
参 考 資 料 

所管部署別新規・臨時・レベルアップ事業一覧 

新 規 補 助 金 一 覧 

平成 27 年度開設予定施設等一覧 

平成 28 年４月１日開設予定保育施設一覧 

平 成 2 7 年 度 予 算 編 成 方 針 

＜事業一覧の説明＞ 

【地新】 総合支所で行う地域事業のうち新規事業

【新規】 新規事業 

【臨新】 臨時の新規事業 

【臨継】 臨時の継続事業 

【ﾚﾍﾞﾙ】 レベルアップ事業 

《職員提案》 職員提案制度による事業 



１　所管部署別新規・臨時・レベルアップ事業一覧

予算額
（千円）

掲載
頁

【地新】 芝地区芝ｄｅ　Ｍｅｅｔ　Ｔｈｅ　Ａｒｔ 管理課(総務費) 2,992 ―

【地新】 芝地区発・新虎ディショナルプラン 協働推進課(総務費) 501 ―

【地新】 芝地区芝・ネイチャー大学校 協働推進課(総務費) 5,973 16

【地新】 未来の親体験～ここから始まる赤ちゃんふれあい事業～ 区民課(民生費) 1,000 ―

【臨新】 社会保障・税番号制度対応
区民課ほか
(総務費ほか)

1,016,298 55

【ﾚﾍﾞﾙ】 神明子ども中高生プラザ管理運営 管理課(民生費) 118,728 47

【ﾚﾍﾞﾙ】 芝地区放課後児童健全育成 管理課(民生費) 61,691 48

【ﾚﾍﾞﾙ】 青色防犯パトロール 協働推進課(総務費) 138,625 36

【ﾚﾍﾞﾙ】 古川の浄化対策推進 協働推進課(土木費) 43,439 36

【ﾚﾍﾞﾙ】 大型街路灯節電対策（ＬＥＤ照明への切替） 協働推進課(土木費) 47,467 36

【地新】 麻布地区地方交流事業 管理課(総務費) 2,914 ―

【地新】 麻布地区麻布で“地域のちから”活性化事業 協働推進課(総務費) 3,418 ―

【地新】 みんなでエコッとプロジェクト
協働推進課
(環境清掃費)

605 16

【ﾚﾍﾞﾙ】 麻布子ども中高生プラザ管理運営 管理課(民生費) 87,904 47

【ﾚﾍﾞﾙ】 麻布地区放課後児童健全育成 管理課(民生費) 164,273 48

【ﾚﾍﾞﾙ】 大型街路灯節電対策（ＬＥＤ照明への切替） 協働推進課(土木費) 37,657 36

【地新】 赤坂地区看板バスターズ 協働推進課(総務費) 493 ―

【地新】 赤坂地区地域デビューの集い 協働推進課(総務費) 642 17

【地新】 赤坂地区地域情報国際化プロジェクト 協働推進課(総務費) 661 ―

【地新】 赤坂地区赤坂親善大使メジャー化計画 協働推進課(総務費) 6,119 ―

【地新】 赤坂地区赤坂・青山 ＳＰＯＲＴＳ ＬＩＦＥ 協働推進課(総務費) 5,562 ―

【地新】 赤坂地区赤坂・青山シニアファッショニスタ 協働推進課(総務費) 3,614 ―

【地新】 よちよち子育て交流会 区民課(衛生費) 495 ―

【新規】 赤坂地区放課後児童健全育成 管理課(民生費) 65,127 48

【ﾚﾍﾞﾙ】 赤坂子ども中高生プラザ管理運営 管理課(民生費) 115,460 47

【ﾚﾍﾞﾙ】 大型街路灯節電対策（ＬＥＤ照明への切替） 協働推進課(土木費) 39,759 36
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予算額
（千円）

掲載
頁

所管課(款名)事　　業　　名

【地新】 高輪地区たかなわ子どもカレッジ 管理課(総務費) 6,865 ―

【地新】 高輪地区たかなわ地域防災研究事業 協働推進課(総務費) 3,931 17

【地新】 高輪地区高輪にぎわいプロジェクト 協働推進課(総務費) 3,965 ―

【地新】 高輪地区町会・自治会サポート事業 協働推進課(総務費) 2,532 ―

【新規】 高輪地区（仮称）高輪一丁目区民協働スペース開設準備 管理課(総務費) 3,527 ―

（仮称）高輪一丁目区民協働スペースの開設に向
け、備品等を購入します。

【ﾚﾍﾞﾙ】 高輪子ども中高生プラザ管理運営 管理課(民生費) 149,435 47

【ﾚﾍﾞﾙ】 高輪地区放課後児童健全育成 管理課(民生費) 40,258 48

【ﾚﾍﾞﾙ】 大型街路灯節電対策（ＬＥＤ照明への切替） 協働推進課(土木費) 19,046 36

【地新】 芝浦港南地区みなとパーク芝浦ふれあい空間づくり 管理課(総務費) 2,200 17

【地新】 お台場発Ｏ･ＭＯ･ＴＥ･ＮＡ･ＳＨＩ事業 協働推進課(総務費) 1,000 ―

【新規】 しばうら保育園管理運営 管理課(民生費) 212,032 43

【臨継】 田町駅東口北地区公共公益施設整備 管理課(総務費) 21,142 33

【臨継】 旧協働会館保存・活用事業 管理課(総務費) 13,822 40

【臨継】 芝浦港南地区総合支所等解体 管理課(総務費) 77,634 ―

旧芝浦港南地区総合支所等を解体し、更地に戻すた
めの工事を実施します。

【臨継】 しばうら保育園開設準備 管理課(民生費) 131,921 ―

しばうら保育園開設に向け、備品等を購入します。

【臨継】 しばうら保育園整備 管理課(民生費) 1,334,343 44

【ﾚﾍﾞﾙ】 港南子ども中高生プラザ管理運営 管理課(民生費) 281,126 47

【ﾚﾍﾞﾙ】 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ管理運営 管理課(民生費) 115,666 47

【ﾚﾍﾞﾙ】 芝浦港南地区放課後児童健全育成 管理課(民生費) 35,739 48

【ﾚﾍﾞﾙ】 大型街路灯節電対策（ＬＥＤ照明への切替） 協働推進課(土木費) 22,453 36

【新規】 外国人のための防災対策 地域振興課(総務費) 1,290 40

【新規】 国際力強化推進 地域振興課(総務費) 8,260 40

【新規】 ワールドプロモーション
産業振興課
(産業経済費)

11,098 40

【新規】 ワールドフェスティバルの開催
産業振興課
(産業経済費)

24,598 40

【新規】 ウェルカム港区の推進
産業振興課
(産業経済費)

487 41

【臨継】 （仮称）文化芸術ホール整備検討 地域振興課(総務費) 10,769 52
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予算額
（千円）

掲載
頁

所管課(款名)事　　業　　名

【臨継】 （仮称）産業振興センター等整備
産業振興課
(産業経済費)

54,354 ―

（仮称）産業振興センター等整備に向け、基本計画
を策定するとともに、基本設計に着手します。

【臨継】 商工会館仮施設整備
産業振興課
(産業経済費)

147,116 ―

商工会館仮施設を賃借します。

【臨継】 区内共通商品券発行支援
産業振興課
(産業経済費)

50,000 41

【臨継】 歴史観光資源の活用・促進
産業振興課
(産業経済費)

7,340 41

【ﾚﾍﾞﾙ】 多言語対応推進 地域振興課(総務費) 14,387 41

【ﾚﾍﾞﾙ】 にぎわい商店街事業
産業振興課
(産業経済費)

195,590 41

【ﾚﾍﾞﾙ】 スマートフォンを活用した観光情報発信
産業振興課
(産業経済費)

2,632 41

【ﾚﾍﾞﾙ】 港区観光ボランティア育成
産業振興課
(産業経済費)

1,988 42

【新規】 地域包括ケアシステム推進事業 高齢者支援課(民生費) 627 50

【新規】 放課後等デイサービスの設置・整備支援 障害者福祉課(民生費) 1,650 50

【新規】 中等度難聴児発達支援事業 障害者福祉課(民生費) 795 50

【新規】 生活介護の設置・整備支援 障害者福祉課(民生費) 2,500 50

【新規】 生活困窮者自立支援事業
生活福祉調整課
(民生費)

46,413 50

【臨新】 南麻布四丁目福祉施設整備調査 高齢者支援課(民生費) 6,973 51

【臨新】 障害者差別解消法啓発事業 障害者福祉課(民生費) 2,264 52

【臨新】 （仮称）障害者グループホーム南麻布開設準備 障害者福祉課(民生費) 460 ―

南麻布五丁目の新たなグループホーム開設に向け、
事業者の選定を実施します。

【臨新】 （仮称）精神障害者地域活動支援センター開設準備 障害者福祉課(民生費) 2,228 ―

精神障害者地域活動支援センター「あいはーと・み
なと」を平成28年４月に公の施設と位置づけ開設す
るため、指定管理者選定等の準備を行います。

【臨新】 （仮称）精神障害者地域活動支援センター等整備 障害者福祉課(民生費) 5,000 52

【臨継】 （仮称）南青山二丁目公共施設整備 障害者福祉課(民生費) 37,729 52

【ﾚﾍﾞﾙ】 認知症予防・支援事業 高齢者支援課(民生費) 12,742 53

【ﾚﾍﾞﾙ】 港区版宿泊デイサービス事業 高齢者支援課(民生費) 19,924 53

【ﾚﾍﾞﾙ】 発達支援センター事業 障害者福祉課(民生費) 32,964 53

【新規】 感染症・災害医療情報システム 生活衛生課(衛生費) 9,072 51

【新規】 デング熱対策 生活衛生課(衛生費) 9,976 51

【新規】 エボラ出血熱等対策 保健予防課(衛生費) 2,002 51
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予算額
（千円）

掲載
頁

所管課(款名)事　　業　　名

【新規】 産後母子ケア事業 健康推進課(衛生費) 5,331 43

【新規】 難病対策地域協議会運営 健康推進課(衛生費) 406 51

【新規】 ＷＥＢ自分カルテ事業【職員提案制度】 健康推進課(衛生費) 322 51

【ﾚﾍﾞﾙ】 災害医療対策 保健予防課(衛生費) 1,520 53

【ﾚﾍﾞﾙ】 予防接種事業 保健予防課(衛生費) 893,177 54

【ﾚﾍﾞﾙ】 自殺対策推進事業 健康推進課(衛生費) 4,161 54

【新規】 子育てコーディネーター事業
子ども家庭支援
センター(民生費)

16,829 43

【臨新】 私立学童クラブ運営助成 子ども家庭課(民生費) 9,000 43

【臨新】 芝浦アイランドこども園認定移行準備  保育担当(民生費) 210 ―

芝浦アイランドこども園の認定に向け、認定こども
園法に基づく幼児教育の具体的内容を検討します。

【臨継】 待機児童解消加速化プラン推進事業 保育担当(民生費) 2,112 45

【臨継】 私立認可保育所設置支援事業 保育担当(民生費) 839,457 45

【臨継】 緊急暫定保育施設 保育担当(民生費) 3,129,476 46

【臨継】 子育てひろば等事業準備 保育担当(民生費) 10,718 ―

あっぴぃ芝浦の開設に向け、備品等を購入します。

【ﾚﾍﾞﾙ】 緊急暫定学童クラブ 子ども家庭課(民生費) 432,776 48

【ﾚﾍﾞﾙ】 認証保育所保育料助成 保育担当(民生費) 292,614 48

【ﾚﾍﾞﾙ】 養育支援訪問
子ども家庭支援
センター(民生費)

20,459 49

【ﾚﾍﾞﾙ】 みなと保育サポート事業
子ども家庭支援
センター(民生費)

109,867 49

【ﾚﾍﾞﾙ】 子育てひろば等事業
子ども家庭支援
センター(民生費)

286,288 49

【新規】 被災建築物応急危険度判定員養成 建築課(土木費) 203 32

【新規】 がけ・擁壁改修助成 建築課(土木費) 30,000 32

【臨新】 まちづくりマスタープラン改定 都市計画課(土木費) 16,498 32

【臨新】 マンション実態調査 住宅担当(土木費) 29,101 32

【臨新】 環状２号線周辺地区の街並み再生支援 開発指導課(土木費) 6,005 32

【臨新】 浜松町駅周辺土地区画整理事業認可 開発指導課(土木費) 2,522 33

【臨新】 突出看板等実態調査
土木施設管理課
(土木費)

8,783 33

【臨継】 環状２号線周辺地区のまちづくり 都市計画課(土木費) 643 32

【臨継】 青山通り周辺地区のまちづくり 都市計画課(土木費) 4,841 33

【臨継】 低炭素まちづくり計画策定 都市計画課(土木費) 10,422 38
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予算額
（千円）

掲載
頁

所管課(款名)事　　業　　名

【臨継】 シティハイツ六本木建替 住宅担当(土木費) 368,723 34

【臨継】 建築物耐震改修等促進 住宅担当(土木費) 3,215,954 34

【臨継】 まちづくり支援検討 開発指導課(土木費) 5,140 34

【臨継】 市街地再開発事業支援 開発指導課(土木費) 3,345,150 ―

市街地再開発事業（六本木三丁目東地区、浜松町一
丁目地区、赤坂一丁目地区、赤坂九丁目北地区）に
対し、補助金を交付します。

【臨継】 夕凪橋架替 土木課(土木費) 264,631 35

【臨継】 都市計画道路整備 土木課(土木費) 172,154 34

【臨継】 公園整備 土木課(土木費) 91,664 35

【臨継】 都市計画公園整備 土木課(土木費) 227,248 35

【臨継】 （仮称）桜田公園自転車駐車場整備 土木課(土木費) 456,501 35

【臨継】 （仮称）広尾駅自転車駐車場等整備 土木課(土木費) 664,253 35

【ﾚﾍﾞﾙ】 細街路拡幅整備 土木課(土木費) 256,145 36

【新規】 中小ビルの省エネ取組の推進
地球温暖化対策担当
(環境清掃費) 3,220 38

【臨新】 一般廃棄物処理基本計画策定
みなとリサイクル清掃
事務所(環境清掃費) 11,721 38

【ﾚﾍﾞﾙ】 みなとタバコルール推進 環境課(環境清掃費) 138,348 38

【ﾚﾍﾞﾙ】 新エネルギー・省エネルギー機器等助成事業
地球温暖化対策担当
(環境清掃費) 56,053 38

【ﾚﾍﾞﾙ】 環境率先実行計画の推進
地球温暖化対策担当
(環境清掃費) 14,840 39

【ﾚﾍﾞﾙ】 拠点リサイクル
みなとリサイクル清掃
事務所(環境清掃費) 12,719 39

【新規】 デジタルサイネージ推進事業 区長室(総務費) 100,945 55

【臨新】 公共施設等総合管理計画策定
用地活用担当
(総務費)

17,569 55

【臨新】 南麻布四丁目用地管理
用地活用担当
(総務費)

90,275 ―

敷地の造成工事等を実施します。

【臨新】 デジタルアーカイブ事業 区長室(総務費) 6,498 56

【ﾚﾍﾞﾙ】 区民の声センター運営 区長室(総務費) 80,433 56

【ﾚﾍﾞﾙ】 シティプロモーション推進事業 区長室(産業経済費) 40,765 42

【新規】 客引き防止プロジェクト 防災課(総務費) 6,013 32

【臨新】 災害対策用ヘリサイン（屋上等施設名表示）の整備 防災課(総務費) 9,723 33

【ﾚﾍﾞﾙ】 帰宅困難者対策 防災課ほか(総務費) 54,811 36

【ﾚﾍﾞﾙ】 災害時における情報発信・伝達手段の強化 防災課(総務費) 6,036 37

【ﾚﾍﾞﾙ】 防災住民組織育成・支援 防災課(総務費) 14,602 37

【ﾚﾍﾞﾙ】 高層住宅等の震災対策 防災課(総務費) 8,672 37
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予算額
（千円）

掲載
頁

所管課(款名)事　　業　　名

【新規】 総合教育会議運営 総務課(総務費) 435 55

【新規】 オープンデータの活用 区政情報課(総務費) 1,300 55

【新規】 債権管理の適正化推進 契約管財課(総務費) 4,770 55

【臨新】 港区平和都市宣言30周年事業
人権・男女平等
参画担当(総務費)

22,814 56

【臨新】 タブレット端末等の活用推進 区政情報課(総務費) 9,610 56

【臨新】 幸せのＭＡＲＲＹブース【職員提案制度】
契約管財課ほか
(総務費)

4,000 56

【臨新】 ドライブレコーダーの整備
契約管財課ほか
(総務費ほか)

6,982 56

【臨継】 庁舎大規模改修 契約管財課(総務費) 464,513 ―

災害対策、長寿命化、省エネ対策等を踏まえた港区
役所庁舎の大規模改修を行います。

【ﾚﾍﾞﾙ】 仕事と家庭の両立支援
人権・男女平等
参画担当(総務費)

4,298 57

【ﾚﾍﾞﾙ】 人材育成・研修 人事課(総務費) 35,536 57

【新規】 生涯学習講座の動画配信
生涯学習推進課
(教育費)

600 51

【新規】 いじめ防止推進事業 指導室(教育費) 7,392 43

【臨新】 幼稚園施設整備に係る調査 庶務課(教育費) 2,261 43

【臨新】 小学校特定天井等耐震化改修 学務課(教育費) 205,922 33

【臨新】 小学校普通教室化改修 学務課(教育費) 284,268 44

【臨新】 高輪台小学校校舎増築 学務課(教育費) 839 44

【臨新】 東町小学校校舎増築 学務課(教育費) 139,412 44

【臨新】 中学校特定天井等耐震化改修 学務課(教育費) 89,523 33

【臨新】 東京オリンピック・パラリンピック等気運醸成
生涯学習推進課
(教育費)

20,592 52

【臨新】 教科用図書事務 指導室(教育費) 43,100 44

【臨新】 教育センター移転整備 指導室(教育費) 100,506 44

【臨継】 新教育センター整備 庶務課(教育費) 30,828 46

【臨継】 赤羽小学校等改築 学務課(教育費) 13,983 47

【臨継】 青南小学校屋外運動場整備 学務課(教育費) 73,505 ―

青南小学校屋外運動場に係る人工地盤を賃借しま
す。

【臨継】 赤坂中学校等改築 学務課(教育費) 9,504 47

【臨継】 中之町幼稚園仮園舎設置 学務課(教育費) 3,111 ―

中之町幼稚園仮園舎を賃借します。
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予算額
（千円）

掲載
頁

所管課(款名)事　　業　　名

【臨継】 スポーツセンター解体
生涯学習推進課
(教育費)

199,910 ―

スポーツセンターの解体工事を実施します。

【臨継】 愛宕弓道場施設賃借
生涯学習推進課
(教育費)

35,975 ―

愛宕弓道場を賃借します。

【臨継】 青山生涯学習館等移設
生涯学習推進課
(教育費)

288,390 ―

青山生涯学習館等を移設します。

【臨継】 新郷土資料館等複合施設整備
図書・文化財課
(教育費)

72,275 53

【臨継】 新郷土資料館開設準備
図書・文化財課
(教育費)

20,120 53

【臨継】 保幼小連携小学校入学前教育カリキュラム 指導室(教育費) 247 47

【臨継】 小学校情報機器整備 指導室(教育費) 382,013 47

【臨継】 中学校情報機器整備 指導室(教育費) 128,603 47

【臨継】 幼稚園情報機器整備 指導室(教育費) 65,370 47

【ﾚﾍﾞﾙ】 私立幼稚園保護者補助金 庶務課(教育費) 467,105 49

【ﾚﾍﾞﾙ】 子育てサポート保育 学務課(教育費) 13,004 49

【ﾚﾍﾞﾙ】 心の教育相談・不登校対策事業 指導室(教育費) 17,899 49

【ﾚﾍﾞﾙ】 特別支援教育の推進 指導室(教育費) 96,216 50
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２　新規補助金一覧

（単位：千円）

対　象 予算額

区内在住・在
勤・在学の外
国人

1,320

放課後等デイ
サービス事業
所設置運営事
業者

1,650

生活介護事業
所設置運営事
業者

2,500

個人、区分所
有者、中小企
業のがけ・擁
壁の所有者

30,000

概　要

外国人の日本語習得支援

外国人の快適な日常生活の実現
や日本人と外国人のコミュニ
ケーションを円滑化するため、
国際交流協会が開催する日本語
教室の受講に係る経費を補助し
ます。

放課後等デイサービスの
設置・整備支援

障害児や発達が気になる児童の
放課後等の居場所及び療育の場
を確保するため、民間事業者に
対して区内で放課後等デイサー
ビス事業を開始する経費を補助
します。

生活介護の設置・整備支援

障害者の日中活動の場を確保す
るため、社会福祉法人等に対し
て、所有する建物における生活
介護事業所の開設又は定員増加
のための改築に係る工事経費等
を補助します。

名　称

がけ・擁壁改修支援

高さ２ｍを超える擁壁の新設
（築造替え含む）で建築基準法
又は都市計画法に基づく検査済
証の交付を受けたものに、500
万円を上限に工事費用の２分の
１を助成します。



面積（㎡）

平成27年４月 17,968

平成27年４月 239

平成27年４月 183

平成27年４月 589

平成27年４月 997

平成27年４月 420

平成27年４月 709

平成27年４月 249

平成27年４月 683

平成27年４月 343

平成27年４月 791

平成27年８月 995

平成27年９月 361

３　平成27年度開設予定施設等一覧

開設予定 施設概要

白金の丘学園
白金の丘小・中学校

区立小・中学校
（小中一貫教育校）

名　称

赤坂ちとせ保育園

グローバルキッズ港南
保育園

放課ＧＯ→クラブ
しろかねのおか

放課ＧＯ→クラブ
学童定員　80人

放課ＧＯ→クラブ
あおやま

放課ＧＯ→クラブ
学童定員　40人

南麻布学童クラブ
緊急暫定学童クラブ
学童定員　120人

私立認可保育園　定員50人
（０歳児6人 １歳児８人 ２～５歳児各
９人）

私立認可保育園　定員99人
（０歳児９人 １～５歳児18人）

桂坂学童クラブ
緊急暫定学童クラブ
学童定員　200人

三光学童クラブ
緊急暫定学童クラブ
学童定員　80人

南麻布三丁目保育室 緊急暫定保育施設　定員87人
（０歳児12人 １～３歳児各25人）

太陽の子三田五丁目
保育園

私立認可保育園　定員24人
（０歳児6人 １歳児８人 ２歳児10人）
※平成28年度　60人程度に拡大予定

太陽の子シーバンス
保育園

私立認可保育園　定員49人
（０歳児９人 １～２歳児20人）
※平成28年度　109人程度に拡大予定

第二青南保育室
緊急暫定保育施設　定員130人
（０歳児21人 １～３歳児各25人 ４歳児
20人　５歳児15人）

放課ＧＯ→クラブ
せいなん

放課ＧＯ→クラブ
学童定員　80人



面積（㎡）

平成27年10月 5,937

平成27年10月 661

平成27年11月 935

面積（㎡）

未定

未定

未定

しばうら保育園 区立保育園　定員207人
（０歳児27人 １～５歳児各36人）

あっぴぃ芝浦
子育てひろば　定員50組
一時預かり　　定員35人

開設予定 施設概要名　称

芝五丁目保育室 緊急暫定保育施設　定員28人
（０歳児６人 １歳児10人 ２歳児12人）

※面積は各施設の専有部分です

４　平成28年４月１日開設予定保育施設等一覧

名　称 施設概要

（仮称）高輪一丁目保育園 私立認可保育園　定員100人程度
（内訳未定）

（名称未定）
芝地区保育園

私立認可保育園　定員60人程度
（内訳未定）

（名称未定）
赤坂地区保育園

未定 私立認可保育園　定員60人程度
（内訳未定）

（名称未定）
芝浦港南地区保育園

私立認可保育園　定員60人程度
（内訳未定）



平成２７年度予算編成方針 

平成 26 年８月 26 日 

区 長 決 定

Ⅰ 区を取り巻く環境 

我が国経済において、景気は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需

要の反動も和らぎつつあります。先行きについては、当面、各種政策の効果が発現するなかで、緩や

かに回復していくことが期待されています。一方、本年４月から６月の区内中小企業の景況調査にお

いては、業況が「良い」と感じている事業者が、「悪い」と感じている事業者を下回り、３か月前の調

査と比べ割合が逆転し、景況感が悪化しています。 

国においては、本年６月に「経済財政運営と改革の基本方針2014」及び「日本再興戦略」改訂2014

を閣議決定し、大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、持続

的成長の実現に全力で取り組んでいます。 

社会保障・税一体改革においては、社会保障の機能強化を着実に進めるため、本年４月から消費税

率８％への引上げを実施し、平成27年10月には10％への引上げを予定しています。また、利便性の

高い公平・公正な社会の実現を目指し、社会保障・税番号制度（マイナンバー）が、平成27年10月

に区から区民へ個人番号を通知し、平成28年１月から順次、利用が開始される予定です。 

東京都においては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市として、競技会

場や道路等のインフラ整備、安全な大会運営の確保など着実に準備を進め、史上最高・世界一のオリ

ンピック・パラリンピックの実現に向けて取り組んでいます。また、将来にわたる東京の持続的発展

を実現し、少子高齢・人口減少社会への対応を始めとした課題を解決するため、東京の将来像を示す

長期ビジョンの策定を進めています。 

区は、こうした社会経済情勢や国・東京都等の動向を引き続き注視し、区民生活の向上に向けて、

将来を見据えた財政運営や政策の立案、実施及び見直しを行っていく必要があります。 

Ⅱ 財政の見通しと予算編成の目標 

区の人口は、平成26年８月１日現在で約23万9,000人となっており、全国的に人口が減少してい

る中で、年少人口、生産年齢人口及び老年人口のいずれの世代においても増加傾向にあります。また、

本年３月に策定した港区人口推計においては、平成37年までの推計期間中、毎年5,000人程度の増加

を見込んでいます。 

平成 25 年度決算において、歳入の根幹をなす特別区民税は、前年度比 19 億円、3.7％増の 552 億

円となり、前年度に引き続き増収となりました。また、財政の弾力性を示す経常収支比率は、前年度

と比較して2.1ポイント改善し、72.1％と適正な水準を維持しています。 

歳入の見通しについては、今後とも人口増加に伴う特別区民税の増収や、消費税率引上げに伴う地

方消費税交付金の増収が見込まれ、安定的に推移する見通しです。 

歳出の見通しについては、今後の人口増加を見据えた子育て支援、教育及び高齢者施策等、区民生

活に欠かすことのできない行政サービスの充実に取り組む必要があります。人口増加に伴う行政需要

の高まりや消費税率引上げによる歳出の増加が見込まれる一方、「みなとパーク芝浦」をはじめとする

施設建設が本年度中に完了し、平成27年度の施設建設費は減少する見込みです。 

平成27年度は、新たな港区基本計画がスタートします。 

基本計画策定方針においては、計画最終年度の平成 32 年度の港区を見据えて優先的・重点的に取

り組む課題を、分野別の体系を横断する重点課題として位置付けています。また、現在、策定作業を

進めている港区行政経営方針に基づき、目指すべき区政運営の姿を実現するため、着実に取り組んで

いきます。 



こうしたことから、平成 27 年度予算編成においては、財政運営方針に掲げた３つの基本方針を引

き続き堅持しつつ、重点課題に財源を優先的に配分するとともに、計上した事業を着実に推進し、将

来を見据えた港区ならではの政策実現に向け、果敢に挑戦していきます。 

これらを踏まえ、平成27年度予算は、 

として、編成します。 

Ⅲ 予算編成の基本方針 

予算編成にあたり、次の事項を基本方針として取り組むこととします。 

１ 区民の生命・財産を守り、安心して暮らせるよう、「区民とともに創る安全で安心できる港区」

を実現していきます。 

２ 区民生活の実情を的確に把握した上で、参画と協働を更に推し進め、港区ならではの質の高い

行政サービスを提供していきます。 

３ 今後のいかなる社会経済情勢等の変化にも柔軟に対応し、港区ならではの施策を将来にわたり

安定的に推進していくため、「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

十分配慮しながら、人件費の圧縮や経常的経費の節減など、不断の内部努力を徹底します。 

Ⅳ 予算編成の重点施策 

予算編成にあたり、次の事項を重点施策として取り組むこととします。 

１ 快適な都市機能と地域のにぎわいを創出するための取組 

2020 年（平成 32 年）東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催や国家戦略特別区域及

び区域方針の決定等を好機として、まちづくりの動きが活発化する中、良質な都市空間と住環境の

調和に十分配慮し、訪れる人も含めた誰もが快適に過ごせる都市機能の整備を推進します。また、

歴史、文化、伝統が調和し、国際色豊かな港区の魅力を効果的に国内外へ発信し、地域への愛着を

深めるとともに、にぎわいを創出します。 

２ 子どもの健やかな成長に向けた取組 

新たに子ども・子育て支援事業計画を踏まえ、乳幼児期からの保育や教育の充実、学童クラブの

定員拡大など、地域における子ども・子育て支援策を積極的に推進します。また、教育委員会との

連携強化を図るなど教育施策の充実に取り組み、複雑・多様化する子どもを取り巻く状況の変化に

的確に対応します。 

３ 高齢者や障害者など、誰もが安心して暮らせるための取組 

住み慣れた地域で、高齢者や障害者など誰もが安心して暮らせるよう、新たな地域保健福祉計画

に基づき、介護、保健、住まい、予防及び生活支援などの充実を図ります。また、これらのサービ

スを身近な地域で一体的に利用できるよう、相談窓口の強化や連携を支援する仕組みづくりなど、

地域包括ケアシステムの構築を推進します。 

区民一人ひとりが誇りに思える成熟した国際都市を実現するための予算
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