
※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75％、国民健康保険や介護保険などの保険医療に関する会計（３つの特別会計）が
約25%の割合を占めています。 

＜性質別歳出内訳＞ ＜目的別歳出内訳＞ 

予 算 の 全 体 額 

合 計

一 般 会 計

区 分

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

2.1%1,883億2,070万２千円 100.0% 1,844億3,182万２千円 100.0% 38億8,888万円

3.2%

169億1,104万１千円 9.0% 159億5,898万１千円 8.7% ９億5,206万円 6.0%

55億4,453万９千円 2.9% 53億7,166万５千円 2.9% １億7,287万４千円

対前年度比較

増減額 増減率

1,415億7,000万円 75.2% 1,388億8,000万円 75.3% 26億9,000万円 1.9%

242億9,512万２千円 12.9% 242億2,117万６千円 13.1% 7,394万６千円 0.3%

当初予算額 構成比

平成31年度 平成30年度

当初予算額 構成比

● 平成31年度の一般会計予算は1,415億7,000万円となり、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、 
 1,883億2,070万２千円となります。 

予算編成の考え方 

  誰もが安全・安心に過ごせる快適でにぎわいあるまちを実現するための取組 １ 

● 災害対策の強化 
停電等に備えた備蓄物資の整備 
280MHz帯防災ラジオの配布  

● まちのルール・マナーが守られる 
  快適なまちづくりの推進 

受動喫煙防止対策の相談窓口設置 
落書き対策防犯カメラの無償貸与 
夜の観光振興と安全・安心の両立  ● 6月3日「港区安全の日」の取組 

セミナーやパネル展等を実施 

● 多彩な魅力の活用・発信や地域の 
  活性化に向けた取組 

港区観光大使による情報発信 
オリジナルナンバープレートの交付 

町会等の活動応援個別プログラム 

● 公共施設等のバリアフリー化など 
  快適なまちづくりへの取組 

駅周辺のバリアフリー化 
道路の段差解消やトイレの整備 

本編は P４ 161億7,138万円 

予算編成方針に掲げた重点施策 

 全ての子どもたちを健やかに育むまちを実現するための取組 ２ 

● 待機児童ゼロの実現に向けた取組 
保育園の整備による定員拡大 

ＡＩを活用した円滑な入園支援 

● 障害のある子どもへの支援の充実 
障害児保育を実施する元麻布保育園の開設 
学校における医療的ケア実施体制を強化 

● 様々な問題を抱える家庭や子どもへの支援の強化 

（仮称）港区子ども家庭総合支援センター整備  
虐待の深刻化や重症化を防ぐ取組の強化 

● 児童・生徒数増加への対応と 
  可能性を広げる教育の推進 

小学校体育館へ冷暖房設備を整備 

ロボット教材を活用した 
プログラミング教育 

学校提案による新たな事業の実施 

● 教職員が子どもたちと向き合える 
  時間の創出 

教職員の意識改革と職場環境改善 

自動採点システムの試行導入 

本編は P６ 126億2,421万円 

本 編 は P 8  44億9,108万円  誰もが健康で心豊かにいきいきと暮らせるまちを実現するための取組 ３ 

● 働き盛り世代の健康を守る 
    取組の充実 

がん精密検査未受診者への受診勧奨 
 インターネットを活用した 

自殺対策相談窓口の案内 

● 地域でいきいきと安心して暮らせる 
  取組の充実 

成年後見制度の利用促進 

住み替えにお困りの高齢者世帯へ 
民間賃貸住宅入居を支援  

● 障害者の地域における自立生活 
 を支える取組の推進 

障害者支援ホーム南麻布の開設 

児童発達支援センター開設に向けた準備 

● 多様な主体や文化、価値観等の 
  交流を促進する取組 

やさしい日本語の普及を推進 
運動場更衣室等のバリアフリー化 

平 成 3 1 年 度 当 初 予 算 の 概 要 

  
 総合支所を中心に、地域の課題を皆で解決し、お互いに支え合う、地域の誰もが 
 安全に安心して心豊かに暮らすことができる港区ならではの地域共生社会の実現 

※ 港区基本計画（平成30(2018)年度～平成32(2020)年度） 

当面の区政運営の方向性          地 域 共 生 社 会平成31年度予算は、港区ならではの地域共生社会の実現に向け、  
 

一人ひとりに向き合い、寄り添い、支え合う、 
安全で安心できる港区をめざす予算 

として編成しました。  
 

森林環境譲与税の使い道 

● 協定木材※の更なる活用 などに充当 
建築物等の木質化を積極的に働きかけ、

森林整備を促進 

 森林環境譲与税は、平成31年度から新たに 
国から配分され、森林整備等に使われます。 

（歳入予算額900万円）  
 

みなと区民の森の整備 
● これまでの取組 

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度  等 

+ 

※区と協定締結した自治体から産出された木材 

本編はP28 

スポーツ・文化振興 
2020大会気運醸成 
障害者スポーツの普及・啓発 
文化プログラムの推進 

区の魅力発信 
シティプロモーション推進 
観光ボランティア育成 

受入環境整備 
バリアフリーの推進 
客引き・落書き防止 
みなとタバコルールの推進 

スポーツを「する」「みる」 
「支える」文化の定着 

誰もが豊かな文化芸術 
 に親しむ環境の整備 

誰もが快適に過ごすことが 
できるまちの実現 

区の魅力を国内外に広く発信 
レガシー 

東京2 0 2 0大会を見据えた取組 本編はP 2 2 

ラグビーワールドカップ2019に 
向けた気運醸成 

1,883億円 
100％ 

55億円 2.9％ 

169億円 
9.0％ 

243億円 
12.9％ 

1,416億円 
75.2％ 

● 国民健康保険事業会計 
  ※国民健康保険に関する会計 
  ・各種保険給付、無料健康相談、 
   医療費通知、特定健康診査等 

● 介護保険会計  
  ※介護保険に関する会計 
  ・要介護認定、保険給付、 
   給付費通知等 

● 後期高齢者医療会計 
  ※後期高齢者医療に関する会計 
  ・無料健康相談、基本健診、 
   夏季・秋季保養施設開設等   

● 一般会計   
  ※基本的な活動に必要な経費 
   を計上した根幹となる会計  

（単位：千円）

当初予算額 構成比

20,336,789 14.4%

27,248,464 19.2%

239,180 0.2%

47,824,433 33.8%

25,797,995 18.2%

うち単独事業費 13,233,561 9.3%

67,947,572 48.0%

141,570,000 100.0%

区　　　　分
平 成 3 1 年 度

そ の 他 経 費

合        計　

義
務
的
経
費

人　件　費

扶　助　費

公　債　費

小      計　

投 資 的 経 費

（単位：千円）

当初予算額 構成比

719,824 0.5%

26,656,646 18.8%

5,903,886 4.2%

55,640,808 39.3%

5,530,211 3.9%

2,772,452 2.0%

17,304,052 12.2%

18,793,706 13.3%

239,180 0.2%

7,509,235 5.3%

500,000 0.4%

141,570,000 100.0%

民 生 費

科　　　目
平 成 3 1 年 度

議 会 費

総 務 費

環 境 清 掃 費

予 備 費

合        計

衛 生 費

産 業 経 済 費

土 木 費

教 育 費

公 債 費

諸 支 出 金

 ※ 主な取組を掲載しています。 



ミストを活用したクールスポットの設置 　【臨時(継続)】 4,261万円 保育施設誘致促進事業 　【臨時(継続)】 10億 6,704万円 高輪三丁目福祉施設整備 　【臨時(継続)】 271万円

泳げるお台場の海創生事業 　【レベルアップ】 4,958万円 空きクラスを活用した１歳児定員拡大事業 　【臨時(継続)】 1億 1,032万円 麻布地区福祉施設整備 　【臨時(継続)】 745万円

Ⅰ　かがやくまち 39事業 86億 9,682万円 生物多様性推進事業 　【レベルアップ】 1,314万円 私立認可保育所等ＩＣＴ化推進事業 　【臨時(継続)】 2,016万円 障害保健福祉センター維持管理 　【臨時(継続)】 3億 7,208万円

(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 24事業 73億 6,687万円 みなとタバコルール推進 　【レベルアップ】 4億 4,700万円
（仮称）港区子ども家庭総合支援センター
整備

　【臨時(継続)】 6億 6,520万円 麻布いきいきプラザ等改築 　【臨時(継続)】 3,266万円

港区安全の日 　【新規】 123万円 みなとモデル森林整備促進 　【レベルアップ】 4,035万円 教職員の働き方改革推進事業（教育長室） 　【臨時(継続)】 1,278万円 南麻布四丁目福祉施設整備 　【臨時(継続)】 8億 6,194万円

土砂災害対策 　【臨時(新規)】 407万円 食品廃棄物・食品ロス削減推進事業 　【レベルアップ】 866万円
教職員の働き方改革推進事業（生涯学習ス
ポーツ振興課）

　【臨時(継続)】 487万円 （仮称）南青山二丁目公共施設整備 　【臨時(継続)】 3,258万円

避難所機能の強化 　【臨時(新規)】 4,395万円 Ⅱ　にぎわうまち 15事業 21億 3,492万円 教職員の働き方改革推進事業（学務課） 　【臨時(継続)】 94万円 精神障害者地域活動支援センター等整備 　【臨時(継続)】 5,664万円

区内事業所の防災力の強化 　【臨時(新規)】 359万円 (1) 地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる 6事業 3億 4,523万円 小学校普通教室化改修 　【臨時(継続)】 654万円 港区教育史の編さん 　【臨時(継続)】 5,595万円

まちづくりガイドライン策定等に向けた基
礎調査

　【臨時(新規)】 1,220万円 地域で育む日本語学習支援プロジェクト 　【新規】 330万円 赤羽小学校等改築 　【臨時(継続)】 8億 9,844万円
東京2020大会に向けた文化交流プログラム
推進事業

　【臨時(継続)】 59万円

連続立体交差化計画推進 　【臨時(新規)】 1億 7,158万円 港区民栄誉賞 　【新規】 36万円 高輪台小学校校舎増築 　【臨時(継続)】 1億 2,935万円
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)】 2,360万円

（仮称）一の橋公園自転車駐車場整備 　【臨時(新規)】 821万円 伝統文化交流館整備  【臨時(継続)】 2億 9,765万円 （仮称）芝浦第二小学校整備 　【臨時(継続)】 8億 4,670万円 港区社会福祉協議会支援 　【レベルアップ】 1億 8,418万円

震災復興基金積立金 　【臨時(継続)】 町会等活動支援  【臨時(継続)】 2,062万円 赤坂中学校等改築 　【臨時(継続)】 1億 9,410万円 成年後見制度利用促進事業 　【レベルアップ】 3,828万円

公園整備 　【臨時(継続)】 1億 7,499万円 多言語対応推進  【レベルアップ】 1,703万円
教職員の働き方改革推進事業（教育指導
課）

　【臨時(継続)】 9,292万円 障害者差別解消推進 　【レベルアップ】 421万円

快適な公衆トイレの整備 　【臨時(継続)】 1億 28万円 やさしい日本語推進  【レベルアップ】 627万円 みなと科学館開設準備 　【臨時(継続)】 1億 2,355万円 自殺対策推進事業 　【レベルアップ】 692万円

児童遊園整備 　【臨時(継続)】 5,603万円 (2) 港区からブランド性ある産業・文化を発信する 9事業 17億 8,969万円 新教育センター等整備 　【臨時(継続)】 30億 9,383万円 予防接種事業 　【レベルアップ】 11億 291万円

環状２号線周辺地区のまちづくり 　【臨時(継続)】 108万円 夜の観光施策の推進 　【新規】 1,987万円 赤坂子ども中高生プラザ管理運営 　【レベルアップ】 1億 5,810万円 がん検診 　【レベルアップ】 11億 2,625万円

シティハイツ高浜建替 　【臨時(継続)】 9,111万円 商店街多言語対応事業 　【臨時(継続)】 417万円 高輪地区港区保育室事業 　【レベルアップ】 16億 7,148万円 障害者スポーツの普及 　【レベルアップ】 2,388万円

シティハイツ車町建替 　【臨時(継続)】 1億 490万円 区内共通商品券発行支援 　【臨時(継続)】 6,427万円 保育所入所事務 　【レベルアップ】 2,797万円 総合型地域スポーツ・文化クラブ設立 　【レベルアップ】 235万円

建築物耐震改修等促進 　【臨時(継続)】 8億 3,066万円 バリアフリー観光の推進 　【臨時(継続)】 514万円 要保護児童・要支援児童等対策 　【レベルアップ】 863万円 いきいきプラザ等介護予防事業 　【レベルアップ】 7,869万円

都市計画道路整備 　【臨時(継続)】 6億 3,281万円 （仮称）産業振興センター等整備 　【臨時(継続)】 8億 4,321万円 地域学校協働活動推進事業 　【レベルアップ】 1,584万円 Ⅳ　実現をめざして 10事業 7億 1,658万円

都市計画公園整備 　【臨時(継続)】 4億 5,991万円 融資事業 　【レベルアップ】 7億 8,682万円 食育の推進（小・中学校） 　【レベルアップ】 2,600万円
原動機付自転車等のオリジナルナンバープ
レート

 【新規】 97万円

親子の遊び場づくり 　【臨時(継続)】 394万円 商工ネット事業 　【レベルアップ】 950万円 子育てサポート保育 　【レベルアップ】 3,181万円 住民税申告サポート  【新規】 157万円

駐車施設集約化推進 　【臨時(継続)】 49万円 シティプロモーション推進事業 　【レベルアップ】 4,586万円 学力向上事業 　【レベルアップ】 1億 8,292万円 業務サポートセンター等運営  【新規】 7,651万円

高齢者の運転免許証自主返納促進 　【臨時(継続)】 19万円 港区観光ボランティアガイド事業 　【レベルアップ】 1,086万円 学校非常勤講師 　【レベルアップ】 8,709万円
高輪ゲートウェイ駅周辺地区住居表示再整
備

　【臨時(新規)】 356万円

防災行政無線難聴対策 　【レベルアップ】 8,014万円 Ⅲ　はぐくむまち 68事業 153億 8,680万円 特別支援教育の推進 　【レベルアップ】 1億 3,203万円 ワークスタイル改革（執務環境） 　【臨時(新規)】 1億 8,799万円

落書き対策 　【レベルアップ】 917万円 (1) 明日の港区を支える子どもたちを育む 38事業 110億 5,026万円 タブレット端末活用推進事業 　【レベルアップ】 4,802万円 ワークスタイル改革（ＩＣＴ環境） 　【臨時(新規)】 3億 363万円

客引き防止プロジェクト 　【レベルアップ】 3億 3,657万円 元麻布保育園管理運営 　【新規】 4,965万円 (2) 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 30事業 43億 3,654万円 東京2020大会準備・啓発 　【臨時(継続)】 7,179万円

運河の魅力向上事業 　【レベルアップ】 2億 3,978万円 子どもの孤食解消と保護者支援推進事業 　【新規】 130万円 高齢者民間賃貸住宅入居支援事業  【新規】 303万円 仕事の進め方改善支援 　【臨時(継続)】 400万円

(2) 環境にやさしい都心をみなで考えつくる 15事業 13億 2,995万円 医療的ケア児・障害児保育支援 　【新規】 2,117万円 障害者支援ホーム管理運営  【新規】 921万円 オープンデータの活用 【レベルアップ】 1,503万円

ハクビシン等対策 　【新規】 130万円 新生児聴覚検査 　【新規】 889万円 みなと障がい者福祉事業団支援事業  【新規】 2,500万円 ＩＣＴ活用による業務効率化の推進 【レベルアップ】 5,154万円

全国連携による環境学習 　【新規】 144万円 学びの多様性推進プロジェクト 　【新規】 262万円 生活衛生システム導入  【新規】 7,732万円

海洋プラスチックごみの発生抑制 　【新規】 1,056万円 学校提案事業 　【新規】 171万円 在宅人工呼吸器使用者療養支援事業  【新規】 180万円

戸別訪問収集作業時におけるＡＥＤ（自動
体外式除細動器）の携行

　【新規】 32万円 コミュニティ・スクールの推進 　【新規】 131万円 受動喫煙防止対策推進事業  【新規】 1,714万円

区有施設ＬＥＤ化推進 　【臨時(継続)】 1億 5,367万円 医療的ケア児の支援 　【新規】 927万円 三田二丁目福祉施設整備 　【臨時(新規)】 45万円

建築物低炭素化促進 　【臨時(継続)】 1,357万円 旧神応小学校改修 　【臨時(新規)】 6,613万円
ラグビーワールドカップ2019に向けた気運
醸成事業

　【臨時(新規)】 2,168万円

全国連携による再生可能エネルギー活用 　【臨時(継続)】 297万円
（仮称）港区子ども家庭総合支援センター
開設準備

　【臨時(新規)】 267万円 文化プログラム推進事業 　【臨時(継続)】 5,201万円

資源化センター管理運営 　【臨時(継続)】 2億 9,459万円 小学校体育館冷暖房整備 　【臨時(新規)】 2億 101万円 （仮称）文化芸術ホール整備 　【臨時(継続)】 2,891万円

東京2020大会に向けた道路の整備 　【臨時(継続)】 2億 5,019万円 青山保育園等整備 　【臨時(継続)】 10億 2,793万円 港区史編さん 　【臨時(継続)】 8,612万円

 40億円

※ 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Ⅳ章（Ｐ33～）に掲載されている主な事業を一覧にしています。
　全事業については、本編Ⅴ章（Ｐ60～）を参照してください。

◆平成31年度の新規・臨時・レベルアップ事業 

一人ひとりに向き合い、寄り添い、支え合う、安全で安心できる港区をめざす予算 

区　分
第Ⅳ章掲載
事業数

全事業数

新規 25 25
臨時・新規 14 45
臨時・継続 56 84
レベルアップ 37 38
合　　計 132 192
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