
【健やかな暮らしを支える取組】   
 ＜働き盛り世代＞ 
  がん治療に伴う外見ケア（ウィッグ等購入）助成、がん在宅緩和ケア支援センター開設準備 
  ワーク・ライフ・バランスの推進、イクボス講演会の実施 等 

【互いに尊重し、支え合う社会づくり】   
 ＜高齢者＞ 
  生活支援体制整備事業、認知症初期集中支援事業 等 
 ＜障害者＞ 
  障害者就労支援、手話通訳派遣等事業 等 
 ＜あらゆる人＞ 
  多言語対応推進、外国人のための防災対策 等 

１ 施政方針に掲げた「区民生活の基盤となる、安全・安心なまちづくり」、「平和 
  と人権を尊重し、共に支え合うまちづくり」、「港区に住み、働き、訪れる、すべ 
 ての人がまちのルールを守り、心地よく過ごせるまちづくり」の３つの区政運営の 
  基本的な考え方に基づき、将来像の実現に向けた施策を積極的に展開します。 
 
２ 参画と協働及び自治体間連携を施策の推進の視点に置き、各部門の主体性を最大 
  限発揮し、区民生活のすみずみまで目の行き届いた港区ならではの質の高い行政 
  サービスを提供します。 
 
３ 今後の人口増に伴う様々な行政需要の増加、いかなる社会経済情勢の変化及び自 
  然災害等にも柔軟に対応し、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、事業のスクラップア 
  ンドビルド及び人件費、物件費等の経常的経費の節減など、不断の内部努力を徹底 
  します。 

【待機児童ゼロに向けた取組】   
 私立認可保育所等設置支援事業、港区保育室事業、地域型保育事業 等 

【多様な育ちや学びの支援】   
 国際学級の設置（南山小学校）、英語科国際ネイティブコースの設置（六本木中学校） 等 

【子どもの未来応援施策】   
 教育・学習の支援、生活環境の安定の支援、経済的安定の支援 等 

【早期の児童相談所の設置に向けた取組】   
 施設整備計画の策定、専門部会の設置 等 

【首都直下地震等への備えの強化の取組】     
 震災復興基金の積立、高層住宅等の震災対策の促進、耐震改修等促進 等 

【区内産業の発展と新たな産業の創出・育成の取組】   
 販路拡大支援、新技術活用支援 等 

【まちのルールを守り、快適に過ごせるまちづくりを推進するための取組】  
 客引き防止の強化、落書き対策、受動喫煙防止対策の推進 等 

区民の誰もが安全・安心に、夢と希望を持って暮らせる 
躍動感に満ちた活力ある港区を実現するための予算 

【一般会計予算額：1,661億5,000万円】 

 一般会計予算は、近い将来発生が危惧される首都直下地震等

へ備え、発災後、区主導で迅速かつ地域に即した復旧・復興を

実現するための震災復興基金へ380億円を積立てたことなどによ

り、過去最高の1,661億5,000万円、前年度比458億2,000万円、

38.1％の増加となりました。 

  なお、財政調整基金から震災復興基金への組替えによる繰入

金及び積立金が増加となった臨時的要因を除くと、1,281億

5,000万円、前年度比78億2,000万円、6.5％の増加となります。 

【港区の人口：平成29年１月１日現在 249,242人】 
 全国的に人口が減少しているなか、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、今後も
引き続き増加する見込みです。 
 

予算編成の基本方針               

 ③ 住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられるための取組      19億7,356万円   

 ② 夢と希望に満ちた子どもの明るい未来につなげる取組        103億8,012万円  

 ① 安全・安心で快適な都市の魅力を発展・成熟させる取組       448億2,302万円   

予算編成の重点施策                                                

予算の特徴              

平成 2 9年度一般会計歳出予算の内訳          

各会計当初予算額        

緊急課題に迅速かつ柔軟に対応可能な予算フレーム              

【特別区民税収入：666億3,310万円】 
  歳入の根幹を成す特別区民税収入は、人口の増加や雇用・所
得環境の改善に伴い、前年度比4.9％増の666億3,310万円と堅調
に増加する見込みです。 

＜性質別＞ ＜目的別＞ 

※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。 
 

※表中（  ）は、震災復興基金積立金380億円を除いた 

 金額、構成比です。 
 

※本資料中、「震災復興基金」の正式名称は、「港区震災 

  後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のた 

  めの基金」です。 

(単位：千円、％)
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総　務  費
　  56,655,519
　 (18,655,519)

　 34.1
　(14.6)

環境清掃費 　　 5,603,961
　　3.4
　 (4.4)

民　生  費 　　46,338,170
　 27.9
　(36.2)

衛　生　費 　　 5,277,397
　  3.2
　 (4.1)
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区　分

義
務
的
経
費

投資的経費

その他経費

合 　   計

財政計画 1,229億800万円 
 ・教育環境の充実 ・待機児童解消施策 
 ・震災等への予防、減災の取組 
 ・高齢者、障害者福祉の充実 
 ・区内中小企業への支援 
 ・道路、公園等整備    など 

震災復興基金積立 
380億円 

緊急課題等の対応   52億4,200万円 
【計画計上を上回る追加経費】 
   ・保育施設の整備、充実 
    （私立認可保育園誘致、 
        区立認可保育園整備など） 

   ・児童数増に伴う学校整備 
     （普通教室化改修など） 

【国が実施する事業への対応】 
     ・臨時福祉給付金 など            

一般会計歳出予算総額 1,661億5,000万

一般会計予算 

  

  

  

  

  

財政調整基金 震災復興基金 

  



マンション建替え支援 【レベルアップ】 2,139万円 保育士等宿舎借り上げ支援事業 【臨時(継続）】 2億 9,127万円 障害者計画改定 【臨時(新規）】 452万円

建築物耐震改修等促進 【レベルアップ】 11億 5,162万円 白金台幼稚園園舎増築 【臨時(継続）】 5,445万円 生涯学習推進計画の改定 【臨時(新規）】 566万円

Ⅰ　かがやくまち 58事業 450億 1,357万円 被災建築物応急危険度判定 【レベルアップ】 211万円 麻布幼稚園園舎増築 【臨時(継続）】 1億 4,097万円 スポーツ推進計画の改定 【臨時(新規）】 588万円

(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 48事業 444億 7,697万円 交通安全運動 【レベルアップ】 1,216万円 港区教育史の編さん 【臨時(継続）】 6,965万円 図書館サービス推進計画等改定 【臨時(新規）】 727万円

落書き対策 【新規】 170万円 (2) 環境にやさしい都心をみなで考えつくる 10事業 5億 3,660万円 新教育センター整備 【臨時(継続）】 203万円 文化芸術振興プラン策定 【臨時(継続）】 647万円

小型街路灯ＬＥＤ化推進 【新規】 1億 4,650万円 食品廃棄物・食品ロス削減推進事業 【新規】 958万円 小・中学校普通教室化改修 【臨時(継続）】 2億 6,730万円 （仮称）文化芸術ホール整備 【臨時(継続）】 998万円

運河の魅力向上事業 【新規】 2,376万円 港区生物多様性地域戦略改定 【臨時(新規）】 796万円 赤羽小学校等改築 【臨時(継続）】 3,271万円 地域保健福祉計画等改定 【臨時(継続）】 1,658万円

復興まちづくりの推進 【新規】 892万円 環境基本計画改定 【臨時(新規）】 633万円 高輪台小学校校舎増築 【臨時(継続）】 3,645万円 臨時福祉給付金等支給事業 【臨時(継続）】 6億 2,320万円

市街地再開発事業の事後評価 【新規】 479万円 ヒートアイランド現象調査 【臨時(新規）】 499万円 赤坂中学校等改築 【臨時(継続）】 1億 7,137万円 南麻布四丁目福祉施設整備 【臨時(継続）】 1億 2,211万円

土砂災害対策 【臨時(新規）】 792万円
全国連携による再生可能エネルギー導入検
討

【臨時(新規）】 587万円 区立運動場管理運営 【臨時(継続）】 3億 845万円 （仮称）南青山二丁目公共施設整備 【臨時(継続）】 2,321万円

震災復興基金積立金 【臨時(新規）】 区有施設ＬＥＤ化推進 【臨時(継続）】 8,851万円 小・中学校、幼稚園情報機器整備 【臨時(継続）】 3億 2,092万円 精神障害者地域活動支援センター等整備 【臨時(継続）】 3,424万円

生活安全行動計画策定 【臨時(新規）】 523万円 運河と海辺の活用推進 【臨時(継続）】 274万円 しばうら保育園管理運営 【レベルアップ】 6億 1,670万円 新郷土資料館開設準備 【臨時(継続）】 15億 5,611万円

環状２号線周辺地区のまちづくり 【臨時(新規）】 1,092万円 地球温暖化対策地域推進計画改定 【臨時(継続）】 616万円 放課ＧＯ→クラブ 【レベルアップ】 4億 225万円 新郷土資料館等複合施設整備 【臨時(継続）】 76億 6,781万円

三田・高輪地区のまちづくり 【臨時(新規）】 918万円 お台場ふるさとの海づくり 【レベルアップ】 1,613万円 地区委員会活動支援 【レベルアップ】 864万円 地域包括ケアシステム推進事業 【レベルアップ】 2,579万円

土地利用現況調査 【臨時(新規）】 1,166万円 みなとタバコルール推進 【レベルアップ】 3億 8,832万円 親子ふれあい助成事業 【レベルアップ】 1,259万円 区立公衆浴場管理運営 【レベルアップ】 2,866万円

中堅所得者向け住宅の転用 【臨時(新規）】 3,341万円 Ⅱ　にぎわうまち 15事業 6億 7,461万円 港区保育室事業 【レベルアップ】 34億 6,511万円 コミュニティバス等福祉事業 【レベルアップ】 1億 4,109万円

耐震改修促進計画推進 【臨時(新規）】 54万円 (1) 地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる 2事業 2億 1,136万円 病児・病後児保育 【レベルアップ】 1億 4,669万円 介護予防訪問事業 【レベルアップ】 2億 3,684万円

（仮称）道路施設維持管理計画の推進 【臨時(新規）】 1,669万円 （仮称）区民マラソン大会実施準備 【臨時(新規）】 1,977万円 認証保育所運営助成 【レベルアップ】 9億 5,658万円 介護予防通所事業 【レベルアップ】 2億 2,183万円

地域特性にあった道路整備の推進 【臨時(新規）】 533万円 旧協働会館保存・活用 【臨時(継続）】 1億 9,159万円 認可外保育施設保育料助成 【レベルアップ】 2,206万円 介護雇用・人材育成支援事業 【レベルアップ】 863万円

（仮称）公園施設等維持管理計画の推進 【臨時(新規）】 1,663万円 (2) 港区からブランド性ある産業・文化を発信する 13事業 4億 6,324万円 地域型保育事業 【レベルアップ】 4億 6,325万円 手話通訳派遣等事業 【レベルアップ】 1,769万円

親子の遊び場づくり≪職員提案≫ 【臨時(新規）】 1,500万円 新技術活用支援 【新規】 528万円 みなと保育サポート事業 【レベルアップ】 1億 1,358万円 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業 【レベルアップ】 272万円

快適な児童遊園トイレの整備 【臨時(新規）】 150万円 国際化推進プラン改定 【臨時(継続）】 1,443万円 子育てひろば等事業 【レベルアップ】 3億 3,986万円 障害者就労支援 【レベルアップ】 4,331万円

（仮称）公共駐車場長期修繕計画の推進 【臨時(新規）】 1,323万円 産業振興プラン改定 【臨時(継続）】 797万円 子育てサポート保育 【レベルアップ】 2,371万円 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

（仮称）自転車等駐車場長期修繕計画の推
進

【臨時(新規）】 1,080万円 商店街多言語対応事業 【臨時(継続）】 1,359万円 小・中学校就学援助 【レベルアップ】 1億 8,681万円 生活困窮者自立支援事業 【レベルアップ】 4,831万円

（仮称）白金台駅自転車等駐車場整備 【臨時(新規）】 2,617万円 区内共通商品券発行支援 【臨時(継続）】 6,451万円 小・中学校特別支援学級就学奨励 【レベルアップ】 353万円 災害医療対策 【レベルアップ】 1,441万円

水辺の散歩道の整備 【臨時(新規）】 852万円 バリアフリー観光の推進 【臨時(継続）】 84万円 小学校施設維持管理 【レベルアップ】 5億 4,288万円 新型インフルエンザ等対策推進 【レベルアップ】 396万円

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に向
けた道路の整備

【臨時(新規）】 1億 2,383万円 観光振興ビジョン策定 【臨時(継続）】 1,089万円 学校支援地域本部事業 【レベルアップ】 836万円 乳幼児健康診査 【レベルアップ】 1億 2,246万円

シティハイツ六本木建替 【臨時(継続）】 28億 3,761万円 （仮称）産業振興センター等整備 【臨時(継続）】 2億 3,309万円 学力向上事業 【レベルアップ】 1億 8,986万円 自殺対策推進事業 【レベルアップ】 639万円

シティハイツ高浜建替 【臨時(継続）】 1億 5,555万円 外国人のための防災対策 【レベルアップ】 934万円 心の教育相談・不登校対策事業 【レベルアップ】 3,192万円 お口の健康診査 【レベルアップ】 2億 6,328万円

シティハイツ車町建替 【臨時(継続）】 817万円 多言語対応推進 【レベルアップ】 2,097万円 国際化対応教育の推進 【レベルアップ】 1億 1,090万円 タバコ対策優良施設制度推進 【レベルアップ】 355万円

屋外広告物景観形成ガイドライン策定 【臨時(継続）】 820万円 販路拡大支援 【レベルアップ】 3,387万円 教科用図書事務 【レベルアップ】 487万円 胃がん検診 【レベルアップ】 3億 3,459万円

虎ノ門三・四丁目街路整備支援 【臨時(継続）】 541万円 港区観光ボランティアガイド事業 【レベルアップ】 617万円 学びの未来応援施策 【レベルアップ】 1,226万円 婦人科検診 【レベルアップ】 4億 1,425万円

快適な公衆トイレの整備 【臨時(継続）】 9,726万円 シティプロモーション推進事業 【レベルアップ】 4,230万円 (2) 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 50事業 124億 510万円
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

【レベルアップ】 2,599万円

都市計画道路整備 【臨時(継続）】 2億 3,902万円 Ⅲ　はぐくむまち 95事業 246億 96万円 認知症初期集中支援事業 【新規】 796万円 障害者スポーツの普及 【レベルアップ】 801万円

公園整備 【臨時(継続）】 1,981万円 (1) 明日の港区を支える子どもたちを育む 45事業 121億 9,587万円 生活支援体制整備事業 【新規】 1,919万円 図書館電算システム保守 【レベルアップ】 1億 8,892万円

都市計画公園整備 【臨時(継続）】 7,239万円 東麻布保育園管理運営 【新規】 3億 6,056万円
シティハイツ六本木等複合施設（サービス
付き高齢者向け住宅等）維持管理

【新規】 2,877万円 Ⅳ　実現をめざして 12事業 2億 2,289万円

児童遊園整備 【臨時(継続）】 4,443万円 産前産後家事・育児支援事業 【新規】 4,447万円 障害者就労支援事業所設備整備等補助 【新規】 1,500万円 ＷＥＢ写真館≪職員提案≫ 【新規】 258万円

駐車施設集約化推進 【臨時(継続）】 1,514万円 保育コンシェルジュの配置 【臨時(新規）】 291万円 学習支援事業 【新規】 1,626万円 公共施設の総合的な管理の推進 【新規】 5,448万円

台場の地域交通の運行 【臨時(継続）】 1億 3,181万円 児童相談所設置に向けた準備 【臨時(新規）】 5,230万円 健康危機管理対策の強化 【新規】 1,044万円 テレビ会議システム運営 【新規】 626万円

小・中学校特定天井等耐震化改修 【臨時(継続）】 6億 725万円 学校教育推進計画等推進 【臨時(新規）】 632万円
がん治療に伴う外見ケア（ウィッグ等購
入）助成

【新規】 309万円 政策評価 【臨時(新規）】 131万円

防犯協会補助金 【レベルアップ】 180万円 学校情報化アクションプラン策定 【臨時(新規）】 994万円 みなと学びの循環事業 【新規】 67万円 情報化計画改定 【臨時(新規）】 46万円

災害対策本部 【レベルアップ】 2,528万円 芝浦小学校校舎増築 【臨時(新規）】 74万円 学校図書館運営支援事業 【新規】 2,016万円 港区基本計画（地区版計画書）改定 【臨時(継続）】 3,634万円

備蓄物資整備 【レベルアップ】 8,795万円 芝浦小学校通学区域新設校整備 【臨時(新規）】 6,565万円 麻布いきいきプラザ等改築 【臨時(新規）】 1,269万円 港区基本計画改定 【臨時(継続）】 1,950万円

高層住宅等の震災対策 【レベルアップ】 2,890万円 港南幼稚園園舎増築 【臨時(新規）】 3億 1,083万円
第３期国民健康保険特定健康診査等実施計
画策定

【臨時(新規）】 421万円 東京2020大会準備・啓発 【臨時(継続）】 1,369万円

防災知識普及・啓発 【レベルアップ】 2,923万円 （仮称）元麻布保育園整備 【臨時(継続）】 1億 104万円 第２期国民健康保険データヘルス計画策定 【臨時(新規）】 227万円 港区史編さん 【臨時(継続）】 6,889万円

家具転倒防止対策等促進事業 【レベルアップ】 1,769万円 青山保育園等整備 【臨時(継続）】 4億 2,557万円 高輪三丁目福祉施設整備 【臨時(新規）】 330万円 改革・創造型思考力向上研修 【臨時(継続）】 421万円

客引き防止プロジェクト 【レベルアップ】 3億 5,197万円 緊急暫定学童クラブ 【臨時(継続）】 7億 8,715万円 赤坂九丁目福祉施設整備 【臨時(新規）】 607万円 全国連携の推進 【レベルアップ】 412万円

景観形成推進 【レベルアップ】 261万円 私立認可保育所等設置支援事業 【臨時(継続）】 6億 7,044万円 高齢者保健福祉計画改定 【臨時(新規）】 914万円 ワーク・ライフ・バランス推進事業 【レベルアップ】 1,104万円

 380億円

◆平成29年度の主要事業一覧 

区民の誰もが安全・安心に、夢と希望を持って暮らせる躍動感に満ちた活力ある港区を実現するための予算 
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