
※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。

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78％、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計の特別会計が約22%の

割合を占めています。

予 算 の 全 体 額

● 令和３年度の一般会計予算は1,624億1,000万円となり、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、

2,083億9,174万9千円となります。

予算編成の考え⽅

新型コロナウイルス感染症から区民の命と健康を守る取組１ 本編は５頁 23億864万円

令和３年度予算における重点的な取組

令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 案 の 概 要

※ 主な取組を掲載しています。

新型コロナウイルス感染症に負けないための取組 感染症を契機とした安全安心

区民生活の負担軽減の取組 区内中小企業者・商店街への支援

子ども・高齢者・障害者の支援

積極的・戦略的な事業立案 新型コロナウイルス感染症対策事業 37事業 計79億円の事業創出１

あらゆる手法での財源確保 計画的に積み立ててきた基金の活用 あらゆる財源の活用２

徹底した経常的経費の節減 事務事業評価の活用 89事業 計11億円の削減３

新型コロナウイルス感染症による特別区民税の減収

ワクチン接種により

区民・医療従事者を守ります！

新型コロナワクチン接種

みなと保健所の体制を強化し
PCR検査や自宅療養を支援します！

保健所体制の強化等

医療に関する相談等を受け付ける
医療安全支援センターを設置します！

医療安全支援センター

保護者・介護者感染時の子ども
高齢者・障害者の生活を支援します！

保護者・介護者不在時の支援

戸籍や住民票発行などの手数料を
１年間無料とします！

証明書手数料の無料化

子育て世帯へ利用者が選択した
食料品等を配送します！

エンジョイ・セレクト事業

再創業を支援し、中小企業者

の資金調達を支援します！

中小企業者への支援

テイクアウト等の導入やコロナ対策経費
を補助し商品券電子化を検討します！

商店街への支援

高齢者や障害者が利用する施設

でのＰＣＲ検査を支援します！

高齢者施設等のＰＣＲ

妊婦全員面接と商品券の

配布により支援します！

町会・自治会への

活動補助を拡充します！

町会・自治会活動を応援

文化芸術活動団体の活動
維持・継続を支援します！

文化芸術活動継続支援

基本方針と具体的な取組

新型コロナウイルス感染症から区民生活を支え産業を守る取組２ 本編は８頁 56億2,138万円

地 域 活 動 へ の 支 援

全ての子どもたちを健やかに育むまちを目指す取組３ 本編は12頁 133億7,774万円

港区子ども家庭総合支援センターの開設 保 育 の 質 の 向 上 子育て環境の整備 学 び の 保 障

子どもの命と権利を守るため、地域
ぐるみで切れ目なく支援します！

保護者負担軽減のため月11回目
以降延長保育料を無料にします！

小規模保育事業所における
一時保育事業を支援します！

産後ドゥーラの利用を拡充し、
担い手を育成します！

給付型奨学金を創設するとともに

R4.4月に芝浜小を開設します！

延長保育の負担軽減 一時保育事業への支援 全ての子どもたちへの学びの保障産後ドゥーラ拡充・育成

誰もが健康で暮らしやすい社会を実現する取組４

新たな時代に対応した区民サービスへ転換する取組５

本編は16頁

本編は20頁

18億5,958万円

６億3,494万円

障害者のバリアフリーと就労機会の創出 共生する地域づくりの推進

みなとプレママ応援事業

障害者の利便性を向上する
アプリを開発します！

分身ロボットの活用を
実証的に実施します！

認知症の人が安心して暮ら
せるよう見守りをします！

基礎的な日本語教室を
実施します！

障害者用アプリの導入 障害者就労の創出 日本語学習支援認知症サポート店認定制度

環境配慮と持続可能な社会の実現安全安心で強靭な都市の形成

安全で快適な道路空間
利用を推進します！

区内のバリアフリー
化を推進します！

屋外密閉型喫煙所など
を整備します！

集団回収団体への報奨
金を引き上げます！

(仮称)自転車交通基本方針 バリアフリー化の推進 みなとタバコルールの推進 リサイクル活動の推進

福祉相談窓口への取組ＩＣＴを活用した区民サービスの向上令和の学びのスタンダード新しい時代を見据えた環境整備

ＩＣＴの活用について区民の
実態調査を行います！

５Ｇを活用した実証実験
や遠隔交流を行います！

児童用デジタル教科書や授業
コンテンツを導入します！

電子書籍サービスを
導入します！

介護のロボット実証実験や
オンライン予防を進めます！

区有施設・窓口でキャッ
シュレス化を進めます！

包括的な相談支援を行う
窓口の設置準備を進めます！

電子書籍サービスの整備ＧＩＧＡスクールの推進５Ｇの活用ＩＣＴの意識調査 介護などでのＩＣＴ活用 キャッシュレス化の推進 福祉総合窓口の設置準備

＜目的別歳出内訳＞ ＜性質別歳出内訳＞

新型コロナウイルス感染症の影響により
特別区民税収入は対前年比74億円
（9.7％）減の約691億円となります

（単位：千円）

当初予算額 構成比

21,144,793 13.0%

30,898,473 19.0%

158,449 0.1%

52,201,715 32.1%

39,664,125 24.4%

うち単独事業費 28,936,511 17.8%

70,544,160 43.4%

162,410,000 100.0%
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当初予算額 構成比

748,048 0.5%

21,633,386 13.3%

6,814,858 4.2%

57,107,828 35.2%

7,299,706 4.5%

14,016,807 8.6%

19,913,716 12.3%

26,199,690 16.1%

158,449 0.1%

7,517,512 4.6%

1,000,000 0.6%

162,410,000 100.0%
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教 育 費

公 債 費

諸 支 出 金

民 生 費

科　　　目
令 和 ３ 年 度

議 会 費
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環 境 清 掃 費

新型コロナウイルス感染症から区民一人ひとりの「命」と「健康」を守るために ～区民とともに明るい未来を築き上げる予算～
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Ⅰ　かがやくまち 31事業 127億 8,251万円 航空機騒音測定調査 　【臨時(継続)】 998万円 児童福祉施設等整備費補助 　【臨時(新規)】 1億 2,499万円 福祉総合窓口設置準備 　【臨時(継続)】 7,053万円

(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 25事業 119億 6,031万円 みなとタバコルール推進 　【レベルアップ】 5億 7,027万円 学校給食費緊急保護者負担軽減事業 　【臨時(新規)】 6,093万円 （仮称）南青山二丁目公共施設整備 　【臨時(継続)】 5,092万円

移動系無線更新 　【臨時(新規)】 4億 33万円 リサイクル活動 　【レベルアップ】 4,493万円 御田小学校改築 　【臨時(新規)】 3,147万円 高齢者エアコン購入費助成事業 　【臨時(継続)】 130万円

六本木・虎ノ門地区のまちづくり 　【臨時(新規)】 935万円 Ⅱ　にぎわうまち 19事業 130億 5,649万円 特別支援教育体制の整備 　【臨時(新規)】 6,294万円
新型コロナウイルス感染症対策在宅
要介護者緊急一時支援事業

　【臨時(継続)】 999万円

耐震改修促進計画推進 　【臨時(新規)】 466万円 (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 6,279万円
新型コロナウイルス感染症対策子どもの
居所提供事業

　【臨時(継続)】 1,645万円 高齢者施設等におけるＰＣＲ検査支援事業 　【臨時(継続)】 2億 732万円

鉄道駅総合改善事業 　【臨時(新規)】 959万円 旧飯倉小学校跡地活用施設整備 　【臨時(継続)】 3,282万円 保育施設誘致促進事業 　【臨時(継続)】 7億 7,022万円
新型コロナウイルス感染症対策障害者の
居所提供事業

　【臨時(継続)】 942万円

浸水ハザードマップ作成 　【臨時(新規)】 1,098万円 町会等活動支援 　【臨時(継続)】 612万円 私立認可保育所等ＩＣＴ化推進事業 　【臨時(継続)】 588万円 感染症検査及び患者搬送 　【臨時(継続)】 1億 975万円

地域交通ネットワークの連携・強化 　【臨時(新規)】 1,786万円 各地区町会等活動支援 　【レベルアップ】 1億 2,385万円
私立認可保育所等新型コロナウイルス
感染症対策

　【臨時(継続)】 9,600万円 感染症入院医療費公費負担 　【臨時(継続)】 5,000万円

感染症対策衛生用品の備蓄 　【臨時(継続)】 637万円 (2) 港区からブランド性ある産業・文化を発信する 16事業 128億 9,370万円 私立幼稚園安全対策支援事業 　【臨時(継続)】 130万円 感染症予防普及啓発 　【臨時(継続)】 50万円

公園整備 　【臨時(継続)】 1億 5,353万円 文化芸術活動継続支援事業 　【臨時(新規)】 3,000万円
私立幼稚園新型コロナウイルス感染症
対策事業

　【臨時(継続)】 700万円 自宅療養支援事業 　【臨時(継続)】 420万円

児童遊園整備 　【臨時(継続)】 7,500万円 創業再チャレンジ支援事業 　【臨時(新規)】 2,141万円 小学校普通教室化改修 　【臨時(継続)】 1億 528万円 新型コロナウイルスワクチン接種 　【臨時(継続)】 14億 6,085万円

白金高輪駅周辺地区のまちづくり 　【臨時(継続)】 188万円 商店街イベント新型コロナ対策支援事業 　【臨時(新規)】 1,310万円 赤羽小学校等改築 　【臨時(継続)】 9億 422万円 みなとプレママ応援事業 　【臨時(継続)】 6,012万円

マンション施策検討業務 　【臨時(継続)】 584万円 文化プログラム推進事業 　【臨時(継続)】 2,500万円 芝浜小学校整備 　【臨時(継続)】 79億 2,786万円 新型コロナこころのサポートダイヤル 　【臨時(継続)】 784万円

若者等の定住に係る施策検討支援 　【臨時(継続)】 580万円 （仮称）文化芸術ホール整備 　【臨時(継続)】 2,338万円 赤坂中学校等改築 　【臨時(継続)】 23億 7,402万円 港区史編さん 　【臨時(継続)】 8,428万円

区民向け住宅の活用 　【臨時(継続)】 518万円 中小企業テレワーク支援事業 　【臨時(継続)】 3,000万円 保育所入所事務 　【レベルアップ】 870万円 港区教育史の編さん 　【臨時(継続)】 6,794万円

シティハイツ高浜建替 　【臨時(継続)】 3億 8,460万円 商店街多言語対応事業 　【臨時(継続)】 983万円 私立認可保育所等保育サービス推進事業 　【レベルアップ】 1億 3,501万円
東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会等気運醸成

　【臨時(継続)】 1,569万円

シティハイツ車町建替 　【臨時(継続)】 5,650万円 区内共通商品券発行支援 　【臨時(継続)】 3億 4,735万円 地域型保育事業 　【レベルアップ】 6億 6,871万円 Ⅳ　実現をめざして 9事業 5億 3,187万円

建築物耐震改修等促進 　【臨時(継続)】 6億 3,302万円 チャレンジ商店街店舗応援事業 　【臨時(継続)】 4,085万円 区内私立保育園委託 　【レベルアップ】 62億 8,275万円
港区議会定例会速記録及び委員会記録
・資料のデジタル化

　【臨時(新規)】 3,350万円

市街地再開発事業支援 　【臨時(継続)】 82億 6,732万円 バリアフリー観光の推進 　【臨時(継続)】 511万円 区立保育園等事業 　【レベルアップ】 7億 4,845万円 港区議会ＩＣＴ化推進事業 　【臨時(新規)】 699万円

連続立体交差事業 　【臨時(継続)】 7億 3,184万円 産業振興センター等整備 　【臨時(継続)】 88億 8,511万円 産前産後家事・育児支援事業 　【レベルアップ】 3,437万円 ＩＣＴ意識調査 　【臨時(新規)】 887万円

電線類地中化の推進 　【臨時(継続)】 2,495万円 地域で育む日本語学習支援プロジェクト 　【レベルアップ】 1,442万円 奨学資金貸付及び給付 　【レベルアップ】 1億 3,912万円 キャッシュレス決済推進 　【臨時(継続)】 1,768万円

都市計画道路整備 　【臨時(継続)】 4億 5,967万円 融資事業 　【レベルアップ】 31億 9,187万円 ＧＩＧＡスクール推進事業 　【レベルアップ】 4億 2,680万円 業務サポートセンター等運営 　【臨時(継続)】 6,932万円

都市計画公園整備 　【臨時(継続)】 382万円 にぎわい商店街事業 　【レベルアップ】 1億 9,229万円 医療的ケア児の支援 　【レベルアップ】 5,113万円 東京2020大会準備・啓発 　【臨時(継続)】 1億 4,631万円

バリアフリー化の計画的な推進 　【臨時(継続)】 2,507万円 シティプロモーション推進事業 　【レベルアップ】 5,054万円 (2) 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 23事業 22億 6,271万円 窓口総合支援システム構築 　【臨時(継続)】 1億 6,857万円

青色防犯パトロール 　【レベルアップ】 2億 2,545万円 ワールドプロモーション 　【レベルアップ】 1,345万円 オンラインを活用した介護予防支援事業  【新規】 196万円 次世代移動通信システム（５Ｇ）の活用 　【臨時(継続)】 7,447万円

客引き防止プロジェクト 　【レベルアップ】 3億 4,219万円 Ⅲ　はぐくむまち 50事業 239億 7,272万円 認知症サポート店認定事業  【新規】 66万円 全国連携の推進 　【レベルアップ】 617万円

避難所機能の強化 　【レベルアップ】 9,949万円 (1) 明日の港区を支える子どもたちを育む 27事業 217億 1,001万円 介護ロボット等導入支援事業  【新規】 700万円

(2) 環境にやさしい都心をみなで考えつくる 6事業 8億 2,220万円 家庭養育の推進  【新規】 5,288万円 障害者情報バリアフリー推進事業  【新規】 465万円

環境美化啓発  【新規】 208万円 各地区保育業務支援システム導入 　【臨時(新規)】 1億 5,956万円 新たな障害者就労の創出  【新規】 570万円

燃料電池ごみ収集車の試験運用協同事業 　【臨時(新規)】 2,554万円 保育業務支援システム導入 　【臨時(新規)】 2,458万円 医療安全支援センターの設置  【新規】 447万円

資源化センター機能強化 　【臨時(新規)】 1億 6,941万円 エンジョイ・セレクト事業 　【臨時(新規)】 4億 8,941万円 電子書籍サービス資料整備  【新規】 2,764万円

※ 予算額は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため、合計額が
　 一致しない場合があります。

※ 本資料は本編Ⅲ章（39頁～）に掲載されている事業を一覧にしています。
　 全事業については、本編Ⅳ章（66頁～）を参照してください。

◆令和３年度の新規・臨時・レベルアップ事業

新型コロナウイルス感染症から区民一人ひとりの「命」と「健康」を守るために ～区民とともに明るい未来を築き上げる予算～

区　分 新規 臨時（新規） 臨時（継続） レベルアップ 合　計

Ⅲ章掲載
事業数 9 21 58 21 109

全事業数 9 48 78 25 160


