による就労機会の確保に向け

［生活福祉調整課］ 　　　た支援

【臨時・継続】 302,957 都支出金 緊急雇用創出事業として、緊急暫定保育室の運

待機児童解消特別事業 302,957 営にあたって、新たな雇用を確保します。

（緊急暫定保育室運営） 　＜対象となる緊急暫定保育室＞

　　桂坂保育室

［子ども家庭課］

【臨時・継続】 55,340 都支出金 緊急雇用創出事業として、みなとタバコルール

喫煙マナーアップ啓発 55,340 に基づく路上喫煙防止活動を、平成22年度に引

き続き実施します。

　＜雇用創出＞

　　・雇用予定者数　20人（４人×５地区）

　　・雇用期間　　　１年間（月20日）

　＜事業内容＞

　　・みなとタバコルールの普及啓発

　　・路上喫煙防止のための巡回指導

［環境課］ 　　・タバコの吸殻等の除去

【臨時・継続】 46,423 都支出金 緊急雇用創出事業として、就職の決まっていな

緊急不況対策臨時職員雇用 41,241 い若者に就業体験の機会を提供するため、区の

（若者向け就業体験） その他 臨時職員として雇用し、就職につなげる支援を

4,532 行います。

一般財源 　＜雇用創出＞

650 　　・雇用予定者数　　40人

　　・雇用期間　　　　６か月

　＜事業内容＞

　　・個別面談及び研修の実施

［人事課］ 　　・自己啓発のための講座受講料の助成

※予算額はＰ24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
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 4,618 都支出金 緊急雇用創出事業として、遺跡出土遺物を再整

遺跡出土遺物の再整理 4,618 理します。

　＜雇用創出＞

　　・雇用予定者数　15人

　　・雇用期間　　　１か月（月20日）

　＜事業内容＞

［図書・文化財課］ 　　・区内遺跡出土遺物の再整理　３件

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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２　地球にやさしく安全・安心で快適に暮らせるまち

（１）地球にやさしい都心環境施策の推進

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 23,704 都支出金 区内の民間建築物の建築の際に使用された木材

みなとモデル森林整備促進 21,786 の使用量とＣＯ₂固定量を区が認証すること

(みなとモデル二酸化炭素 その他特定財源 で、国産木材の使用によるＣＯ₂の固定と森林

固定認証) 1,237 整備の促進をめざす「みなとモデル二酸化炭素

一般財源 固定認証制度」を創設します。

［環境課］ 681

【新規】 7,024 その他特定財源 民間建築物の建築について、区独自の環境配慮

建築物低炭素化促進 6,994 の目標を定め、省エネによるＣＯ₂排出量の削

一般財源 減やヒートアイランド対策を促進する「港区建

［環境課］ 30 築物低炭素化促進制度」を創設します。

【新規】 1,252 一般財源 地下排水槽からの排水が原因となって発生する

ビルピット臭気対策 1,252 ビルピット臭気を改善するため、臭気対策の指

導とともに、建築物の所有者に対して、装置購

入・工事費に要する経費の一部を補助します。

　＜補助内容＞

　　・補助率　　　１／４

［環境課］ 　　・補助上限額　250,000円

【臨時・新規】 33,380 一般財源 港区みどりを守る条例に基づき、緑被の状況等

緑の実態調査 33,380 の実態調査を行います。

　＜事業内容＞

　　・樹木、屋上・壁面緑化、緑被率等の調査

  　・湧水・地下水に関する調査

［環境課］ 　　・区民からの緑の情報提供・調査への参加

【臨時・継続】 5,795 一般財源 平成22年度に策定した｢港区緑と水の総合計画｣

緑と水の総合計画推進 5,795 に掲げる将来像を実現するために、手引書を作

［都市計画課］ 成します。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 17,574 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

区有施設低炭素化推進 17,567 め、エネルギー利用の効率化を図る取組みを実

一般財源 施します。

7 　＜事業内容＞

　　・朝日中学校通学区域小中一貫教育校の実

　　　施設計段階におけるＣＯ₂削減率試算

　　・高松中学校スクールコントローラー効果

　　　検証

　　・区有施設の基準となる環境性能の検討

［環境課］ 　　・省エネルギー診断　　５施設

【臨時・継続】 9,975 一般財源 清掃事業に関する社会情勢の変化等を踏まえ、

一般廃棄物処理基本計画策 9,975 一般廃棄物処理基本計画（平成24年度～平成33

定 年度）を策定します。

［清掃リサイクル課］

【臨時・継続】 353,688 国庫支出金 港資源化センターと芝浦清掃作業所とを再編

資源化センター等機能再編 96,751 し、区内で発生する資源プラスチックを処理す

整備 その他特定財源 る中間処理施設を平成24年４月の稼動開始に向

［清掃リサイクル課］ 256,937 け整備します。

【レベルアップ】 31,090 国庫支出金 区内で排出されるＣＯ₂を削減するため、自然

自然エネルギー及び省エネ 1,980 エネルギー・省エネルギー機器の設置費補助を

ルギー機器利用促進 都支出金 拡大します。

11,040 　＜住宅用太陽熱温水器＞
その他特定財源 　　・補助率      １／４   

17,660 　　・補助上限額　100,000円

一般財源 　＜業務用太陽熱温水器＞

410 　　・補助率      １／４   

　　・補助上限額　200,000円

　＜住宅用太陽熱ソーラーシステム＞

　　・補助率      １／４   

　　・補助上限額　300,000円

　＜業務用太陽熱ソーラーシステム＞

　　・補助率      １／４   

　　・補助上限額　500,000円

　＜省エネルギー診断結果に基づく設備改修＞

　　・補助率      １／４   

［環境課］ 　　・補助上限額　1,000,000円

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【レベルアップ】 2,497 その他特定財源 アイドリングストップの啓発を推進するため

自動車公害対策等啓発 2,278 に、庁有車に後付アイドリングストップ装置を

一般財源 設置します。

219 　＜設置台数＞

［環境課］ 　　20台

【レベルアップ】 13,924 一般財源 区民・事業者・区が協働して、地球温暖化対策

環境計画等推進 13,924 に取り組むために、「地球温暖化対策推進協議

［環境課］ 会」を設置します。

（２）災害に強いまちづくり

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 1,830 一般財源 地域の防災リーダーを育成するため、防災士研

防災士資格取得支援 1,830 修講座、資格試験等の経費を助成します。

　＜助成内容＞　

［防災課］ 　　受講料・受験料・登録料　61,000円

【臨時・新規】 355,701 その他特定財源 旧愛宕敬老館の土地とその隣地に建設される建

虎ノ門三丁目災害対策住宅 349,000 物の一部を災害対策住宅等として取得します。

等取得 一般財源 　＜施設内容＞

6,701 　　・災害対策用職務住宅　１戸

　　・災害対策住宅　　　　14戸

［人事課］ 　　・集会室

【臨時・継続】 8,280 一般財源 災害に強い街づくりの実現に向け、パブリック

防災街づくり整備指針改定 8,280 コメントを実施するとともに、実現目標や方針

［都市計画課］ を定めた防災街づくり整備指針を改定します。

【臨時・継続】 117,718 国庫支出金 安心して居住できる住まいと障害者ケアホーム

シティハイツ芝浦建替 32,175 の整備をするため、建替えの基本設計及び実施

（障害者ケアホーム併設） 都支出金 設計を行います。

5,250 　＜竣工予定＞

一般財源 　　平成26年度

［住宅担当］ 80,293

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 21,016 国庫支出金 安心して居住できる住まいと住環境の整備をす

シティハイツ六本木建替構 6,525 るため、建替えに向けた検討を行います。

想検討 都支出金

3,625

一般財源

［住宅担当］ 10,866

【臨時・継続】 149,027 その他特定財源 老朽化した夕凪橋の架替工事として下部工の施

夕凪橋架替 149,027 工を行ないます。

　＜完成予定＞　

［土木課］ 　　平成28年３月（架替）

【臨時・継続】 83,000 その他特定財源 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 83,000 理に課題のある高輪方面と港南方面を結ぶ高輪

橋架道橋下区道の再整備に向け、東海道新幹線

への影響解析や、工事方法の調査検討を行いま

［土木課］ す。

【臨時・継続】 12,750 一般財源 平成21年度に策定した「港区業務継続計画（震

業務継続計画（ＢＣＰ）の 12,750 災編）・（新型インフルエンザ編）」について

検証 総合防災訓練やインフルエンザ対応訓練による

［防災課］ 検証を実施し、計画の改定を行います。

【レベルアップ】 25,326 一般財源 防災資器材の 終助成後15年を経過した防災会

防災会資器材助成 25,326 に対して、助成品目リストの中から選択する方

式で資器材の助成を行います。

　＜助成内容＞　

　　・対象団体数　　134団体　

　　・助成金額　　　189,000円　

　　・助成品目

　　　　ヘルメット、救出用具、担架、テン

［防災課］ 　　　　ト、階段避難車等

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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（３）快適な暮らしを支えるまちづくり

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 2,048 一般財源 景観上重要な建造物を指定し、地域の個性ある

景観重要建造物の指定 2,048 景観づくりの核として、維持、保全及び継承を

図るため、建造物の調査及び補修経費への支援

［都市計画課］ について検討を行います。

【臨時・新規】 4,459 一般財源 新橋駅周辺の街づくりや駅街路２号（柳通り）

新橋駅周辺地区の街づくり 4,459 の整備に伴う街づくりの一体的な整備方策を検

［都市計画課］ 討するため、基礎調査を行います。

【臨時・新規】 6,163 一般財源 田町駅西口周辺地域の歩道を安全な空間として

田町駅西口暫定自転車等駐 6,163 確保するため、暫定自転車等駐車場を整備し、

車場整備 駅周辺を自転車放置禁止区域として定めます。

　＜整備箇所＞

　　芝五丁目用地（旧港都税事務所・旧三田警

［土木施設管理課］ 　　察署跡地）の一部他

【臨時・新規】 9,471 一般財源 旧国立保健医療科学院の建物等を活用した、在

旧国立保健医療科学院を活 9,471 宅緩和ケア支援施設、新郷土資料館等の整備に

用した施設整備 向けて、改修の基本構想及び基本計画を策定し

ます。

　＜整備予定施設＞

　　・在宅緩和ケア支援施設

　　・新郷土資料館

　　　（学校歴史資料室機能を含む。）

　　・区民協働スペース

　　・子育て関連施設

［用地活用担当］ 　　・自転車等駐車場

【臨時・新規】 1,160,000 その他特定財源 （仮称）産業振興センター等の用地として、芝

芝五丁目用地取得 1,160,000 五丁目用地（旧港都税事務所・旧三田警察署跡

地）を取得するため、旧三河台中学校用地との

［用地活用担当］ 交換を行います。

【臨時・継続】 4,355 一般財源 田町駅西口・札の辻交差点周辺の公有地等を活

田町駅西口・札の辻交差点 4,355 用し、地域の課題に対応したまちづくりに取り

周辺の街づくり　 組むため、調査・検討を行い、整備構想を策定

［都市計画課］ します。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 11,217 一般財源 区における新たな建築物の高さのあり方につい

建築物の高さに関する指定 11,217 て、平成22年度に実施した建築物現況調査を踏

方針策定 まえ、指定方針や指定基準を含めた「建築物の

［都市計画課］ 高さの基本的な考え方」を策定します。

【臨時・継続】 748,696 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

都市計画公園整備 61,000 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、都市

37,552 計画公園を整備します。
その他特定財源 　＜整備公園＞

531,958 　　・都市計画公園芝浦公園

一般財源 　　　　基本計画及び基本設計を行います。

118,186

　　・都市計画公園三田台公園

　　　　公園整備に向け用地取得を行います。

　　・都市計画公園港南公園

　　　　平成24年４月開園に向け整備工事を行

［土木課］ 　　　　います。

【臨時・継続】 7,893 一般財源 区民の憩いや緑の拠点として、地域と調和のと

公園整備 7,893 れた公園となるよう高輪森の公園の実施設計を

行います。

　＜開園予定＞

［土木課］ 　　平成25年４月

【臨時・継続】 56,642 都支出金 「東京都景観計画」で指定された「水辺景観形

景観形成特別地区屋外広告 28,320 成特別地区」及び「文化財庭園等景観形成特別

物適正化支援 その他特定財源 地区」に設置されている不適正な屋外広告物を

28,322 撤去・改修するための経費の一部を補助しま

す。

　＜補助率＞

　　・撤去　２／３　　　　　　

［土木施設管理課］ 　　・改修　１／２

項　　目
［所管課］

事　業　内　容

－　42　－



予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 3,513,127 都支出金 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 53,366 急増による施設利用者の増加、多様化する施設

施設整備 その他特定財源 需要に対応するため、田町駅東口北地区の公共

2,759,051 公益施設の建設工事を行います。

一般財源 　＜整備施設＞

700,710 　　・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

　　・区民協働スペース

　　・文化芸術ホール

　　・介護予防総合センター

　　・保育園　　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】 27,371 国庫支出金 マンションの管理・修繕等に係るセミナーや住

マンション管理・修繕等支 1,444 宅の専門相談を実施するとともに、新たに日常

援 一般財源 管理の問題等を解決するため管理アドバイザー

［住宅担当］ 25,927 の派遣を行います。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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３　都心の魅力と活力があふれるまち

（１）地域経済の活性化

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【新規】 46,000 一般財源 区内で同一の事業を20年以上営んでいる小規模

小規模企業事業承継支援 46,000 企業者を対象に、経営基盤を強化し円滑な事業

承継を推進するため、設備更新等に係る経費の

一部を補助します。

　＜補助内容＞

　　・補助率　　　１／２

［産業振興課］ 　　・補助上限額　3,000,000円

【臨時・新規】 5,716 一般財源 大河ドラマ「江～姫たちの戦国」の主役である

歴史観光資源の活用・促進 5,716 「江」の墓所が港区にあることを契機として、

観光客誘致のための事業を実施するとともに、
※予算額からＰ33の「臨時観光イン 港区観光協会が実施する事業を支援します。
フォメーションコーナー運営」を除い 　＜事業内容＞
ています。 　　・歴史フォーラム

　　・ウォーキングイベント

　　・歴史連続講座

［産業振興課］ 　　・ガイドブック、マップの作成

【臨時・新規】 10,494 一般財源 商店街の活性化や継続的なにぎわいの創出に向

商店街周辺市場志向調査 10,494 け、商店街の「マーケットニーズ」を把握し、

魅力あふれる商店街の育成に活用するため、商

［産業振興課］ 店街市場志向調査を実施します。

【臨時・継続】 1,785 一般財源 中小企業の業績不振を打開するための企業戦略

マーケティング戦略支援セ 1,785 や競争力の向上、経営基盤の強化を図るセミナ

ミナー ーを開催して、区内中小企業の経営改善を支援

します。

　＜開催内容＞　　　

　　・回数　　２コース各５回　

　　・規模　　各50社

　　・セミナーの内容　　　

　　　　販路拡大の基礎知識と手法の取得、

［産業振興課］ 　　　　成功事例の紹介、個別相談

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・継続】 2,172,353 その他特定財源 国の景気対応緊急保証制度の終了により現行の

融資事業 1,835,738 緊急支援融資の対象外となる企業を対象に、新

一般財源 たな融資の創設及び小口零細保証融資の拡充を

336,615 図ることにより、業況が悪化している中小企業

［産業振興課］ の資金繰りを支援します。

【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

の支援を実施します。

　＜港区共同出展参加企業数＞

　　50社

　＜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

【臨時・継続】 6,023 一般財源 港区観光振興ビジョン検討委員会を開催し、新

港区観光振興ビジョン策定 6,023 たな港区観光振興ビジョンを策定します。

［産業振興課］

【臨時・継続】 800 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 800 京商工会議所港支部と共催する就職面接会で人

成 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＞

　　・助成率　　 10／10

［産業振興課］ 　　・助成上限額 採用者１人あたり200,000円

＊区では、地域経済の活性化を図るため、上記各事業のほか、田町駅東口北地区公共公益施設の入札において、価格に

加え技術等も評価する総合評価方式を導入し、８者以上の区内中小事業者を建設共同企業体に入れることを入札の要件

にするとともに、下請け等で区内中小事業者を活用することを評価項目の一つとしています。

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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（２）参画と協働により地域の特性を生かしたまちづくり

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

芝地区総合支所地域事業 59,062 その他特定財源 【新規】芝地区歴史・文化の発信

25,686         　　                     4,405千円

一般財源   　旧町名の保存・伝承に向けて旧町名由来板

33,376 　　を設置します。

　芝地区福祉カレンダー作成　　　 1,119千円

　芝地区区立芝公園にぎわい推進　 7,000千円

　芝地区帰宅支援マップ作成　　　 3,932千円

　芝地区の地域性にあった災害対策 1,319千円

　芝地区やさしいまちなか　　　   1,924千円

　芝地区地域ルールづくりの推進     540千円

　芝地区昭和の地域力再発見      15,500千円

　芝地区環境と平和を考え地域の交流を深める

　事業　　　　　　　　           5,918千円

　芝地区魅力発信　　　　         5,387千円

　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］ 　　　　　　                   　4,620千円

麻布地区総合支所地域事業 45,202 その他特定財源 　麻布地区コミュニティ形成　　　   104千円

16,107 　麻布地区麻布フェスタ　　　     7,411千円

一般財源 　麻布地区子ども芸術ふれあい事業 2,644千円

29,095 　麻布地区おもちゃライブラリー     580千円

　麻布地区施設情報紙の発行       5,432千円

　麻布地区災害時セーフティネット構築事業

  　　                           6,309千円

　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　　　　　　           500千円

　麻布地区麻布未来写真館　　　   6,951千円

［麻布管理課］ 　麻布地区麻布ものしり認定制度   7,044千円

［麻布協働推進課］ 　麻布地区国際協働事業　　　     5,227千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

赤坂地区総合支所地域事業 55,174 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

22,555   間整備       　　　　　　      7,949千円

一般財源 　赤坂地区企業等連携防災行動計画支援

32,619                                  9,935千円

　赤坂地区減らそうＣＯ２ ～赤坂・青山～

　　　　　　　　　　　　　　　　 　772千円

　赤坂地区氷川山車復興支援　　　 1,666千円

　赤坂地区講談を活用した地域情報の発信

　                               1,300千円

　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　　　　　　　　　      23,640千円

高輪地区総合支所地域事業 47,856 その他特定財源 　高輪地区施設間等地域交流　　　 2,411千円

30,576 　高輪地区ウッディランドたかなわ 4,637千円

一般財源 　高輪地区メールによる区民意向調査

17,280                                  1,746千円

　高輪地区さくらリバース高輪     1,781千円

　高輪地区ハイブリッド発電灯ほかの設置

　                              21,112千円

　高輪地区高輪みどりのプロジェクト

                                 4,500千円

　高輪地区高輪かがやき百景　　　 2,511千円

　高輪地区電子掲示板「たかなわ瓦版」

                                 2,707千円

　高輪地区寺町コミュニティ　　　 1,624千円

［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　　　　　　         4,827千円

事　業　内　容
項　　目
［所管課］
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

芝浦港南地区総合支所地域 47,796 その他特定財源 　芝浦港南地区歴史と文化の継承　 　948千円

事業 23,491 　芝浦港南地区運河・水辺の魅力アップ

一般財源                                  6,299千円

24,305 　芝浦港南地区憩いの水辺空間創出 4,568千円

　芝浦港南地区みどりがつなぐ交流事業

                                 3,796千円

　芝浦港南地区べイエリアブランドの創出

  　                             3,255千円

　芝浦港南地区水辺フェスタ　　　 6,619千円

　芝浦港南地区地区の政策形成プロジェクト

　　                             3,065千円

　芝浦港南地区地域の課題解決プロジェクト

　　                               840千円

　芝浦港南地区秋田県にかほ市交流事業

　　                             3,743千円

　芝浦港南地区住民交流促進事業　 4,227千円

　芝浦港南地区安心お散歩コースの設置

［芝浦港南管理課］                                  1,182千円

［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］ 　　                             9,254千円

【新規】 5,121 一般財源 中日新聞社が設置した地域貢献施設を借用し、

港南地域多目的集会室運営 5,121 区民協働スペースとして開設します。

　＜開設予定＞

［芝浦港南管理課］ 　　平成23年４月

【臨時・新規】 254,416 その他特定財源 旧飯倉小学校の校舎を区民協働スペース及び暫

旧飯倉小学校跡地活用施設 254,416 定学童クラブとして有効活用するため、校舎改

整備 修の実施設計及び改修工事を行います。

　＜整備施設＞

　  ・区民協働スペース

　  ・暫定学童クラブ

　＜開設予定＞

［麻布管理課］ 　　平成24年４月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 39,929 一般財源 台場地域から芝浦及び港南地域にある公共公益

台場の新規地域交通の運行 39,929 施設等への利便性の向上を図るため、民間企業

と住民の協力による新たな交通手段（シャトル

バス）を導入します。

　＜運行ルート予定＞

　　・台場地区⇔田町駅

　　・台場地区⇔品川駅

　＜運行開始予定＞

［土木課］ 　　平成23年度

【臨時・継続】 27,691 一般財源 新橋福祉会館・児童館の跡地に、子育て支援施

新橋六丁目公共施設建設 27,691 設等を整備します。

　＜整備予定施設＞

　　・子育て支援施設

　　　（子育てひろば、一時預かり事業）

　　・区民協働スペース

　　・災害対策用職務住宅

　　・災害対策住宅

　＜開設予定＞

［芝管理課］ 　　平成26年４月

【臨時・継続】 172,867 その他特定財源 高輪子ども中高生プラザの開設にあわせて、高

高輪地区総合支所エレベー 172,687 輪コミュニティーぷらざ内にエレベーターを１

ター増設 一般財源 基増設します。

180 　＜供用開始予定＞　

［高輪管理課］ 　　平成23年11月

【臨時・継続】 33,800 一般財源 平成22年度から検討を行っている区民参画組織

港区基本計画（地区版計画 33,800 からの提言を踏まえ、港区基本計画（地区版計

書）改定 画書）（平成21年度～平成26年度）の後期３年

の見直しを行います。

　＜策定予定＞

［各地区協働推進課］ 　　平成24年１月

【臨時・継続】 25,073 一般財源 平成22年度から検討を行っている「みなとタウ

港区基本計画改定 25,073 ンフォーラム」からの提言を踏まえ、港区基本

計画（平成21年度～平成26年度）の後期３年の

見直しを行います。

　＜策定予定＞

［企画課］ 　　平成24年１月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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（３）多様な文化やスポーツにふれあう環境の創出

予算額
（千円）

財源内訳
（千円）

【臨時・新規】 9,629 一般財源 区立図書館のサービス拡充や子どもの読書活動

図書館基本計画等改定 9,629 推進のための具体的方策を示す図書館基本計画

及び子ども読書活動推進計画を改定します。

　＜計画年度＞

［図書・文化財課］ 　　平成24年度～平成29年度

【臨時・継続】 5,983 一般財源 区立運動施設の整備・活用、地域スポーツ支援

スポーツ振興計画策定 5,983 及び区民の体力向上など、区のスポーツ振興施

策を体系的にとりまとめたスポーツ振興計画を

［生涯学習推進課］ 策定します。

【臨時・継続】 5,740 一般財源 平成25年開催の第68回国民体育大会（東京国

国民体育大会の準備 5,740 体）における「なぎなた競技」の開催のため、

（仮称）東京国体港区実行委員会を設立し、運

営等の準備作業を実施します。

　＜開催予定場所＞

［生涯学習推進課］ 　　新スポーツセンター

【臨時・継続】 425,649 一般財源 老朽化した麻布図書館等の実施設計及び建設工

麻布図書館等改築 425,649 事を行います。

　＜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）

　＜開設予定＞

［図書・文化財課］ 　　平成26年６月

項　　目
［所管課］

事　業　内　容
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