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[計] ： 計画事業

[新] ： 新規事業
[ レ] ： レベルアップ事業
[政] ： 政策枠事業

企 画 政 策 部
（ 単 位 ： 千 円 ）

1 実施計画策定 1,600 0 　基本構想を実現するため、平成１７年度から１９年

新 度までの基本構想実施計画を策定する。

①策定関係経費 1,555千円

②事務費 45千円

2 行財政改革推進経費 3,412 3,653 　区民ニーズに応え、安定した区政運営を行うため

の行財政改革推進計画を実施する。

①新生文京をつくる区民協議会委員謝礼 642千円

②推進関係経費 2,388千円

③事務費 382千円

3 基本構想推進会議運営経費 820 589 　 現行基本構想実施計画の進行管理を行うととも

計 に、新たな計画に区民意見を反映させる。

レ ①委員謝礼 570千円

②事務費 250千円

4 区民憲章策定 2,218 3,326 　区民との協働・参画のための仕組みの構築を検

討し、さらに区民参画を図りながら、区民憲章を策

定する。

①区民会議委員等謝礼 316千円

②推進関係経費 1,270千円

③資料購入、会議経費 320千円

④事務費 312千円

5 新公共経営推進経費 51 569 ＮＰＯとの協働体制を構築するための支援を行う。

（ＮＰＯ等支援） ①資料等購入経費 27千円

②事務費 24千円

6 ホームページ運営 8,959 8,942 　区政に関する情報の提供と広聴機能を充実させ

計 るため、ホームページを運営する。

7 有線テレビ広報活動 155,951 155,951 　都市型有線テレビの区民チャンネルを活用して

広報活動を展開する。

①番組制作委託 130,049千円

②放送業務委託 19,970千円

③緊急防災情報システム委託 1,392千円

新 ④番組制作ボランティア取材委託 205千円

⑤事務費等 4,335千円

8 ＩＴリーダーの創設 2,625 0 　職場のＩＴ化を推進するため、各職場にＩＴ化推進

計 の中核となるＩＴリーダーを配置する。

新
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9 ＬＧＷＡＮ接続 4,617 6,201 　電子自治体の基盤として地方公共団体を相互に

計 （総合行政ネットワーク接続） 接続する行政専用のネットワークである「ＬＧＷＡＮ」

を運用する。

レ ①機器借上げ及び保守 3,408千円

②通信費 894千円

新 ③ＩＣカード購入 315千円

10 グループウェアの導入 48,669 0 　職員間で迅速・確実に情報を共有し、迅速な情

計 報交換と意思決定、業務の効率化を図るため、庁

新 外の各施設を庁内ネットワークに接続するとともに、

グループウェアを導入する。

①システム構築費 5,250千円

②ソフトウェア利用権 5,250千円

③システム借上げ保守委託 14,700千円

④研修委託経費 3,675千円

⑤ネットワーク増設 19,203千円

⑥事務費 591千円

総　　務　　部
（ 単 位 ： 千 円 ）

1 競輪再開反対関連経費 550 0 　東京都が表明した後楽園競輪再開について反対

新 運動を展開する。

①推進関係経費 457千円

②調査旅費 93千円

2 安全対策関係経費 1,545 0 　区民・学識経験者等で構成する協議会を設置し、

新 区民生活の安全を確保するための条例制定に向け

た検討を行う。

①協議会開催経費 298千円

②推進関係経費 983千円

③調査旅費等事務費 264千円

3 外部監査経費 7,395 9,600 　外部の専門的な知識を有する者から、契約によっ

て監査を受けることにより、地方公共団体の監査機

能の独立性と専門性を充実させる。

①包括外部監査委託 5,145千円

②個別外部監査経費 2,100千円

③選定委員会専門員謝礼 50千円

④調査旅費・図書購入費 100千円

4 私立幼稚園預かり保育推進事業 6,084 6,084 【緊急地域雇用創出特別補助事業】

　私立幼稚園に委託し、通常の教育時間終了後の

預かり保育実施を推進する。

5 徴収指導員の設置 3,818 0 　滞納整理を強化するため、徴収指導員（非常勤）

新 を設置する。

説　　　　　　　明事   業   名 １６年度 １５年度 　　

説　　　　　　　明事   業   名 １６年度 １５年度 　　
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6 生活復興マニュアル策定 3,500 0 　大震災が発生した場合に備え、生活復興を円滑

新 に進めるため、具体的な取組や手順を示すマニュ

アルを策定する。

7 資料資材整備 2,234 3,526 災害対策従事職員用の資材等を整備する。

新 ①救出・救護班用救助資材 438千円

②その他防災服貸与等 1,796千円

8 災害用備蓄物資整備 4,149 7,160 非常食 438千円

　災害時における区民及び帰宅困難者の非常食を

確保する。

備蓄資器材 3,711千円

　避難所生活に対応できる備蓄物資を整備する。

計 ①大型テントの整備　　２張　　　     897千円

②備蓄備品（組立式大型便器外）　 474千円

新 ③備蓄備品（軽量折畳み式車椅子） 282千円

④備蓄消耗品（保温衣具外）　　　　  1,483千円

⑤保守点検等               　　　　　　 575千円

9 防災施設維持管理 7,496 6,324 　避難所となる区立小・中学校の備蓄体制を強化

するため、狭小な学校備蓄倉庫を充実する。また、

生活用水の確保のための整備等を実施する。

①備蓄倉庫拡充 1,402千円

ア 工事費 100千円

計 イ プレハブ倉庫・物品棚購入 1,302千円

②災害時の民間井戸等活用及び整備 1,050千円

電動ポンプ修理　外

③維持費 3,385千円

【緊急地域雇用創出特別補助事業】

新 ④学校備蓄倉庫の物資点検及び清掃 1,659千円

　委託

１４か所

10 区民防災組織の育成 3,328 3,084 　区民防災組織の育成に向け、防災資器材の貸与

や防災訓練等の活動に助成するとともに、地域の防

災リーダーづくりを進める。

①防災資器材格納庫設置等 1,455千円

計 ②区民防災組織の活動助成 875千円

計 ③可搬式小型ポンプ等の購入 754千円

新 ④防災リーダーの育成 244千円

11 防災訓練 20,785 26,104 地域防災訓練等 15,233千円

　防災組織及び町会を対象とした出火防止・初

期消火訓練等を実施する。

総合防災訓練 4,269千円

　防災組織、防災関係機関及び区職員を対象

として、災害対策活動を円滑にするため、総合

的で実践的な防災訓練を実施する。

計 避難所運営訓練 1,283千円

　防災行動力の向上を図るため、避難所となる

区立小・中学校において実践的な避難所の運

営訓練を実施する。　　　　　　　９回実施予定

　　 説　　　　　　　明事   業   名 １６年度 １５年度

－　3　－



12 防災無線屋外子局維持補修 1,000 4,040 防災無線屋外子局の維持補修を行う。

屋外子局マスト錆補修工事

区民部
（ 単 位 ： 千 円 ）

1 町会会館建設費等助成 2,300 0 　町会・自治会の会館新築、増築、改修等の経費の

一部を助成する。

2 (仮称）地域交遊館準備経費 770 0 　(仮称)地域交遊館設置のための準備を行う。

新

　

3 地域活動センター及び会館 91,639 102,305 　町会、自治会、青少年対策地区委員会等の自主

計 の管理及び維持 的な地域活動を支援するため、地域活動センターを

運営する。

　また、地域活動センター及び会館の維持管理を行

う。

　①地域活動センター管理 1,439千円

　②地域活動センター及び会館維持 90,200千円

4 地域・文化振興公社補助金 112,452 132,671 ［響きの森文京公会堂］

　 事業補助  （財）文京区地域・文化振興公社が響きの森文京公

会堂で実施する自主事業を補助する。

自主事業　３１事業実施予定

［内訳］

　　　　　　大ホール 36,705千円

　・芸術鑑賞事業　　　　９事業

　・共催事業　　　　　　　８事業

　・区民参加事業　　　　３事業

　　　　　　小ホール

　・芸術鑑賞事業　　　　９事業

　 　・共催事業　　　　　　　１事業

　・区民参加事業　　　　１事業

［その他施設］

75,747千円

5 施設管理運営委託 100,311 89,336 　響きの森文京公会堂の管理運営を（財）文京区地

レ 響きの森文京公会堂 域・文化振興公社に委託する。

　①機械等設備保守点検 28,816千円

　②施設管理業務 60,997千円

　③備品等保守 898千円

　④維持管理諸経費 9,600千円

事   業   名 １６年度 １５年度 　　 説　　　　　　　明

１５年度 説　　　　　　　明事   業   名 １６年度 　　　　　　

－　4　－



6 ごうら荘管理費　 146,965 178,507 　区民の健康と福祉の増進を図るため、区民保養所

を運営管理する。

客室　１８室（心身障害者用室　２室）

定員　７１人

　①運営費 216千円

　②事業費 107,460千円

　③施設維持管理費 34,751千円

　④交付金 4,538千円

7 湯之谷やまびこ荘管理費 70,124 71,274 　区民の健康と福祉の増進を図るため、山村体験施

設を運営管理する。

客室　９室　　定員　４９人

　①運営費 5,2１３千円

　②事業費 42,319千円

　③施設維持管理費 22,592千円

8 五大まつり助成 5,253 5,254 文京区花の五大まつりのＰＲ経費等の補助を行う。

計  ①補助金 5,100千円

 ②事務費 153千円

9 経営改善専門家派遣事業 200 400 　（財）東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業

計 を中小企業者が利用した際に、自己負担分の一部

を助成する。

10 異業種交流事業 460 860 　BUN-NET会員企業をはじめ、広く区内中小企業

計 者を対象に、異なる事業分野の企業間の交流を図る

ため、情報交換会や勉強会を実施する。

11 若手リーダー交流促進事業 500 2,000 　企業間の交流を深め、経営の活性化を図るため、

計 区内企業若手経営者等の活動費を補助する。

12 中小企業セミナー 4,047 4,840 　区内中小企業者等を対象に、経営に必要な知識

の習得や技術の向上を図る内容のセミナーを開催

する。

　①産業振興セミナー 334千円

計 　②起業家支援セミナー 487千円

計 　③文京ビジネス塾 748千円

計 　④印刷技術取得スクール 2,196千円

　⑤その他セミナー事務費 282千円

13 ＩＳＯ認証取得支援 4,120 7,670 　区内産業の企業信用力を高めるため、企業のＩＳＯ

計 （９０００シリーズ、１４０００シリーズ）の認証取得を支

援する。

　①ＩＳＯ認証取得費等補助金 4,000千円

　②審査員謝礼 100千円

　③事務費 20千円

説　　　　　　　明　　１５年度１６年度事   業   名

－　5　－



14 新製品・新技術開発費等補助 2,231 5,481 　新製品や新技術の試作や研究開発にかかる費用

計 （開発費又はPR経費）の一部を補助することにより、

中小製造業者の新分野への進出を支援する。

　①新製品・新技術開発費等補助 2,000千円

　②審査会経費 200千円

　③事務費 31千円

15 産業情報ネットワーク事業 19,792 16,304 　中小企業振興センターのコンピュータシステムに

計 ＢＵＮ－ＮＥＴ会員企業情報を登録し、ホームページ

レ を通じて広く一般に提供する。

16 中小企業向け設備投資助成 1,800 2,069 　小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必

計 要な設備の導入を促進するため、（財）東京都中小

企業振興公社が行う設備貸与制度（割賦購入・リー

ス）を利用した際の損料及びリース料の一部を区が

助成する。

　①割賦購入助成 820千円

　②リース料助成 980千円

17 少人数私募債発行支援事業 7,537 6,044 　区内中小企業者が経営基盤の強化を図るために

計 行う私募債の発行を支援する。

　①利息補助 7,500千円

　②講師謝礼 20千円

　③事務費等 17千円

18 商店街振興対策 13,371 15,860 　区内商業の活性化及び商店街の振興発展を図る

ため、商店街が催す売出し等の事業に対し助成す

る。

　①中元売出し 1,988千円

　②歳末売出し 3,056千円

　③商店街振興助成 7,176千円

　④優良商店街見学会 97千円

　⑤広告宣伝委託等 1,054千円

19 商店街販売促進事業補助 21,306 12,006 　区内商店街の販売促進及び活性化を図るため、各

計 商店街が独自に行う催事等の企画及び事業に対し

レ 助成する。

　①催事補助 7,000千円

　②新・元気を出せ商店街事業補助 14,300千円

　③事務費 6千円

20 商店街振興組合設立指導及び 762 765 　商店街振興組合の新規設立に対する指導及び助

計 補助 成を行う。

21 商店街環境整備事業補助 17,002 8,502 　商店街の振興を図るため、各商店が装飾灯の共同

計 施設を新設・改修する際に助成する。

レ 　①事業補助 17,000千円

　②事務費 2千円

１６年度事   業   名 　　１５年度 説　　　　　　　明
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22 商店街ポイントカード事業補助 1,129 1,129 　区内共通ポイントカードシステムの導入に際し、端

計 末機購入経費等の助成を行う。

23 チャレンジショップ支援事業 3,508 3,508 　区内商店街に発生した空き店舗に出店を希望する

者に対し家賃補助を行い、専門家による経営相談等

の支援を行う。

　①家賃補助 3,000千円

　②専門家派遣委託料 500千円

　③事務費 8千円

24 若手商人（あきんど）塾 476 0 　区内商店街の若手会員を対象に、将来のリーダー

新 としての研修を行い、商店街の活性化を図る。

25 産学連携支援事業 102 0   区内中小企業が区内大学のＴＬＯ（技術移転機

新 関）等と連携し、研究成果を活用した新技術・新分

野進出が行えるよう、橋渡しを行う。

26 観光リーフレット作成助成 2,359 0 　観光協会が作成する、区内観光地施設、名所及

計 び旧跡を紹介するリーフレットについて助成を行う。

27 「文の京一葉物語」事業 1,000 0 　観光協会が行う、樋口一葉ゆかりの地を紹介する

新 （樋口一葉関連事業助成） 観光案内板設置等の事業について助成する。

政 　　

28 技能名匠者認定事業 563 613 　永く同一職業に従事し、優秀な技術、技法をもって、

計 その継承及び後継者の育成を通し、商工振興の発

展に貢献するものを技能名匠者として認定する。

29 中小企業等資金融資あっせん 481,973 457,912 　区内中小企業者に対する融資あっせんを行い、借

計 入者の負担軽減を図るため、利子補給の助成を行う。

 ［一般融資］

 （１）一般資金

 （２）小規模企業資金

 （３）創業支援資金

 ［特別融資］

 （１）経営環境変化対策資金

 （２）短期運転資金

 （３）環境整備改善資金

 （４）緊急事業資金

 （５）団体運転資金

 （６）事業活性化資金

 （７）地域産業振興資金

 （８）チャレンジショップ支援資金

①利子補給 479,062千円

レ ②事務費 2,911千円

　　事   業   名 １６年度 説　　　　　　　明１５年度
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30 中小企業勤労者生活資金融資 5,200 10,413 　中小企業勤労者の生活の安定と勤労意欲の向上

を図るため、生活資金の融資あっせんを行う。

　①預託原資 5,000千円

　②利子補給 200千円

31 一般消費者啓発 2,530 3,715 　一般消費生活に関する情報を速やかに周知させ、

計 意識啓発を行うことにより、消費者被害の未然防止を

図る。

32 消費者相談室運営 14,053 9,930 　消費生活についての疑問及び苦情についての相

計 談業務を行うとともに、消費者教育のための情報提

レ 供を行う。

33 消費者団体連絡会運営 325 204 　連絡会を設置することにより、区内の消費者団体に

計 対して相互の活動情報を交換する場所を提供すると

レ ともに、活動の活性化及び育成を行う。

34 グリーンコンシューマー普及事業 450 450 　消費者団体が実施するグリーンコンシューマーリズ

計 補助 ム普及事業に対し補助を行う。

35 住民基本台帳ネットワーク 11,422 29,462 　住民基本台帳の全国ネットワークにより広域サービ

計 システムの運営 スを提供することを目的とする。

　①機器借上げ及び保守点検 8,695千円

　②事務費 2,727千円

36 公的個人認証サービス 319 0 　電子申請の円滑な利用の促進を図るため、電子

新 証明書を発行する。

37 青少年対策地区委員会行動 450 0 　（仮称）青少年健全育成支援計画の策定を受けて、

新 計画の策定 各地区対策委員会ごとに行動計画を策定する。

38 青少年対策推進関係機関 196 214 　青少年の健全育成及び非行防止に関して、関係

計 連絡会 機関の連携を保ち、情報交換や啓発活動を行う。

39 子ども１１０番ステッカー事業 513 564 　子ども１１０番ステッカー事業の実施により、子ども

計 の緊急避難場所を確保するとともに、地域における

犯罪抑止効果と防犯意識の向上を図る。

40 社会を明るくする運動 847 807 　文京区社会を明るくする運動実施委員会を中心に

計 地域に根ざした運動を展開する。

41 青少年対策地区委員会活動 9,181 9,234 　青少年対策地区委員会を支援することにより、青少

計 支援 年の健全育成を推進するとともに、青年リーダーの育

成を行う。

42 青年組織育成事業 76 664 　青年層に向けた施策のあり方について、区内の青

計 年たちと共に検討を行う。

　　 説　　　　　　　明事   業   名 １６年度 １５年度
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43 青少年の社会参加 2,000 2,000 　区内在住・在学・在勤の青少年を対象としてＮＰＯ

計 等が実施する社会参加を推進する事業に対し、補助

する。

44 男女平等参画啓発事業 2,189 3,089 　男女平等参画社会の形成を目指してジェンダー・

　 フリー意識を浸透するため、啓発事業を行う。

　①男女共同参画週間記念事業 281千円

　②男女平等参画セミナー 700千円

　③啓発誌の発行 853千円

　④それいけ！ジェンダー・フリー 122千円

　⑤事務費 233千円

45 男女平等参画意識実態調査・ 4,490 0 【緊急地域雇用創出特別補助事業】

計 白書 　男女平等参画社会に向けた区民意識実態調査

新 を実施し、白書を作成する。

46 男女平等センター自主運営 30,263 31,083 　文京区女性団体連絡会による男女平等センター

計 補助 の自主運営に対し補助する。

47 男女平等センター施設管理 8,682 8,876 　文京区女性団体連絡会に男女平等センターの施

計 委託 設管理を委託する。

福祉部
（ 単 位 ： 千 円 ）

1 民生・児童委員一斉改選経費 662 0 　３年ごとの一斉改選にあたり、民生・児童委員の推

新 薦を行う。

2 成年後見制度利用支援事業 1,408 1,763 　身寄りがいないなどの理由により、成年後見の申立

てができない痴呆性高齢者等に対して、区長が成年

後見の審判申立てを行う。また、その経費を助成す

る。

3 福祉サービス第三者評価事業 1,500 1,000 　事業者等が第三者評価を受けることを支援し、福祉

レ サービスの質の向上を図る。

4 福祉サービス情報提供事業 416 0 　福祉サービスが利用者の選択となり、その選択に資

新 するために必要な情報を提供する。

5 ひとり親家庭緊急一時ホームヘ 5,569 5,245 　一時的傷病や就職活動等で家事又は育児等の日

ルパー派遣事業 常生活に支障をきたした小学校６年生以下の児童が

いる、ひとり親家庭の自立を支援するために、緊急一

時的にホームヘルパーを派遣する。

　　①委託料 5,381千円

　　②事務費 188千円

１５年度事   業   名 １６年度

説　　　　　　　明 　　　　　　

説　　　　　　　明　　

事   業   名 １６年度 １５年度
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6 社会福祉協議会補助　 13,931 14,848 計    　①権利擁護センター事業補助 1,781千円

　福祉サービスの利用支援と苦情解決に関する

事業を一体的に運営し、福祉サービス利用者の

支援、保護を図る。

計      ②ふれあいサロン活動事業補助 774千円

　地域の支え合い活動として、住民自身が高齢

者等と共に交流するサロン活動を支援する。

計      ③ボランティア・市民活動センター運営補助

11,376千円

　区民のボランティア活動への参加意欲をより向

上させるための環境づくりを支援する。

7 地域福祉推進事業 2,143 2,366 　地域の民間団体が行う、地域に根ざした在宅福祉

サービス事業について助成する。

8 巡回入浴サービス委託 5,991 6,184 　民間の入浴サービス業者に委託し、入浴が困難な

身体障害者に対し、巡回入浴を実施する。

　　対象者　１５人　　　一人当たり年間３９回

9 心身障害児（者）通所授産事業 29,772 23,020 民間通所授産施設に対し、運営費の補助を行う。

運営補助 　　①山鳥実習所 13,915千円

レ 　　②工房わかぎり 13,894千円

　　③利用者交通費助成 1,963千円

10 心身障害者（児）介護人等派遣 1,522 1,499 　聴覚障害者が健聴者との意思疎通を円滑にするた

計 事業　手話通訳者派遣 め、手話通訳を必要とする場合に、通訳者を派遣す

る。

11 心身障害者（児）理美容サー 1,098 1,530 　理髪店等へ出かけることの困難な重度の障害者

計 ビス （児）に対して、理容師又は美容師による出張理美

容サービスを実施する。

12 知的障害者デイサービス 9,251 10,000 　就労が困難な在宅知的障害者に対し、通所により

センター運営事業 地域生活を送ることを支援する。

　　通所定員   １５人  

13 在宅心身障害者（児）緊急一時 3,012 1,514   在宅の心身障害者（児）を日常的に介護している

計 介護委託費助成 家族が、冠婚葬祭等の理由により一時的に介護を

レ 行うことが困難になったときに、介護人から障害者

（児）の家庭、又は介護人の家庭において介護を

受けた場合、その介護委託料の一部を助成する。

　　①宿泊 　　　　　　助成額　　１２,０００円

　　②１日（８時間） 　　　〃　　　　８,０００円

　　③半日（４時間）       〃　　　　４,０００円

　ただし、限度額として１人年間 １００,０００円まで

説　　　　　　　明 　　　　事   業   名 １６年度 　　１５年度
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14 重度身体障害者等 773 773 　ひとり暮らし等の重度身体障害者等が家庭内で緊

緊急通報システムの整備 急事態に陥ったとき、緊急通報機器により東京消防

庁に通報することにより、身体障害者等の安全を確

保する。

　　新設　１台　　　　移設　１台

15 本郷福祉センター管理運営費 96,718 0 　知的障害者通所更生施設を設置し、社会福祉法

新 人に運営委託する。

政 　　定員　３０人

16 心身障害児の居場所対策 1,200 0 　区内在住の障害を持つ小・中・高校生を対象に、

新 居場所対策事業を実施する民間福祉団体に家賃

政 助成を行う。

　　助成団体　１団体

17 心身障害者支援費 733,344 794,249 　障害をもつ方自らがサービスを選択し、事業者と対

等な立場で契約を結び利用する支援費制度にかか

る費用を援助する。

　　①支援費制度事務費 5,852千円

　　②身体障害者 221,704千円

　　③知的障害者 468,621千円

　　④心身障害児 37,167千円

18 知的障害者生活寮利用者援護 13,046 13,841 　社会的自立の可能な知的障害者に生活の場を提

供し、自立・自活に必要な指導と助成を行うことによ

り、健全な社会生活と社会自立を図る。

　　①援護経費（区外施設） 10,495千円

計 　　②援護経費（区内施設） 2,491千円

　　③事務費 60千円

19 母子緊急一時保護事業 607 608 　夫などから暴力被害を受けている女性及び母子で、

計 緊急に保護することを要する者を、一時的に施設等

に入所させ、速やかな保護を行う。

20 生活保護法に基づく保護費 3,234,729 2,987,250 　日常生活に困窮し、最低限度の生活を維持するこ

とのできない者に必要な生活・住宅・教育・介護・医

療・出産・生業・葬祭・施設入所の保護を行い、生活

の安定と自立更生を図る。

 　　①生活扶助             １,１０４人 913,346千円

 　　②住宅扶助                ８６６世帯 473,117千円

　 　③教育扶助                  ２２人 2,553千円

 　　④介護扶助                ５０３人 70,773千円

 　  ⑤医療扶助              ２,７８３人 1,704,322千円

     ⑥出産扶助                     １人 240千円

 　　⑦生業扶助                   １１人 1,177千円

  　 ⑧葬祭扶助                   ４２人 7,938千円

　 　⑨施設保護費              ３１２人 21,017千円

　 　⑩施設事務費              ３４８人 40,246千円

説　　　　　　　明 　　　　　　１６年度 １５年度事   業   名
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21 生活保護システム改修 3,331 1,709 生活保護システムの改修を行う。

レ 〔庶務関係経費〕

22 中高生の居場所対策 1,800 1,925 児童館を活用し、中高生の居場所対策を行う。

レ 〔児童館維持管理費　管理費〕 　　４館→８館

　　新規館　本駒込南、久堅、柳町、根津児童館

23 学童保育総合災害保障 700 700 　育成室在室児を対象に総合災害保障保険に加入

保険加入 する。

〔学童保育事業　管理費〕

24 次世代育成支援対策 1,709 0 地域福祉計画（子育て支援計画）の改定を行う。

新

25 児童手当・児童育成手当の支給 472,099 425,233 　　①国制度（児童手当） 244,215千円

ア　義務教育就学前までの児童を扶養している

　者で、その第一子・第二子の児童に支給する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　201,345千円

　　　　　延人数  　　　　４０,２６９人

　　　　　手当額　　　５,０００円／月

イ　１８歳未満の児童を３人以上扶養している者

　で、３歳未満の第三子以降の児童に支給する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,870千円

　　　　　延人数  　　　　　４,２８７人

　　　　　手当額　　１０,０００円／月

　　②区制度 226,869千円

ア　育成手当　　　　　　　　　　　216,081千円

　　ひとり親世帯で１８歳に到達した年度の末日

　以前の児童に支給する。

　　　　　延人数　　　  　１６,００６人

　　　　　手当額　　１３,５００円／月

イ　障害手当　　　　　　　　　　　　10,788千円

　　２０歳未満で愛の手帳１～３度程度、身体障

　害者手帳１・２級程度、脳性麻ひ、進行性筋萎

　縮症の児童に支給する。

　　　　　延人数　　　　　　　６９６人

　　　　　手当額　　１５,５００円／月

　　③事務費 1,015千円

１５年度 説　　　　　　　明 　　　　事   業   名 １６年度 　　
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26 児童扶養手当 266,445 215,784 　父と生計を同じくしていない児童若しくは精神又は

身体に障害を有する児童について手当を支給する。

　　①第一子分（全部支給） 146,160千円

　　　　　延人数　　　３,４８０人

　　　　　手当額　　４２,０００円／月

　　②第一子分（一部支給） 105,600千円

　　　　　延人数　　　４,０８０人

所得により、手当額が10円きざみで変更

　　③第二子加算分 11,040千円

　　　　　延人数　　　２,２０８人

　　　　　手当額　　５,０００円／月

　　④第三子以降加算分 1,440千円

　　　　　延人数　　　　　４８０人

　　　　　手当額　　３,０００円／月

　　⑤事務費 2,205千円

27 子ども家庭支援センター事業 14,476 4,069 　子どもと家庭の問題に関する総合的な相談窓口と

レ して、子育てに対する支援を行う。また、児童虐待等

について、関係機関と連携し未然防止と早期発見に

努める。

（１） 管理費 675千円

  （２） 運営費 13,801千円

28 乳幼児医療費助成 302,765 317,932 　乳幼児の健全育成及び若い世代の定住化を促進

するため、乳幼児の保護者が負担した医療費等を助

成する。

29 保育園運営費　年末保育 1,614 1,136 　保護者の就労等により、年末の保育園休園期間中

に保育を必要とする児童を対象に年末保育を実施す

る。 　　実施日　　１２月２９日、３０日

　　実施園　　区立保育園３園

　　定　員     １園４０人程度　

30 保育園運営費 93,540 96,240 　区立かごまち保育園の運営を民間事業者に委託

かごまち保育園運営費 する。

　　定　員     ６０人

31 保育園運営費 43,996 44,266 区立根津保育園の運営を民間事業者に委託する。

計 根津保育園運営費 　　定　員     ２１人

32 私立保育園運営補助 48,038 35,977 　私立保育園において、延長保育の実施を行うなど

レ 運営の補助を行う。

　　延長保育実施園　　　　　　　　３園１分園

　　一時保育実施園　　　　　　　　１園

 

１５年度 説　　　　　　　明 　　　　事   業   名 １６年度 　　
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33 認証保育所運営補助 78,712 50,637 東京都が認証した区内及び管外保育所の運営補助

計      ピノキオ幼児舎茗荷谷園 Ａ型　定員　２４人

レ      なかよしの家保育園 B型   定員    ９人

     ちゃいれっく新大塚駅前保育園　

Ａ型　定員　３０人

　　管外分                  ３０人

  

34 ファミリー・サポート･センター事業 11,000 11,000   保育園への送り迎え等単発的な保育需要に応えて

いくために、会員を組織し地域における育児の相互

援助活動を、文京区社会福祉協議会に委託して実

施する。

35 障害者地域自立生活支援セン 2,687 0 　障害者の自立と社会参加を促進するために、ピア

新 ター事業 カウンセリング、各種相談及び情報提供等を行う。

政 （福祉センター）

36 デイホーム事業 1,979 1,447 　金曜日（午前、午後）に実施しているデイホーム事

レ 業（なごやかクラブ）に火曜日の午前（ふれあいクラ

ブ）を追加する。

（福祉センター）

介護保険部
（ 単 位 ： 千 円 ）

1 ケアプラン指導事業 956 0 　ケアプラン指導チームを設置し、具体的なケアプラ

新 ン事例について、専門的見地から点検を行い、指導、

政 助言を行う。

2 利用者負担額軽減措置事業 11,058 9,642 　介護保険サービス利用料の本人負担金を軽減す

　 るため、公費負担を行う。

3 介護老人保健施設建設費補助 16,650 16,839 　区内介護老人保健施設建設に対し、建設資金の

計 一部を補助する。

4 介護予防・生活支援 480 1,020 　介護保険住宅改修の理由書を作成した介護支援

（住宅改修支援） 事業者等に補助を行う。

5 軽度生活援助員派遣事業 5,918 5,918 　介護保険認定者及び認定外者の在宅ひとり暮らし

等の高齢者に対し、軽度生活援助員を派遣し、自立

生活の援助を行う。

6 高齢者の社会参加促進事業 46 0 　会社等の退職者でボランティア活動を希望してい

新 る高齢者とＮＰＯ、ボランティア団体等をコーディネ

　 イトする。

説　　　　　　　明 　　　　

事   業   名 １６年度 説　　　　　　　明 　　　　

　　事   業   名 １６年度 １５年度

１５年度 　　

－　14　－



7 訪問介護利用者負担軽減特別 31,948 32,382 　訪問介護サービス利用料の本人負担金を軽減す

対策事業 るため、公費負担を行う。

　新規利用の高齢者（所得税非課税世帯）につい

ても区独自に負担する。

①旧措置者等（国制度） 14,860千円

②新規利用者（区制度） 17,088千円

　

8 寝たきり等高齢者理美容サー 2,423 2,625 　区内在住・在宅の寝たきり等高齢者に、理容師又

計 ビス は美容師による出張理美容サービスを実施する。

9 在宅介護支援センター運営 94,150 93,013 （１）在宅介護支援センターの運営費

①文京在宅介護支援センター

　（シビックセンター内）

②大塚在宅介護支援センター

③くすのき在宅介護支援センター

④たつおか在宅介護支援センター

⑤白山在宅介護支援センター

⑥昭和在宅介護支援センター

⑦本郷在宅介護支援センター

⑧千駄木在宅介護支援センター

⑨特養退所者対応経費

（２）事業費

新 ①ハートフルネットワーク事業

　 新 ②痴呆予防プログラム事業

　 新 ③介護予防普及啓発事業

10 緊急通報システムの整備 12,712 13,494 　ひとり暮らし等の高齢者（おおむね６５歳以上）が、

計 家庭内で緊急事態に陥ったとき、緊急通報機器に

より東京消防庁に通報するとともに、協力員の援助

を得て速やかな救助を行う。

　　①無線送受信装置購入等 6,857千円

　　［新設］　               ５０台

　　［移設］　               ２０台

　　②保守点検等                  3,233千円

　　[保守点検]　　　　 ２５０台

　　③協力員活動費 2,622千円

　　[協力員]　        　６００人

11 高齢者火災安全システム事業 3,286 3,798 　防火等の配慮が特に必要なひとり暮らし等の高

齢に対し、住宅用防火機器を給付する。また、火

災の発生を東京消防庁へ自動通報するシステム

を設置する。

12 高齢者徘徊探索サービス事業 538 538 　徘徊症状のある高齢者を介護する家族を支援す

るため、ＰＨＳの通信網を使用する探索サービスの

利用に対して助成を行う。

説　　　　　　　明 　　　　事   業   名 １６年度 １５年度 　　
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13 高齢者いきいき推進事業 4,440 4,548 　高齢者が、家庭や地域社会等の各分野で幅広く

活躍し、生涯を健康でかつ生きがいをもって社会活

動できるよう、地域の参画と協力のもとに高齢者の

生きがいと健康づくりを図る。

　　①歩け歩け大会         参加予定者  　 １，０００人

　　②体力測定　             　　　〃　　　　　　　５００人

　　③いきいきシニアの集い

　　　　　　　　　　　　　　　参加予定団体　　　８７団体

14 長寿お祝い事業 38,855 60,695 長寿と健康を願って、高齢者に祝金・品を贈呈する。

　　①敬老金 30,250千円

　　②喜寿祝品 4,536千円

　　③米寿祝品 2,247千円

　　④新百歳祝金 690千円

　　⑤既百歳祝金 　300千円

　　⑥事務費 832千円

15 高齢者日常生活支援用具の 1,611 1,658 　自立支援となる入浴補助用具、、シルバーカーの

給付等 給付とベッドのレンタルを行う。

　　入浴補助用具　　　　　 　５件

　　レンタルベット　　　　　　 　８台

　　シルバーカー     ５０台

16 寝たきり高齢者等紙おむつ見舞 40,827 38,750 　寝たきり等で常時失禁状態にある高齢者に対し、

計 品支給 見舞品として紙おむつを支給する。

17 高齢者住宅設備等改造事業 38,696 48,094 　日常生活を営むのに支障がある高齢者の住宅設

計 備等の改造を行う。

　　設備改修（浴室・トイレ等）

　　予防改修（手すり・段差解消等）

　　　　浴室設備               ８４件

　　　　トイレ設備　　　　　　　 ７２件

　　　　流し台等　　　　　　　 　 １５件

　　　　介護予防的改修　　 ２４件

18 特別養護老人ホーム運営 117,407 154,517 　家庭での介護を受けることが困難な、寝たきりや

心身に障害のある高齢者が入所し、住み慣れた

区内で安心して生活できるよう、区立の特別養護

老人ホームを運営する。

（１）運営費 117,188千円

　　①大塚みどりの郷

　　 　　②くすのきの郷

　　③白山の郷

　　④千駄木の郷

レ 　　⑤緊急ショートステイ委託費

（２）事務費 219千円

事   業   名 　　　　１５年度 　　 説　　　　　　　明１６年度
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19 高齢者在宅サービスセンター 66,529 115,581 　虚弱や寝たきりの高齢者が、住み慣れた地域で

運営 自立性をできるだけ保持し、安定した生きがいのあ

る生活ができるよう、区立の高齢者在宅サービスセ

ンターを運営する。

（１）運営費 66,353千円

 　 ①大塚高齢者在宅サービスセンター

　　②湯島高齢者在宅サービスセンター

　　③くすのき高齢者在宅サービスセンター

　　④向丘高齢者在宅サービスセンター

　　⑤昭和高齢者在宅サービスセンター

　　⑥白山高齢者在宅サービスセンター

　　⑦本郷高齢者在宅サービスセンター

（２）事務費 176千円

20 いきがいデイホーム 46,403 52,656 　高齢者在宅サービスセンターにおいて、虚弱高齢

者等に対して、通所介護に準じたサービスを提供す

ることにより、交流の場を提供し、あわせて身体機能の

維持を図る。

21 施設入浴サービス 29,781 29,971 　介護入浴が必要で、家庭での巡回入浴が困難な

高齢者を対象に入浴サービスを実施する。

　　入浴回数　一人当たり月４回

［本郷高齢者在宅サービスセンター]

保健衛生部
（ 単 位 ： 千 円 ）

1 健康文京２１計画 1,011 2,888 　生活習慣病の予防等を図るため、区民の健康づく

計 り計画「健康ぶんきょう２１」の内容を区民に周知、浸

透させる。

2 衛生監視管理台帳電子データ 17,555 0 　衛生監視管理システムを導入し、食品営業許可事

新 化 務処理の効率化を図る。

【緊急地域雇用創出特別補助事業】

　①電子データ移行作業委託 　　　　16,500千円

　②機器借上げ等 　　　　１,055千円

3 食品の安全対策の推進 16,579 21,085 　法令に基づき食品営業施設の許認可事務及び監

計 視指導を行い、食品衛生の普及向上を図る。

　①食品衛生監視 　　　　１3,007千円

　②食中毒対策 　　　　3,572千円

説　　　　　　　明

１６年度 １５年度

１６年度 １５年度

　　　　

　　　　

　　

　　

説　　　　　　　明事   業   名

事   業   名
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4 快適な生活環境の確保 13,848 14,344 　各法令に定める営業施設の許認可事務及び監視

計 指導等を行い、環境衛生の普及向上を図る。

　①環境衛生監視 　　　1,194千円

　②建築物等衛生監視 　　　2,134千円

　③ネズミ害虫駆除対策 　　　7,217千円

　④水害時消毒作業 　　　1,234千円

　⑤薬事衛生監視 　　　1,921千円

　⑥麻薬・覚せい剤禍撲滅 　　　148千円

5 精神障害回復途上者デイケア 4,483 4,550 　精神障害回復途上者に対し、各種指導を行い障

計 事業 害を改善し、社会復帰への促進を図る。

6 精神障害者共同作業所通所 58,707 80,215 　回復途上にある精神障害者に対して、地域社会に

訓練事業運営費補助 おける社会適応訓練の場を確保し、社会復帰の促進

を図る。

7 精神障害者グループホーム 12,950 12,950 　精神障害者の生活支援を図るため、住居施設を借

計 運営費補助 り上げた団体に対し、補助を行う。

　①運営補助金          12,920千円

　②その他経費            30千円

8 精神障害者ホームヘルプ 4,775 1,543 　精神障害者宅へホームヘルパーを派遣し、日常

計 サービス事業 生活での家事介助等を行い、精神障害者の自立と

レ 社会復帰を促進する。

政 　１６年度１０世帯

9 精神障害者小規模通所授産 19,685 0 　回復途上にある精神障害者に一定の作業の場を

新 施設運営費等補助 提供し、地域社会における自立を促進することを図

る小規模授産施設に対し、運営費等の補助を行う。

10 精神障害者ショートステイ事業 199 0 　居宅において精神障害者の介護等が一時的に困

新 　 難となった場合、生活訓練施設に短期入所すること

政 により、精神障害者及び家族の福祉の向上を図る。

11 各種健診事業 535,045 497,233 　生活習慣病等の早期発見・治療促進を図るため、

計 健康診査を実施する。

レ 　①節目健康診査 36,380千円

　②成人健康診査 143,958千円

　③高齢者健康診査 354,707千円

12 結核・感染症対策予防事業 188,046 159,684 　結核・感染症の予防等を行い、公衆衛生の向上及

計 び増進を図る。

　①感染症対策 4,369千円

　 　②高齢者インフルエンザ経費 46,667千円

　③その他予防接種 104,983千円

　④結核予防 13,899千円

　⑤結核患者医療費公費負担等 18,128千円

事   業   名 １６年度 １５年度 説　　　　　　　明 　　　　　　
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13 各種がん検診 237,022 225,119 　がんの早期発見・早期治療を図るため、各種がん

計 検診を実施する。

　①乳がん検診 14,390千円

　②子宮がん検診 49,067千円

　③胃がん検診 102,317千円

　④大腸がん検診 71,248千円

14 訪問指導事業 18,719 18,794 　保健師等による家庭訪問指導及び地域の区民施

計 設で転倒予防教室を実施することで、高齢者が要

介護状態になることを予防する。

15 かかりつけ医事業補助 3,000 3,000 　かかりつけ医機能の推進を図るため、地区医師会

計 のかかりつけ医事業に対し、補助を行う。

16 出産前及び出産後小児保健 997 0 　妊娠後期の妊婦及び産後４か月に満たない産婦

新 指導 等に対し、育児不安解消に役立てるため小児科医

　 による保健指導を行う。

　

17 母親・両親学級の実施 2,654 2,655 　妊婦とその夫が妊娠・出産・育児等に関する知識

計 を習得することにより、妊娠中の不安の解消を図る。

18 骨粗しょう症健診事業 3,632 3,875 　高齢者の寝たきりの原因の一つとなる骨粗しょう症

の健康診査を、１８歳以上の女性を対象に実施する。

19 歯科診療・健診事業 20,071 19,605 　一般の歯科医院で治療困難な障害者に対する歯

科診療及び成人の歯科健診を行う。

①障害者歯科診療        14,383千円

　毎週土曜日実施　一日当たり４人を限度

②成人歯科健診          5,688千円

　毎週水・金曜日実施　４０歳以上の区民を対象

20 健康づくり事業 53,203 62,634 　健康センターにおいて区民の健康の回復、保持

増進のため運動・栄養など生活全般にわたる指導

を行うとともに、自主的に運動ができる機会と場を

提供し、区民の健康づくりを支援する。

　①健康増進コース  　    　 ３６回（各２２人）

　②健康づくり栄養教室　 　１０回（各２０人）

　③健康づくり運動教室　  　 ６回（各２０人）

　④自主トレーニング支援事業

　⑤健康相談事業

21 公害保健福祉事業 7,023 7,025 　被認定者の健康を回復するとともに、健康被害を

計 予防するための事業を行う。

　①リハビリテーション 252千円

　②家庭療養指導 80千円

　③乳幼児アレルギー健康診査          2,793千円

　④小児ぜん息等健康相談          1,812千円

　⑤ぜん息児水泳教室         2,086千円

説　　　　　　　明 　　　　事   業   名 １６年度 １５年度 　　
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22 保健サービスセンター備品整備 6,300 0 本郷保健サービスセンター

レ 　 Ｘ線直接撮影装置を更新する。

都市計画部

1 地区まちづくりの推進 1,578 1610 　都市マスタープランに基づき、地域拠点地区をは

計 じめ、まちづくりの気運の高まりがみられる地域に対

し、住民主体のまちづくり活動を支援する。

  支援対象地区

文京シビックセンター周辺地区

茗荷谷駅周辺地区

　その他の地区

後楽二丁目地区、本駒込六丁目地区

根津・千駄木地区、菊坂地区外

2 景観まちづくり事業 3,517 3,270 　 　一定規模以上の建築物等を対象にした事前協議

制度等により、個性豊かな魅力ある景観づくりを推

進する。

　①景観審議会運営費 886千円

　②景観アドバイザー経費 1,638千円

　③景観ガイドライン作成 168千円

　④表彰制度 219千円

　⑤普及啓発事業（まちなみウォッチング） 33千円

レ 　⑥住民説明会等 393千円

　⑦事務費 180千円

3 都市復興マニュアル策定 8,600 0 　 　大震災が発生した場合、迅速かつ円滑な復興と

新 都市づくりを進めるための行動手順と計画立案の

指針を示すマニュアルを策定する。

　①マニュアル策定業務委託 8,466千円

　②事務費 134千円

4 都市計画審議会運営 603 408 　 都市計画に関する事項を審議し区長に答申する。

レ 　審議会運営(２回→３回)

5 細街路の整備 231,315 284,367 　良好な住環境を確保し災害に強いまちづくりを進

計 めるため、道路の拡幅整備及び道路角地の隅切り

整備を行う。

　拡幅整備　２００件　　延長　３，０００ｍ

（ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 1６年度 １５年度 説　　　　　　　明

事   業   名 1６年度 １５年度 説　　　　　　　明
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6 不燃化促進事業建替助成等 50,343 79,177 　災害に強いまちづくりを目指して、耐火建築物へ

計 の建替え助成を行う。

　不忍通り地区　　不忍通り第二地区

　①建替助成 47,900千円

　②コンサルタント派遣 595千円

　③事務費 1,848千円

7 木造住宅密集市街地整備促進 61,958 36,004 　住環境整備のため、木造賃貸住宅等の建替え助

計 事業助成等 成、環境整備、まちづくり啓発等の事業を行う。

レ 　大塚五・六丁目地区　　千駄木・向丘地区

　①建替助成 26,719千円

　②整備計画等作成 10,750千円

　③用地管理等 1,455千円

　④設計委託 3,740千円

大塚五丁目児童遊園拡張設計費

　⑤工事費 17,775千円

大塚五丁目ポケット広場整備工事費

　⑥専門家派遣 300千円

　⑦事務費 1,219千円

8 防災生活圏促進事業等 10,808 16,525 　大震災時の市街地を守るための延焼遮断帯の整

計 備とこれらに囲まれた圏域内での防災まちづくりを

行う。

　千駄木・向丘地区

　①建替助成 10,500千円

　②事務費 308千円

9 再開発事業適地地区助成 9,939 36,985 　市街地再開発事業等の準備段階において住民の

計 組織化、団体の運営、調査等に対し指導・助成を行

う。

　後楽二丁目西地区　茗荷谷駅前地区

　春日町三丁目地区

　①再開発指導経費 8,010千円

　②初動期団体補助 150千円

　③事務費 1,779千円

10 再開発事業助成 876,007 0 　都市計画決定後の市街地再開発組合等に対し

新 て、関係権利者の調整を行うとともに、補助金を交

付し、事業の促進を図る。

　後楽二丁目西地区　総事業費約２９３億円

　茗荷谷駅前地区　　総事業費約１３１億円

１６年度～２０年度の５か年計画

　①後楽二丁目西地区事業費補助 554,600千円

　②茗荷谷駅前地区事業費補助 319,600千円

　③事務費 1,807千円

事   業   名 1６年度 １５年度 説　　　　　　　明
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11 区営住宅の管理運営 24,236 19,055 区営住宅の管理運営を行う。

計 　管理戸数　３棟　８０戸

レ 　①都住宅供給公社管理委託 3,625千円

　②都住宅供給公社計画修繕委託 20,176千円

　③事務費 435千円

12 区立住宅の管理運営 6,064 7,823 区立住宅の管理運営を行う。

計 　根津一丁目住宅　１９戸

　①管理組合費 5,489千円

　②維持管理費 472千円

　③事務費 103千円

13 区立シルバーピアの管理運営 22,407 24,103 区立シルバーピアの管理運営を行う。

　管理戸数　４棟　７６戸

　①シルバーピアおおつか（２０戸）

　②シルバーピア千石（１４戸）

　③シルバーピア向丘（１４戸）

　 計 　④シルバーピア根津（２８戸）

14 区立障害者住宅の管理運営 1,982 2,255 区立障害者住宅の管理運営を行う。

計 　根津一丁目障害者住宅　　６戸

　①管理組合費 856千円

　②都住宅供給公社管理委託 725千円

　③事務費 401千円

15 民間共同住宅借上げ事業 519,333 464,460 　優良な民間賃貸住宅を区が借り上げ、中堅所得者

層及び住宅に困窮するひとり暮らし等の高齢者に供

給する。

　①区民住宅 271,214千円

管理戸数　１０棟　　１０６戸

レ 　②シルバーピア 220,282千円

管理戸数　　５棟　　１２８戸

　③高齢者住宅 27,837千円

管理戸数　　３棟　　　２１戸

16 借上げ型シルバーピア建設費 95,407 0 　借上げ型シルバーピアとして区が借り上げる民間

計 等補助 住宅の建設費等の一部を補助する。

新 湯島三丁目３６戸　平成１６年６月完成予定

　①設計費補助 2,562千円

　②建設費補助 88,940千円

　③初度調弁 3,864千円

　④事務費 41千円

17 特優賃区民住宅借上げ事業 229,100 229,171 　中堅所得者層を対象に、建設費等の一部を補助

計 した民間住宅を借り上げ、家賃補助を行うことで優

良で適正な家賃の住宅を供給する。

　管理戸数　　６棟　　１０７戸

　①借上家賃等 225,407千円

　②事務費 3,693千円

事   業   名 1６年度 １５年度 説　　　　　　　明
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18 住み替え家賃助成 84,792 98,562 　子育てファミリー世帯、高齢者世帯、障害者世帯

及びひとり親世帯に対し、住み替え後の家賃及び

住み替え時費用（又は移転費用）の一部を助成する。

計 　①子育てファミリー世帯 53,128千円

　②高齢者世帯 21,479千円

　③障害者世帯 6,133千円

　④ひとり親世帯 4,052千円

19 住宅あっせん 11,732 12,332 　住宅に困っている高齢者世帯、障害者世帯及び

ひとり親世帯に対し、賃貸住宅をあっせんして居室

の確保を図る。

　①高齢者世帯　　１１０世帯 9,728千円

　②障害者世帯　　  １０世帯 1,002千円

　③ひとり親世帯　　 １０世帯 1,002千円

20 マンション管理適正化支援事業 1,000 1,224 　マンションという共同居住形態から派生する諸問

計 題及び大規模修繕等をテーマにセミナーを開催す

るとともに、建替えを実施する管理組合にコンサル

タントを派遣する。

　①セミナーの開催（講師等謝礼） 316千円

　②コンサルタント派遣 560千円

　③ＰＲ経費、事務費 124千円

21 耐震診断費用助成 1,147 1,647 　建築物の耐震診断を行う民間建築物所有者に対

計 して、調査費用の一部を助成する。

　非木造

　　診断に要した経費の２／１０、かつ、２０万円以下

　木　造

　　診断に要した経費の４／１０、かつ、１０万円以下

　①助成経費 900千円

　②事務費 247千円

土　木　部

1 神田川橋梁架替工事費用一部 11,533 5,120 　 華水橋架替工事　　幅員　４．０ｍ 11,533千円

計 負担 　　１５年度～１６年度の２か年計画(最終年度)

工事負担割合

　①道路管理者負担分（文京区） 　 ７．５％

　②河川管理者負担分（東京都）　９２．５％

2 文の京・ロード・サポート 974 0 　道路の美化清掃、整備計画策定等を区民との

新 協働で実施する。

政

説　　　　　　　明

（ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 1６年度 １５年度 説　　　　　　　明

事   業   名 1６年度 １５年度
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3 染井橋架替 393,680 477,806 　染井橋（豊島区との区境、文京区管理橋、大正１４

計 年完成）の架替工事。豊島区との共同事業として両

区で費用を負担する。文京区が施工

　架替工事　１３年度～１６年度

　（架替工事のうち豊島区負担　194,152千円）

4 バリアフリーの道づくり 70,431 70,309 　高齢者、障害者を含むすべての人にやさしい道路

計 整備を行う。

　①湯島三丁目２０番～１３番 70,209千円

　②事務費 222千円

5 街路樹診断 1,000 0 　古木の樹木診断を実施し、倒壊などの事故を

新 未然に防止する。

　（播磨坂桜並木外）

6 道路維持工事 71,137 56,387 道路法に基づく区道の維持管理を行う。

レ 　①補修工事  9,750千円

　②緊急工事 61,387千円

7 道路改良工事 126,775 113,607 道路改良工事

　①本郷三丁目３２番～１８番 　44,231千円

　②西片一丁目１番～本郷六丁目２１番 81,916千円

　③事務費 628千円

8 コミュニティ道路整備 216,201 190,608 　人と車の調和を図ることを目的とした「コミュニティ

計 道路」の整備を進める。

　千駄木三・四・五丁目地区

　①詳細設計委託 2,205千円

　②工事費 164,556千円

電線共同溝整備　コミュニティ・ゾーン整備

　③工事委託 48,750千円

　④事務費 690千円

9 自転車実技講習会 294 33 　主に小学生を対象に、参加・体験・実践型の自転

レ 車実技講習会を実施し、自転車運転免許証を交付

する。

　年１０回　　年間で約５００人

10 駅周辺放置自転車整理・自粛ＰＲ 14,094 11,385 　区内１８駅に整理員を配置し、放置されている

レ 自転車の整理を行う。

　午前４時間→午前３時間、午後２時間に変更

11 放置自転車等撤去 22,508 20,433 　駅周辺に放置されている自転車を撤去、返還、

レ 処分する。（撤去日数の増　１９０日→２４０日）

　①撤去・処分費 21,168千円

　②撤去関係経費 1,340千円

１５年度 説　　　　　　　明事   業   名 1６年度
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12 サイクルステーション整備 32,628 0 　後楽園自転車駐車場、(仮称)春日自転車駐車場

新 の運営、(仮称)春日自転車保管所の運営、レンタ

政 サイクルの貸し出しを行う。

　平成１６年７月開設予定

　自転車駐車場　５５４台、レンタサイクル　６０台

　自転車保管所　２５０台

　①サイクルステーション管理委託 15,919千円

　②券売機等借上げ経費 9,697千円

　③備品購入経費 647千円

　④サイクルステーション維持管理 6,365千円

13 公園灯建替工事 7,548 0 老朽化した公園灯１５本の建替えを行う。

新

14 藤棚改修工事 3,600 0 　老朽化した千駄木公園と千石一丁目児童遊園の

新 藤棚改修工事を行う。

15 公園内施設塗装工事 7,852 0 　動坂公園・神明公園のキャッチボール場の塗装

新 を行う。

16 カラス等対策経費 1,000 0 公園内のカラスの巣の撤去を委託する。

新 　（３０か所を予定）

17 バリアフリーの公園づくり 8,700 8,700 　既設の公園、児童遊園、遊び場を改修し、高齢者

計 や障害者を含むすべての人が憩える公園づくりを進

める。

　公園２園、児童遊園５園

18 ふれあいの杜事業 358 358 　市民緑地として整備した「千駄木ふれあいの杜」を

計 良好な状態に保つために維持管理を行う。

　千駄木一丁目１１番

19 江戸川公園擁壁等の整備 29,985 29,985 江戸川公園法面を震災対策の一環として整備する。

計 　①工事費 29,928千円

　②事務費 57千円

20 バリアフリーのトイレづくり 13,000 0 　お茶の水橋際公衆便所の老朽化に伴い、既存

計 トイレを改修し、身障者トイレを併設する。

新 　①工事費 12,963千円

　②事務費 37千円

21 緑地実態調査 10,000 0 　区内の樹木・樹林・緑地等の経年変化や現況を

計 把握し、今後の緑化行政の基礎資料を得るため、

新 緑地実態調査を実施する。

　(前回は平成７年度に実施）

事   業   名 1６年度 １５年度 説　　　　　　　明
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22 緑化推進 3,812 4,285 植物に触れる機会を設け、緑化の推進を図る。

　①苗木等の配付 599千円

緑化推進並びに植物に対する知識の普及・

啓発を図るため、苗木配付を実施する。

レ 　みどりの日　　　　 ５か所

　秋の緑化月間　　 ４か所

　②緑のまちづくりグループ支援 300千円

　 住民グループによる民有地の自発的な緑化

活動を支援する。

　支援グループ数　　１５団体

　③公園ガーデナー 2,913千円

　公募区民により、区立公園ほかの植栽可能地

を利用して、花壇管理を区民参画事業として行

う。

　礫川公園３か所　大塚公園　駕籠町公園

　シビックセンター３階屋上緑化見本庭園

23 教育の森公園 27,129 25,630 教育の森公園の施設管理運営を委託する。

レ 　清掃回数の増(週4日→5日）

24 公園等夜間巡視及び放置物撤 4,139 4,139 【緊急地域雇用創出特別補助事業】

　 去委託 　公園、児童遊園、遊び場、公衆便所等の夜間巡回

及び不法占用者等の監視並びに放置物件、投棄物

件の撤去及び運搬業務の委託を行う。

　①公園等夜間巡視 3,823千円

　②放置物撤去 316千円

25 公園の美観保全 8,722 0 【緊急地域雇用創出特別補助事業】

新 　公園等の美観保全を図るため、塗装作業や軽易な

補修作業を行う。

資源環境部

1 環境教室 260 336 　環境問題に関する講座を実施して、環境保全活動

の意識高揚を図る。 また、１６年度からＮＰＯ団体へ

事業委託を行う。

2 環境月間推進事業 347 578 　環境保全の啓発を目的とし、環境展、清掃工場見

学会を行う。

事   業   名 1６年度 説　　　　　　　明１５年度

（ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 １６年度 １５年度 説　　　　　　　明
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3 地域美化活動 3,168 2,854 　 　歩行喫煙に関するキャンペーンなどを実施する。

レ 　①キャンペーン委託費 2,685千円

　②啓発経費 300千円

　③事務費等 183千円

4 清掃事業 3,402,178 3,653,661 　 一般廃棄物の収集・運搬等、清掃事業を行う。

　①職員給与費 1,458,080千円

　②収集経費等 265,899千円

　　事務費等、清掃事務所運営、有料ごみ処理、

　　収集作業、清掃協議会分担金

　③車両雇上経費（運搬作業） 777,332千円

　④一部事務組合分担金 835,000千円

　⑤非常勤職員雇上 49,844千円

　⑥公務災害補償費等 16,023千円

5 リサイクルプラザ管理運営費 8,687 26,000 　リサイクルプラザシビック及びリサイクルプラザ本駒

込の２か所でリサイクル事業を推進する。

　①人件費補助 2,000千円

　②事務運営補助 3,000千円

　③その他事務費 3,687千円

6 リサイクル事業費 162,192 179,325 　びん ・缶の回収委託 、紙パック ・ 乾電池の拠点回

収 、ペットボトルの店頭回収及び集団回収の支援事

業を行うとともに、ごみ減量、リサイクル意識の普及啓

発に努める。

　新たに、「容器包装プラスチック」を分別回収し、資

源化委託を行い、不燃ごみの減量効果を検証する。

　①びん・缶の回収委託 93,347千円

　②紙パック回収委託 1,560千円

　③乾電池資源化委託 540千円

　④ペットボトル回収委託 19,999千円

計 　⑤集団回収報奨金等 40,062千円

　⑥Ｒサークルオフィス文京支援事業 378千円

　⑦文京エコ・リサイクルフェア 554千円

　⑧生ごみ堆肥化モデル事業 700千円

　⑨学校出前講座 50千円

新 　⑩容器包装プラスチック回収モデル事業

政 4,240千円

　⑪その他 762千円

施設管理部

1 区有建築物耐震補強工事 12,705 0 　平成１５年度に実施した耐震調査結果により、耐震

新 実施設計 補強実施設計を行う。

　大塚保育園、柳町小学校

１６年度事   業   名

１５年度 説　　　　　　　明

（ 単 位 ： 千 円 ）

１５年度 説　　　　　　　明

事   業   名 １６年度
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2 しおみ保育園給食用リフト 4,057 0 　しおみ保育園の老朽化した給食用リフトの改修工

新 改修工事 事を行う。

　①工事費 4,040千円

　②事務費 17千円

3 障害者地域自立生活支援 1,365 0 　障害者地域自立生活支援センター設置工事

新 センター設置工事 を行う。

政

4 文京福祉センター高架水槽 3,480 0 文京福祉センターの高架水槽取替工事を行う。

新 改修工事 　①工事費 3,465千円

　②事務費 15千円

5 本駒込図書館外壁改修工事 3,004 0 本駒込図書館の児童コーナー外壁補修工事を行う。

新 　①工事費 2,992千円

　②事務費 12千円

6 (仮称)本郷図書館等建設工事 28,716 0 　(仮称)本郷図書館等建設工事の実施設計等を行う。

新 実施設計 　①基本設計 5,936千円

政 　②実施設計 20,280千円

　③文化財調査 2,500千円

学校教育部
（ 単 位 ： 千 円 ）

1 奨学資金貸付 18,568 17,940 　 経済的理由により高等学校等への進学又は修学

が困難な生徒に対し、奨学資金を貸し付ける。

　①公立 3,840千円

　　月額１６千円　新規６人、継続１４人

　②私立 14,616千円

　　月額２９千円　新規１５人、継続２７人

レ 　③口座振替所要経費 112千円

2 学校選択制度関係経費 1,434 1,814 　 区立中学校について、「学校選択制度」を実施す

るため、学校指定に先立つ希望校調査、学校案内

誌の作成、送付等を行う。

　①学校案内誌、希望校調査票等印刷 857千円

　②学校案内誌、希望校調査票等郵送料 557千円

　③消耗品等事務費　 20千円

3 教育改革区民会議関係経費 11,287 0 　 区民・学識経験者等を交えた協議の場を教育委

新 員会の附属機関として設置する。

政 　①委員報酬等関係経費 6,353千円

　②非常勤職員雇用 1,644千円

　③報告書作成等 290千円

【緊急地域雇用創出特別補助事業】

　④区民意識等調査 3,000千円

１６年度 １５年度 説　　　　　　　明

　　　　事   業   名 １６年度 １５年度 　　

事   業   名

説　　　　　　　明
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4 自然科学教育事業 4,138 4,901 ①科学教室 1,548千円

計 　ア　継続コ－ス

　　　対象　小学校５～６年生

　　　規模　土曜日に１０回、平日（夏季休業中）

　　　　　　　に２回開催

　　　定員　一班当たり４０人

　イ　１日コ－ス

　　　対象　小学校４～６年生、中学生　

　　　規模　土曜日に７回、平日（夏季休業中）

　　　　　　　に６回開催

　　　定員　一班当たり４０人

②やってみましょう楽しい実験 2,048千円

　対象　小・中学生、保護者

　規模　土曜日の午前午後各７回、

　　　　　午前のみ１回開催

　定員　４０人×６コース

③親子理科実験教室 242千円

　対象　小学校１～３年生及びその保護者

　規模　土曜日に６回、平日に６回開催

　　　　　（うち４回は夏季休業中に開催）

　定員　１回当たり２４組４８人

④子どもプラネタリウム 300千円

　ア　親子で星を学ぶ会

　　　対象　幼児、小学校１～３年生及びその保護者

　　　規模　６日開催（１日３回）

　　　定員　１００人

　イ　七夕おはなし会

　　　対象　保育園児、幼稚園児

　　　規模　七夕の前に１１日間開催

　　　　　　　（うち１日は土曜日）

　ウ　ジュニア星空教室

　　　対象　小学生

　　　規模　第２・４土曜日に２４回開催

5 情報科学教育事業 1,738 2,073 計 ①児童パソコン教室 178千円

　ア　親子パソコン教室

　　　対象　小学校１～３年生及びその保護者

　　　規模　土曜日の午前午後各６回、

　　　　　　　水曜日の午後３回開催

　　　定員　３０人

　　イ　子どもパソコン教室　

　　　対象　小学校４～６年生

　　　規模　土曜日の午前１回を年３回開催

　　　定員　３０人

②コンピュータクラブ 460千円

　 対象　小学校５・６年生、中学生　

　 規模　土曜日・５日間を２期開催

　 定員　４０人

③コンピュータクラブ等機器類借上げ 1,100千円

１５年度 　　 説　　　　　　　明 　　　　事   業   名 １６年度
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6 教職員研究・研修事業 509 508 ①教職員ＩＴ研修（情報リテラシー) 473千円

計 　（教職員ＩＴ研修、コンピュｰタ 　　 教職員を対象に、授業におけるコンピュータ、

　　出前指導） 　インターネットの具体的な活用方法等の研修を

　実施する。

②コンピュータ出前指導 36千円

　　 情報教育の充実を図るため、学校からの依頼

　により職員が直接学校に出向き、コンピュータ、

　インターネットに関する指導・助言を行う。

7 教育相談事業 29,972 34,934 　 幼児、児童、生徒の教育上困難な問題を解決

計 するため、面接相談、電話相談、いじめ相談等の

相談事業を行うとともに、研究研修活動を行う。　

　 １６年度から第２・第４土曜日も開室する。

　①教育相談事業経費 882千円

　②非常勤教育相談員雇上　９人 29,090千円

8 子育て支援事業 7,539 9,125 　 子育てひろば・西片及び汐見において、親子で

計 安心して遊べる場の提供、子育て相談等を行う。

9 心身障害学級等運営 85,850 90,634 　 区立小・中学校において障害に応じた適切な教

（小学校・中学校） 育が受けられるよう、心身障害学級を設置し、それ

ぞれの障害に対応した特色のある教育を行う。

　・心身障害学級　

　　小学校

　　　礫川小（２学級）、柳町小（２学級）　

　　　林町小（３学級）、湯島小（１学級）

　　　金富小（通級２学級）

　　　駒本小（通級３学級）

　　中学校

　　　三中（２学級）、九中（２学級）

　　　茗台中（通級１学級）

計 　①心身障害学級備品整備等運営経費 2,775千円

計 　②心身障害学級及び通常学級在籍心身

　　障害児童の校外授業等介助員雇上等 5,695千円

計 　③通級学級医師謝礼、機器メンテナンス 226千円

計 　④通常学級在籍心身障害児童の介助に

　　伴う非常勤職員雇上等 38,329千円

計 　⑤心身障害学級コンピュータ設置経費 1,992千円

　⑥心身障害学級非常勤講師雇上 36,833千円

10 心身障害学級等運営 14,678 13,067 　 区立幼稚園に在籍する心身障害児に対する指導

（幼稚園） 内容の充実を図るため、非常勤講師等を配置する。

11 救助袋更新 900 0 区立中学校の救助袋を更新する。

（中学校） 　　八中　１基

事   業   名 １６年度 １５年度 　　 　　　　説　　　　　　　明
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12 教育情報ネットワーク環境整備 96,156 113,411 　 年次計画に基づき、コンピュータ教室を運営す

計 （小学校・中学校） るとともに、インターネットに接続し、児童・生徒の

学習環境の向上を図る。　　

　小学校

　　児童用２０台、教師用１台、教材作成用２～５台等

　中学校

　　生徒用４０台、教師用１台、教材作成用２～４台等

13 バリアフリーパートナー運営費 7,975 0 　 心身障害学級に在籍する児童・生徒及び通常

新 学級に在籍するＬＤ（学習障害）・ＡＤＨＤ（注意欠

政 陥／多動性障害）等の児童・生徒に対する指導や

学習支援を、学生やボランティアと協働で行う。

　①心身障害学級在籍児対象 6,750千円

　②ＬＤ・ＡＤＨＤ児対象 1,225千円

14 特色ある学校・幼稚園づくり 6,897 6,914 　 地域に密着し、創意を生かした教育活動を展開

（小学校・中学校・幼稚園） するため、各区立小・中学校、幼稚園が特色を出し、

教育の一層の充実を図る。

　小学校　一校当たり　１２０千円

　中学校　一校当たり　３２０千円

　幼稚園　一園当たり　１００千円

15 ふれあい給食・ふれあい会 614 614 　 区立小・中学校では、児童・生徒が地域の人々

計 （小学校・中学校・幼稚園） や高齢者と一緒に学校給食を食べ、コミュニケー

ションを図るとともに、学校教育や学校給食に対す

る正しい理解を図る。

　 区立幼稚園では、園児と地域の高齢者との交

流会を実施することにより、人とのかかわりあいを

深める幼児教育の推進を図る。

16 中学校部活動関係経費 9,030 9,030 　 区立中学校の「学校選択制度」実施に伴い、部

活動の充実を図る。

　①部活動指導補助員雇上 7,700千円

　　一校当たり　７人

　②部活動指導補助員部活動合宿 1,162千円

　　指導謝礼

　　　八ケ岳林間学校、柏林間学校

　　　　一校当たり　２人

　③合同部活動実施校引率教員旅費 168千円

17 幼稚園子育て支援活動の推進 2,646 2,646 　 区立幼稚園における預かり保育を、子育て支援

事業の研究事業として実施する。

　３園で実施

18 子育て支援カウンセラーの派遣 3,324 3,329 【緊急地域雇用創出特別補助事業】

計 　 区立幼稚園及び区立保育園に臨床心理士を派

遣し、総合的な相談及び支援活動を行う。

　幼稚園１０園、保育園１７園　　月１回派遣

説　　　　　　　明 　　　　事   業   名 １６年度 １５年度 　　
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19 教職員研修 69 69 　 区立小・中学校、幼稚園の教育の相互交流・理解

計 （合同研修） を推進する研修課題を設定し、各分野の専門家を招

いての講演や実技講習等による研修会を開催する。

　年３回開催

20 日本語指導員の派遣 1,800 1,800 【緊急地域雇用特別補助事業】

　 区立学校に在籍し、外国籍を持ち、日本語の指

導が必要な児童・生徒に対し、指導員を派遣する。

21 外国人英語指導員の配置 22,047 23,045 　 国際理解教育推進のため、区立小・中学校に外

計 国人英語指導員を派遣する。

　小学校　３～６年生の全学級　年間１５時間

　中学校　全学級　年間２５時間

22 ティームティーチングの導入 8,218 8,218 　 「個」に応じた教育の推進のため、区費負担で

計 講師を雇用し、全区立小･中学校でティームティ

ーチングを行う。

23 少人数学習の推進 9,438 9,438 【緊急地域雇用特別補助事業】

計 　 区立小・中学校における基礎学力の定着を図るた

め、区費負担で講師を雇用し、一人ひとりの小・中学

生の能力や習熟度に応じた少人数授業を実施する。

　小学校７校、中学校４校

24 学力向上モデル校の設置 2,376 2,376 　 学習支援スタッフ等を活用し、授業時間の外に

学習指導する時間を設けることにより、より一層の

国語、数学、英語等の教科学力の向上を図る。

　 学校指導要領の範囲を超えた発展的な学習に

取り組むモデル校を設置する。

　七中・八中・茗台中

25 総合的な学習の時間 4,103 4,103 　 各学校の創意工夫を生かし地域の専門家を講師

計 として招くなど、「総合的な学習の時間」を推進する。

　①講師謝礼 3,615千円

　　・小・中学校　各学年４時間

　　・国際理解教育分

　　　　小・中学校　各学年３時間

　②総合的学習委員会等 488千円

26 教科書採択 611 0 区立小学校の教科書を採択する。

新 　 教科用図書審議会及び調査研究委員会の設置

１５年度 　　 説　　　　　　　明 　　　　事   業   名 １６年度
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27 学校運営連絡協議会の設置 742 1,461 　 地域に対して開かれた学校を実現するため、全

区立小・中学校、幼稚園に協議会を設置し、学校、

家庭及び地域の相互理解と協力推進の方策につ

いて協議するとともに、外部評価制度を導入する。

計 　①学校運営連絡協議会経費 537千円

　　小・中学校、幼稚園（年３回）

　②外部評価実施経費 205千円

　　印刷費、消耗品

28 大学との連携による学校活動 5,400 0 　 区立小・中学校において学力向上の支援策とし

新 支援事業 て、大学生等ボランティアを活用し、学習指導補助

政 員として派遣する。

29 学力向上個別支援プログラム 5,000 0 　 学習内容状況調査を実施し、その分析を行うこと

新 により、結果を各学校の指導方法改善に活かす。

　小学校４年生、中学校１年生

30 幼・小・中一貫教育研究 696 0 　 １２年間の一貫教育の観点から、幼・小・中の具

新 モデル校 体的な連携内容や教育課程編成の研究を行う。

　小・中学校、幼稚園各２校（園）　計６校（園）

31 学校教育相談室等運営 38,473 39,220 　 不登校、いじめ等の学校不適応問題に対応す

るため、教育相談室等を設置する。

　また、全区立中学校にスクールカウンセラーを

配置する。

計 　①スクールカウンセラー　１１人 35,198千円

　②ふれあい学級、メンタルフレンド等 3,275千円

32 学校給食運営維持費 36,193 36,967 区立小・中学校の学校給食を円滑に運営する。

（小学校・中学校）

33 学校給食調理業務委託 274,933 241,222 　 区立小・中学校の給食調理業務を民間の給食

レ （小学校・中学校） 専門会社に委託する。

　①調理委託既実施校　 198,433千円

　　林町小、青柳小、湯島小

　　千駄木小、昭和小、本郷小

　　一中、六中、九中

　　文林中、本郷台中

　②調理委託新規実施校 72,000千円

　　窪町小、誠之小

　　茗台中

　③器材整備、選定委員会経費等 4,500千円

事   業   名 １６年度 １５年度 　　 説　　　　　　　明 　　　　
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34 給食用備品整備 13,494 13,897 ①食器洗浄機 10,290千円

（小学校・中学校） 　小学校３校、中学校１校

②焼物機 2,100千円

　中学校１校

③牛乳保冷庫 1,104千円

　小学校４校

35 窪町小学校改築工事 512,749 1,270,209 窪町小学校の全面改築を行う。

計 　　建　　　物　鉄筋コンクリート造　

　　　　　　　　　地上５階、地下１階

　　工　　　期

　　　第一期工事　平成１４年度～平成１５年度

　　　第二期工事　平成１６年度～平成１７年度

平成１８年度　外構工事、校庭整備等

　　完成予定　平成１８年１２月

　　第二期工事総工費（改築工事費） 1,477,682千円

　　①工事費 470,944千円

　　②仮設校舎等賃借料 18,470千円

　　③工事事務費 296千円

　　④工事監理委託 6,995千円

　　⑤埋蔵文化財調査委託 16,044千円

36 校庭改修 46,342 57,514 区立小・中学校の校庭等を改修する。

計 （小学校・中学校） 　駒本小学校 25,337千円

　　①工事費 24,990千円

　　②工事事務費等 347千円

　第十中学校 21,005千円

　　①工事費 20,948千円

　　②工事事務費 57千円

　　

37 プールろ過装置改修 9,956 25,471 青柳小学校のプールろ過装置を改修する。

（小学校） 　　①工事費 9,923千円

　　②工事事務費 33千円

38 給食室設備整備 116,805 24,320 第十中学校の給食室を改修する。

計 （中学校） 　　①工事費 109,096千円

　　②工事事務費 141千円

　　③初度調弁 7,568千円

39 心身障害学級の施設設備 1,975 2,108 　 林町小学校心身障害学級の増学級に伴い、プ

の充実（小学校） レイルームを学習室に改修する。

　　①工事費 1,817千円

　　②工事事務費 8千円

　　③初度調弁 150千円

事   業   名 １６年度 １５年度 説　　　　　　　明

－　34　－



40 冷房化関係経費 327,123 69,898 　 近年の高温化、都市部におけるヒートアイランド

（小学校） 現象等による学習環境の悪化を防止するため、区

立小学校の普通教室に冷房機を設置する。

　　１８校

　　①工事費 326,918千円

　　②工事事務費 205千円

生涯学習部

1 指定文化財補助金 8,700 9,037 　国、都、区指定の文化財の管理、修理及び保存に

対し、補助金を交付する。

　１６年度より補助率を見直す。

都指定　１０％→５％　　区指定　９０％→５０％

　①根津神社本殿他小修理 200千円

新 　②根津神社神輿修理 4,000千円

　③旧安田邸修理事業外 3,000千円

　④護国寺古文書修理 1,000千円

新 　⑤滝沢馬琴墓保存修理 500千円

2 埋蔵文化財調査 2,058 0 【緊急地域雇用創出特別補助事業】

新 （収蔵遺物データ化委託） 　区で収蔵している埋蔵文化財（遺物）のデジタル

データ化を行う。

3 青少年委員 4,513 4,959  地域と学校との連携を充実するため、委員を各学校

区域ごとに置く。（２９人→３１人）

レ 　①委員報酬 4,130千円

　②事務費等 383千円

4 ふるさと歴史館調査研究 3,420 0 【緊急地域雇用創出特別補助事業】

新 （収蔵資料データ化委託） 　ふるさと歴史館収蔵資料のデジタルデータ化を行う。

5 「文の京一葉物語」事業 5,000 0 　新五千円札発行を記念し、特別展の実施と「文の

新 （特別展及び実行委員会補助） 京一葉物語事業実行委員会」への補助を行う。

政 　①新五千円札発行記念特別展 3,000千円

　②文の京一葉物語事業実行委員会補助 2,000千円

6 体育指導委員、スポーツリーダー 750 750 　体育指導委員やスポーツリーダーがスポーツクラ

計 の地域派遣 ブ等を指導・助言することで、スポーツクラブ活動を

活性化する。

7 カイザースラウテルン市長杯 1,000 0 　サッカーにおける少年スポーツの充実を図るため、

新 「文京区少年サッカー大会」 区内少年サッカー大会を行う。

政

説　　　　　　　明

事   業   名 １６年度 １５年度 説　　　　　　　明

（ 単 位 ： 千 円 ）

事   業   名 １６年度 １５年度
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8 文化育成事業 1,740 1,811 　関係団体へ事業委託することにより、区民参画に

計 （関係団体への事業委託） よる自主運営を進め、団体の活性化を促進する。

　①民謡大会 470千円

　②謡曲大会 460千円

　③吟剣詩舞道大会 270千円

　④合唱のつどい 270千円

　⑤日本舞踊のつどい 270千円

9 文の京文芸賞 5,000 0 　文の京を全国PRするため、文芸作品を全国から公

新 募し優秀作品を表彰する。１６年度は募集と一次審

査、１７年度は二次審査と表彰、出版を行う。

10 区民大学 25,075 30,557 　体系化した各種講座の企画・運営業務の一部を民

間事業者に委託し実施する。１６年度は区内大学や

ボランティア団体にも講座依頼を行う。

（体系：文京学、生活学、人間学、芸術学、運動学）

　①一般講座 20,021千円

　②女性学級 61千円

計 　③大学公開講座 729千円

新 　④区内大学、ボランティア団体講座 3,240千円

　⑤事務費等 1,024千円

11 区民大学院 748 1,110 ゼミ方式を主体とした区民大学院講座を実施する。

計 　①講師謝礼 552千円

　②事務費等 196千円

12 アートウォール・シビック 160 190 　区民から絵画を公募し、シビックセンター地下１階

計 の回廊部分を利用し展示を行う。

　①審査員謝礼 60千円

　②展示用機材 100千円

13 情報通信技術支援事業 1,298 1,319 　茗台生涯学習館のＩＴサロンを使い、パソコン技術

計 習得を支援する。

　①機器修理費等 49千円

　②インターネット回線使用料 162千円

【緊急地域雇用創出特別補助事業】

　③委託費 1,087千円

14 図書館資料費 132,130 128,335 　図書館資料の充実を図る。

レ

15 図書館運営費 137,684 89,421 　効率的な図書館運営を目指しカウンター業務の一

　 部追加委託（小石川、水道端、目白台）を行う。

レ 　①カウンター業務委託 103,059千円

計 　②図書館運営の区民参画推進 5千円

　③事務費等 34,620千円

１５年度 　　 説　　　　　　　明事   業   名 １６年度
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16 ブックスタート事業 1,701 1,701   親子の健全な関わり合いを育む一助として、乳幼

計 児にふさわしい書籍を入手する手立てを援助する。

17 施設設備整備（図書館） 1,103 700 　カウンター業務追加委託館（小石川、水道端、目

レ 白台）のカウンター等を整備する。

選挙管理委員会事務局
（ 単 位 ： 千 円 ）

1 参議院議員選挙 89,825 0 任期満了日　　平成１６年７月２５日

公　 示 　日　　平成１６年６月２４日（想定）

投   票   日　　平成１６年７月１１日（想定）

開   票   日　　平成１６年７月１１日（想定）

投   票   区　　　　　　２６投票区 

開   票   区　　　　　　　１開票区

ポスター掲示場　　　　１９９か所

①投票所 28,572千円

②開票所 14,732千円

③選挙公報配布 6,032千円

④公営ポスター掲示場 10,296千円

⑤個人演説会 689千円

⑥事務費 27,852千円

⑦啓発事業 1,652千円

事   業   名 １６年度 １５年度 　　 説　　　　　　　明

事   業   名 １６年度 １５年度 　　 説　　　　　　　明
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〔計〕：計画事業

〔新〕：新規事業

〔 レ〕：レベルアップ事業

〔政〕：政策枠事業

（単位：千円）

16年度 15年度

1 労働団体レクリエーション 680 680 組合員のレクリエーション事業に係る経費を助

補助 成する。

2 防犯協会補助 2,200 2,200 防犯協会が実施する各種防犯活動、広報活動

等に対して、経費の一部を補助する。

規模 4団体(４団体）

限度額 550千円（550千円）

3 防火協会補助 1,020 1,020 防火協会が実施する各種防火活動、広報活動

等に対して、経費の一部を補助する。

規模 2団体（2団体）

限度額 510千円（510千円）

4 議員待遇者会補助 400 400 議員待遇者会が実施する意見交換会、各種

施設見学会等に対して、経費の一部を補助

する。

限度額 400千円（400千円）

5 外国人学校児童・生徒保 3,942 3,942 朝鮮学校、韓国学校、中華学校（3～15歳）

　 護者負担軽減補助 一人当たり 月額　7,300円（7,300円）　

　 45人（45人）

6 国際協会補助 12,988 12,988 (1) 人件費補助 9,000千円（9,000千円）

(2) 事業補助 3,400千円（3,400千円）

(3) 運営費補助 　588千円（588千円）

7 職員互助会補助 15,610 15,475 文京区役所職員互助会に関する条例第２条に

定める、互助会の業務に必要な経費に対して、

経費の一部を補助する。

8 私立幼稚園連合会等補助 19,163 19,015 (1) 私立幼稚園連合会運営費補助

　　　1,205千円（1,057千円）

ア運営費補助　　400千円（400千円）

イ 講演会補助　　300千円（300千円）

ウ人形劇鑑賞の集い補助

　　505千円（357千円）

(2) 幼稚園運営費補助

　　10,430千円（10,430千円）

園割 　6,200千円（6,200千円）

園児数規模割　4,230千円（4,230千円）

２　補　助　金　一　覧　表

〔事業用補助金〕

総 務 部

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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16年度 15年度

(3) 幼稚園加算補助　　6,778千円（6,778千円）

ア満３歳児受入促進補助

　　　　360千円（360千円）

一人一月当たり　10,000円（10,000円）

　36人（36人）

イ 心身障害児対策費補助

　　　　480千円（480千円）

（対象者２人以上在園）

一人当たり 240,000円（240,000円）

　2人（2人）

ウ心身障害児対策費補助

　　1,298千円（1,298千円）

（対象者１人のみ）

一園当たり 432,500円（432,500円）

　3園（3園）

エ預かり保育推進費補助（Ａ）

　　　500千円（500千円）

一園当たり 100,000円（100,000円）

　5園（5園）

オ預かり保育推進費補助（Ｂ）

　　1,000千円（1,000千円）

一園当たり 200,000円（200,000円）

　5園（5園）

カ 預かり保育推進費補助（Ｃ）

　　　300千円（300千円）

一園当たり 300,000円（300,000円）

　1園（1園）

キ預かり保育推進費補助（夏期）

　　　200千円（200千円）

一園当たり 100,000円（100,000円）

　2園（2園）

ク 未就園児等への施設開放補助

　　　700千円（700千円）

一園当たり 100,000円（100,000円）

　7園（7園）

ケ育児相談カウンセラー配置補助

　　1,440千円（1,440千円）

１回２時間 12,000円（12,000円）

120回（120回）

コ 学校法人化志向園補助

　　　500千円（500千円）

一園当たり 500,000円（500,000円）

　1園（1園）

(4) 幼稚園特別補助　750千円（750千円）

施設整備資金利子補給

　1園（1園）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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16年度 15年度

9 私立幼稚園及び類似施設 149,440 147,764

園児保護者負担軽減補助

（１）区単独事業 89,689 89,600 (1) 在園児補助金  75,074千円（ 74,986千円）

３～５歳児　7,300円（7,300円）

857人（856人）

区民税所得割課税額300千円

以下の世帯に補助する｡

レ (2) 類似施設に対する国の就園奨励費

相当補助 140千円（139千円）

３～５歳児　　1人（1人）

(3) 新入園児に対する入園補助金

14,475千円 （14,475千円）

一人当たり 25,000円（25,000円）

579人（579人）

（２）都補助事業 24,364 23,255 在園児補助金 24,364千円（23,255千円）

３～５歳児　　

(1) 区民税所得割非課税世帯（第一子）

  　 　月額 6,200円（ 6,200円）

　79人（73人）

(2) 区民税所得割課税額が8,800円以下の

世帯（第一子）

　月額 4,500円（4,500円）

 30人（35人）

(3) 区民税所得割課税額が102,100円以下の

世帯（第一子）

　月額 3,500円（3,500円）

315人（302人）

(4) 区民税所得割課税額が140,000円以下の

世帯（第一子）

　月額 2,400円（2,400円）

　62人（50人）

(5) 区民税所得割非課税世帯（第二子）

　月額 6,200円（6,200円）

　　5人（3人）

(6) 区民税所得割課税額が8,800円以下の

世帯（第二子）

　月額 4,500円（4,500円）

　26人（28人）

(7) 区民税所得割非課税世帯（類似施設）

　月額 6,200円（6,200円）

　　1人（1人）

レ （３）国補助事業  35,387 34,909 (1) 第一子 30,842千円（30,242千円）

ア生活保護及び区民税非課税世帯

　　　年額　139,400円（138,600円）

　60人（57人）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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16年度 15年度

イ 区民税所得割非課税世帯

　　　年額　106,200円（105,600円）

　19人（14人）

ウ区民税所得割課税額8,801円以下の

 世帯　　年額　81,400円（80,900円）　

　　　　 　30人（29人）

エ区民税所得割課税額102,101円以下の

世帯　　年額　57,200円（56,800円）

315人（326人）　　　

(2) 第二子以降 4,545千円(4,667千円)

ア生活保護及び区民税非課税世帯

　　　年額　197,000円(195,000円)

　　4人（2人）

イ 区民税所得割非課税世帯

       年額　177,000円(175,000円)

　　1人（1人）

ウ区民税所得割課税額8,801円以下の

世帯    年額　162,000円(160,000円)

　　2人（1人）

エ区民税所得割課税額102,101円以下の

世帯    年額　148,000円(146,000円)　

　22人（27人）

10 納税貯蓄組合連合会活動 700 700 小石川・本郷納税貯蓄組合連合会が実施する

補助 広報・啓発活動に対して、経費の一部を補助す

る。

規模 2連合会（2連合会）

限度額 350千円（350千円）

11 消防団補助 4,403 4,403 消防団が実施する教育訓練に要する経費を補

助するとともに、消防団の装備経費、維持管理

及び運営費を補助する。

規模 2団（2団）

限度額 2,201,500円（2,201,500円）

計 12 区民防災組織の活動 875 875 区民防災組織等が防災行動力の強化を目的に

助成 自主的な活動を行った場合、活動費の一部を

助成する。

限度額　　１組織　30千円（30千円）

規模　　 　年間　　35組織（35組織）　　　

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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（単位：千円）

１６年度 １５年度

1 町会連合会事業補助 1,795 1,795 (1) 町会功労者表彰に対する補助

限度額　850千円(850千円)

(2) 施設見学会補助

限度額　472千円(472千円)

(3) 町会案内パンフレット作成補助

限度額　473千円(473千円)

2 地区町会連合会事業補助 2,295 2,295 地区町会連合会が実施する事業に対し補助す

る。 対象団体　9団体(9団体)

3 町会・自治会事業補助 19,459 19,459 (1) 町会・自治会事業補助金

限度額　17,850千円(17,850千円)

(2) 地域広報紙発行補助

限度額  　1,609千円(1,609千円)

4 町会会館建設費等助成 2,300 0 町会・自治会に対し、会館新築・増築・改修費

用の一部を助成する。

5 地域・文化振興公社 799,233 839,131 (1) 人件費補助　　 663,663千円 (681,230千円)

(2) 事業補助 112,452千円 (132,671千円)

ア コミュニティ・文化振興事業

43,979千円 （57,401千円）

(ｱ)事務局

 7,274千円 （9,967千円）

(ｲ)響きの森文京公会堂

  36,705千円 （46,857千円）

(ｳ)区民センター

0千円 （　　577千円）

イ スポーツ振興事業

 56,268千円 （60,921千円）

ウ寿会館・シルバーセンター事業

12,205千円 （14,349千円）

   (3) 運営補助 23,118千円 （25,230千円）

計 6 青少年対策地区委員会 6,523 6,523 青少年対策地区委員会が青少年健全育成のた

活動支援 めに行う事業について補助する。

(1) 健全育成支援事業 4,093千円

(2) 家庭の日啓発事業 1,800千円

(3) 環境浄化推進事業 630千円

7 青年団体合同事業 0 300 文京区ユースネットワーク主催の合同事業につ

いて補助する。

区 民 部

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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１６年度 １５年度

計 8 青少年の社会参加 2,000 2,000 区内在住・在学・在勤の青少年を対象として、

ＮＰＯ等が実施する社会参加を推進する事業

に対し、補助する。

9 文京区保護司会広報活動 595 595 広報誌の作成経費に対し、補助を行う。

費補助

10 文京区保護司会５０周年 0 150 ５０周年記念誌発行に対し、補助を行う。

記念事業補助

計 11 男女平等センター自主 30,263 31,083 (1) 人件費補助　　 24,950千円 （25,130千円）

運営補助 (2) 運営補助　　　 　2,300千円 （  2,486千円）

(3) 事業補助等 　3,013千円 （  3,467千円）

12 不忍通りふれあい館関係 16,912 17,007 不忍通りふれあい館を自主運営する地元団体

経費　自主運営補助 に対し、人件費、事務費等を補助する。

計 13 五大まつり助成 5,100 5,100 さくら、つつじ、あじさい、菊及び梅まつりのＰＲ

経費等

14 江戸開府４００年記念事業 0 5,000 江戸開府４００年記念事業実行委員会の行う記

補助 念事業に対し補助する。

計 15 経営改善専門家派遣事業 200 400 （財）東京都中小企業振興公社の専門家派遣

補助 事業を中小企業者が利用した際に、自己負担

分の一部を助成する。

１件　１日当たり　　　5,000円 （5,000円）

期間　　　4日間

計 16 異業種交流団体活動費 0 400 異業種グループの活動を活性化させるため、

補助 活動費の補助をする。

計 17 若手リーダー交流促進事 500 2,000 中小企業の若手リーダーによる異業種交流を

業補助 通じて経営の活性化を推進するため、活動費

を補助する。

限度額　　500千円（2,000千円）

計 18 中小企業自主セミナー 0 150 区内商工団体等が実施する自主的な経営研

助成 修会に対して、講師謝礼の一部を助成する。

計 19 産業展示会等参加助成 0 3,000 区内産業団体等が展示会、見本市等に出展す

る際に、費用の1/2以内を助成する。

　 　 企業単位　限度額 　 0千円（   300千円）

団体単位　限度額　　0千円（　 600千円）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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１６年度 １５年度

計 20 ＩＳＯ認証取得支援 4,000 7,500 区内産業の企業信用力を高めるため、中小企業

者のＩＳＯの認証取得を支援する。

補助率　　1/2（1/2）

限度額　　1,000千円（1,500千円）

計 21 新製品・新技術開発費 2,000 5,250 新製品や新技術の試作や研究開発等に係る費

　 補助 用の一部を補助する。

　 補助率　　1/2（1/2）

限度額　　1,000千円（1,750千円）

計 22 中小企業向け設備投資 1,800 2,069 (1) 割賦購入一部助成   

　 助成 補助率　　　　　1/3（1/3）

(2) リース料一部助成   

 補助率　　　　　1/5（1/5）

23 東京商工会議所「小企業 5,019 8,872 運転資金・設備資金

　 等経営改善資金融資」 　補助率　　 継続分　30/100(30/100)

利子補助 　　　　　　 新規分　15/100(30/100)

計 24 少人数私募債発行支援 7,500 6,000 区内中小企業者が発行する私募債の利息の一

事業補助 部を補助する。

補助対象限度額　　30,000千円(30,000千円)

補助率　　 2%（2%)

25 商店街振興対策助成 7,176 7,176 区商連が実施する売り出し、商店コンクール事

業等に対し補助する。

計 26 商店街販売促進事業 21,300 12,000 各商店会が独自に行う催事等の企画及び事業

補助 に対し補助する。

(1) 催事補助 7,000千円(12,000千円)

新 (2) 新・元気を出せ商店街事業補助

14,300千円(0千円)

計 27 商店街振興組合設立指 700 700 １件　（１件）  

導及び補助 (1) 設立準備金補助 500千円(500千円)

　 　 (2) 活動費補助 200千円(200千円)

計 28 商店街環境整備事業 17,000 8,500 　商店街が装飾灯等の共同施設を新設・改修

補助 する費用の一部を補助する。

(1) 区単独補助 補助率 1/2 (1/2)

新 (2) 新・元気を出せ商店街事業補助

補助率2/3

29 装飾灯等電力費補助 7,600 7,600 装飾灯、アーケード、アーチに係る電力費の一

部を補助する。　 補助率1/2 (1/2)

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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１６年度 １５年度

計 30 商店街ポイントカード事業 840 840 区内共通ポイントカードシステムの導入に際し

補助 端末機購入費等を補助する。 補助率1/2（1/2）

31 チャレンジショップ支援事業 3,000 3,000 空き店舗に出店を希望する者に対し、家賃補助

補助 を行う。

補助率　　1/2(1/2)

限度額　　月額50千円(50千円)

32 文京朝顔・ほおずき市 1,020 1,020 ＰＲ経費等を助成する。

助成

33 下町まつり助成 4,250 4,250 地域イベントの開催経費を助成する。

34 歴史と文化の散歩道案内 284 284 観光協会に対し、「歴史と文化の散歩道案内

図作成助成 図」作成経費の一部を助成する。

計 35 観光リーフレット作成助成 2,352 0 観光協会に対し、観光リーフレット作成経費の

一部を助成する。（隔年印刷）

36 観光協会観光振興助成 4,868 4,868 観光振興の発展と地域活性化を図るため、観光

協会のＰＲ事業等に対し、助成する。

新 37 樋口一葉関連事業助成 1,000 0 観光協会が行う、樋口一葉に関連する事業に助

政 成する。

38 史跡・観光ポイントめぐり 0 3,469 観光協会の行う史跡・観光ポイントを訪ねるスタ

助成 ンプラリーに助成する。

新 39 消費者グループ活動助成 260 0 消費者グループが行う研修会に助成する。

40 グリーンコンシューマー普及 450 450 消費者団体が実施するグリーンコンシューマーリ

事業補助 ズム普及事業に補助を行う。

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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（単位：千円）

１６年度 １５年度

1 社会福祉法人「社会福祉 197,019 210,459 (1) 事務局運営費

協議会」運営補助 　162,870千円 （164,406千円）

(2) 地域福祉事業 6,848千円（14,144千円）

ア高齢者福祉事業補助

    1,469千円 （1,479千円）

イ 心身障害者福祉事業補助

    388千円 （372千円）

ウ要介護高齢者・心身障害者（児）介護人

観劇会招待事業補助

 0千円 （7,502千円）

計 エふれあいサロン活動事業補助

    774千円 （774千円）

オその他事業補助

　 　4,217千円 （4,017千円）

計 (3) ボランティア・市民活動センター運営補助

　11,376千円 （11,565千円）

(4) 在宅福祉事業  13,987千円  （17,835千円）

ア研修事業費

1,639千円 ( 2,307千円)

イ 有償在宅福祉サービス事業費

11,846千円 (14,664千円)

ウ資産活用サービス事業費

 502千円 (864千円)

計 (5) 権利擁護センター事業補助

1,781千円 （2,509千円）

レ 2 福祉サービス第三者評価 1,500 1,000 福祉サービスの質の向上を図るため、第三者

事業 評価を受ける事業者に対し、その経費の一部

を助成する。

在宅系補助事業者　　　6事業者（10事業者）

補助限度額          　　　150千円（100千円）

施設系補助事業者　　　2事業者

補助限度額     　          300千円

3 地域福祉推進事業 2,143 2,366 地域の民間団体が行う、地域に根ざした在宅

福祉サービス事業について助成する。

助成団体　　　　　　　　　1団体（1団体）

4 高齢者電話使用料助成 3,876 4,788 安否確認及び孤独感の解消を図るため、ひとり

暮らし等の高齢者に対し、基本料金を助成する。

170人（220人）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

福 祉 部
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１６年度 １５年度

5 心身障害者電話使用料 1,532 1,532 地域社会への交流・参加を図るため、重度心身

助成 障害者に対し、基本料金及び使用料の一部

を助成する。

 60人（60人）

6 心身障害福祉団体連合会 2,675 2,720 (1) 事務局運営費

補助 　0千円 (2,300千円)

(2) 研修、訓練等事業補助

　2,675千円 (375千円)

(3) 社会見学会に対する看護師付添経費の補助

　0千円 (45千円)

レ 7 心身障害児（者）通所訓練 52,231 45,421 (1) 基本額（重度加算含む）

事業 6か所（6か所）

46,298千円 （41,414千円）

一か所当たり 3,086千円～12,222千円

( 3,086千円～12,222千円)

(2) 授産施設通所者交通費

　　　1,962千円 (141千円）

(3) 行事費 583千円 (584千円）

(4) 保険加入費 　　　92千円   (84千円）

(5) 健康管理費 　　　232千円 (166千円）

(6) 受注開拓費 　　　64千円   (32千円）

(7) 授産施設家賃補助

3,000千円 (3,000千円）

借上料の1/2補助

限度額　月　125千円

8 心身障害者団体に対する 720 960 基本額（60千円）と基本額を超える額の1/2を

バス借上費補助 補助する。（基本額以内は全額）

対　 象　　11団体（11団体）

限度額　　1団体1回　　120千円（120千円）

9 社会福祉法人文京槐の会 50,465 51,635 (1) 本部運営  4,455千円 （4,761千円）

運営補助 (2) 知的障害者通所更生施設運営

定員30人 18,597千円 （20,226千円）

(3) 心身障害者通所訓練施設運営

　　　定員10人 27,413千円 （26,648千円）

10 民間知的障害者入所更生 3,600 3,600 区民の利用枠を確保するため、社会福祉法人

施設に対する建設整備費 が建設した民間知的障害者入所更生施設に

助成 建設整備費を助成する。

１法人（1法人）　　　6人分（6人分）

説　　　　　　　　　明事　　　業　　　名
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１６年度 １５年度

新 11 心身障害児の居場所対策 1,200 0 区内在住の障害を持つ小・中・高校生を対象に、

政 居場所対策事業を実施する民間福祉団体に家

賃を助成する。

１団体 月100,000円限度

12 保育室運営 8,419 9,670

（１）　区単独事業 3,872 4,363 (1) 園児割  2,402千円 （2,782千円）

・ ３歳未満児

定員規模　12人(12人）　1園 （1園）

　　月額 16,850円 （16,850円）

・ ０歳児加算

　　月額 10,300円 （10,300円）

・ １歳及び２歳児加算

　　月額  3,500円 （3,500円）

・ 障害児加算

　　月額  9,000円 （9,000円）

(2) 期末援助     222千円 （311千円）

職員一人当たり

年44,500円 （44,500円）   5人(7人)

(3) 職員研修    224千円 （224千円）

職員一人当たり

年32,000円（32,000円）  7人(7人)

(4) 施設整備     423千円 （423千円）

一施設当たり

年423千円 （423千円）1施設 （1施設）

(5) 備品整備特別措置 151千円  （151千円）

園児一人当たり

　年12,600円（12,600円） 12人(12人)

(6) 園児健康診断 133千円    　　（155千円）

園児一人当たり　１回 770円 （770円）

(7) 職員健康診断 47千円   　　（47千円）

年1回 （1回）　 7人（7人）

職員一人当たり 5,260円 （5,260円）

(8) 布団乾燥消毒 23千円 　　（23千円）

年2回 （2回）　

(9) 害虫駆除 　　　13千円  （13千円）

年2回 （2回）　

(10)玩具・教材等充実   105千円　　  （105千円）

(11)冷暖房費    86千円 （86千円）

(12)防災用品       21千円 （21千円）

(13)団体傷害保険加入補助

      22千円 （22千円）

（２）　都補助事業 4,547 5,307 運営費助成

定員規模　12人(12人）　1園 （1園）

園児一人当たり

月額 33,700円 （33,700円）

０歳児加算

月額 20,600円 （   20,600円）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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１６年度 １５年度

13 家庭福祉員運営 24,768 24,777 10人（10人）

（１）　区単独事業 13,075 13,084 (1) ３歳未満児 9,130千円 （  5,846千円）

月額    31,700円 （20,300円）

　　　 30 人 （30人）

(2) ０歳児加算 　1,512千円 （1,728千円）

月額      6,000円（6,000円）

　　　 30 人 （30人）

(3) 期末援助     540千円 （445千円）

家庭福祉員一人当たり

年54,000円 （44,500円） 10人 （10人）

(4) 家族協力員補助  0千円　　（3,024千円）

児童一人当たり

月額    0円（10,500円）

(5) 備品整備特別措置252千円　　　（252千円）

児童一人当たり

年   10,500円 （10,500円）

(6) 児童健康診断 0千円　　　(247千円）

児童一人当たり

年   0円 （ 10,060円）

(7) 家庭福祉員健康診断

      53千円 （ 53千円）

家庭福祉員一人当たり

年1回     5,260円(5,260円)

(8) 施設整備     348千円 （348千円）

家庭福祉員一人当たり

年    34,800円  （  34,800円）

(9) 冷暖房費     168千円 （168千円）

(10)団体傷害保険加入補助

      36千円 （36千円）

(11)保育補助者雇上 594千円      （495千円）

家庭福祉員一人当たり

年    59,400円  (49,500円)

(12)賠償責任保険料 72千円    　　（72千円）

(13)小規模共済掛金 360千円　　　（360千円）

(14)研修費      10千円 　（10千円）

（２）　都補助事業 11,693 11,693 運営費助成

児童一人当たり

月額 40,600円   （40,600円）

　　　30 人 （30人）

レ 14 私立保育園運営 48,038 35,977 保育園3園（3園）　 分園1園(1園)

(1) 牛乳代 　　2,184千円 （2,191千円）

１ｄｌ当たり　25.75円　（25.75円）

一児一日当たり　　1.40ｄｌ　（1.40ｄｌ）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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１６年度 １５年度

(2) 保育内容充実費 1,010千円  （1,113千円）

園児一人当たり

　　5,400円（5,400円）

　　187人（206人）

(3) 嘱託医、栄養士、給食パート雇用

　　7,837千円 （7,749千円）

(4) 施設整備費等 3,354千円  （3,659千円）

園児一人当たり

年　17,935円（17,935円）

　　187人（204人）

(5) 延長保育 　　　4園（3園）

26,622千円 （13,940千円）

(6) 園外保育 　　　　18千円 （18千円）

(7) 一時保育事業     1園（1園）

  5,000千円 （5,000千円）

(8) 非常通報装置保守料補助　　　3園（4園）

 95千円 （126千円）

一園当たり　　　年間31,500円

(9) 緊急一時保育事業補助　　　　 1園（１園）

  1,918千円 （1,918千円）

(10)非常通報装置設置補助 　　　　0園（1園）

  0千円 （263千円）

計 15 認証保育所運営補助 78,712 50,637 (1) 認証保育所Ａ型　　

レ 2園（１園）　定員　54人（24人）　

 56,502千円 （29,923千円）

(2) 認証保育所Ｂ型　　

１園（1園）　　　　　定員　　9人（9人）

 12,082千円 （13,316千円）

(3) 管外分

　　　　　　　　　　30人分（5人分）

 10,128千円 （7,398千円）

（単位：千円）

１６年度 １５年度

計 1 介護老人保健施設建設費 16,632 16,821 区内介護老人保健施設建設に対し、建設資金

補助 の一部を補助する。

継続施設 2施設

2 利用者負担額軽減措置 10,877 9,506 介護保険サービス利用料の本人負担金を軽減

事業 するため、公費負担を行う。

介 護 保 険 部

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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１６年度 １５年度

3 介護予防・生活支援 480 1,020 介護保険における住宅改修の理由書を作成し

た介護支援事業者等に補助を行う。

一件当たり 2,000円

4 訪問介護利用者負担軽減 30,510 31,410 訪問介護サービス利用料の本人負担金を軽減

特別対策事業 するため、公費負担を行う。

従来の法施行時前の訪問介護利用者に対する

負担（国制度）に加え、新規利用の高齢者（所得

税非課税世帯）に対して区独自に負担する。

（１）　国制度

ア　障害者

本人負担率　3％　公費負担率　7％

イ　高齢者

対象者　旧措置者（法施行時前利用者）

本人負担率　6％　公費負担率　4％

（２）　区単独制度

ア　高齢者

対象者　新規利用者

本人負担率　6％　公費負担率　4％

5 高齢者クラブ 27,982 27,910 (1) 高齢者クラブ連合会運営助成　　

 1,240千円 （　1,000千円）

ア運営助成  200千円 （　　200千円）

イ いきがい活動助成（教養）

 200千円 （　　200千円）

ウ奉仕活動助成（奉仕）

 200千円 （　　200千円）

エ健康増進活動助成（体育）

 440千円 （　　200千円）

オ広報活動助成（広報）

 200千円 （　　200千円）

(2) 高齢者クラブ運営助成

26,742千円 (26,910千円)

ア 30人～49人

月額 14,500円 （14,500円）

２クラブﾞ（1クラブ）

イ 50人～100人

月額 24,500円 （24,500円）

55クラブ（54クラブ)

ウ 101人～150人

月額 26,500円 （26,500円）

30クラブ（32クラブ)

エ 151人以上

月額 28,500円 （28,500円）

2クラブ（2クラブ)

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

－　51　－



１６年度 １５年度

6 シルバー人材センター 49,394 60,545 (1) 人件費補助 42,645千円  （52,616千円）

(2) 管理運営補助 6,749千円  （  7,929千円）

7 民間特別養護老人ホーム 25,655 25,655 区民の利用枠を確保するため、社会福祉法人

に対する建設整備費助成 が建設する特別養護老人ホームに建設整備

費を助成する。

8施設（8施設）　　75人分（75人分）

8 民間痴呆性高齢者グルー 0 30,000 区内で新たに建設又は改修等により、グルー

プホームに対する建設整 プホームの整備・開設を行う民間事業者等に

備費助成 対して建設費の一部を助成する。

0施設（1施設）　0ユニット（2ユニット）

　

（単位：千円）

１６年度 １５年度

1 公衆浴場補助 46,825 50,426 (1) 運営補助 7,200千円 （10,810千円）

浴場数 　　　　20軒（20軒）

一浴場当たり　 360千円（540千円）

(2) 設備資金に対する利子補助

　  545千円 （    536千円）

対　象 浴場に係る設備及び整備

　　　　新規2件

　 　 限度額 10,000千円 （10,000千円）

利子本人負担分　　　年　1.0％（1.0％）

期　　間 　 12年以内 （12年以内）

(3) 基幹設備整備費補助

　  3,500千円 （  3,500千円）

元釜、温水器等取替

 各 　 700千円  （  700千円）

　 　 (4) 浴場需要対策費補助

　 　 34,680千円 （34,680千円）

アふれあい入浴デー　  年24回 （24回）

　 イ 特別湯　　　年4回 （4回）

 ・初春の湯　　　・菖蒲湯

 ・敬老の湯　　　・ゆず湯

＊特別湯は年齢制限を設けない。

　 　 　材料費　一浴場当たり　　　　 6千円 （　6千円）

(5) 浴場内ペンキ塗り替え等補助

　 　    900千円 （  900千円）

保 健 衛 生 部

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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１６年度 １５年度

2 精神障害者共同作業所通 58,707 80,215 事業運営費補助　　3か所（4か所）

所訓練事業運営費補助 （都　2/3、区　1/3)

(1) 事業費 51,996千円 （69,328千円）

(2) 行事費 309千円 （　　412千円）

(3) 保険加入費 35千円 （  　　47千円）

(4) 相談員加算 2,778千円 （  3,704千円）

(5) 交通費 3,300千円 （  6,339千円）

(6) 健康管理費 192千円 （ 　 256千円）

(7) 受注開拓費 97千円 （　　129千円）

計 3 精神障害者グループホー 12,920 12,920 精神障害者に住居施設を提供する団体に対し、

ム運営費補助 補助を行う。

新 4 精神障害者小規模通所 19,685 0 事業運営費補助　　1か所

授産施設運営費等補助 （国　1/2、都　１/4、区　1/4)

(1) 事業費 11,000千円

（都　2/3、区　1/3)

(2) 事業費 7,451千円

(3) 交通費 1,234千円

計 5 かかりつけ医事業補助 3,000 3,000 かかりつけ医機能を推進するため、地区医師

会（2医師会）が実施する「かかりつけ医事業」

を助成する。

一医師会当たり

年額  1,500千円 （1,500千円）

6 地域環境向上促進事業 30,000 30,000 快適で住みよい地域環境の向上を図ることを目

的とし、同伴旅館業施設の公共的な施設への転

換を促進するため、施設備品整備費の一部を助

成する。

1施設（1施設）   30,000千円（30,000千円）

計 7 食中毒予防対策事業補助 434 510 地区食品衛生協会が実施する協会員に対する

検便事業に対し補助を行う。

計 8 環境衛生啓発事業補助 218 255 地区環境衛生協会が実施する重点監視事業及

び優良施設表彰事業に対し補助を行う。

9 子育て支援事業補助 1,012 1,190 区民の公衆衛生及び保健の充実を図るため、地

区医師会の子育て支援事業に対し、補助を行う。

　

10 区民歯科医療情報サービス 434 510 区民の口腔公衆衛生の充実を図るため、地区歯

事業補助 科医師会の歯科医療情報サービス事業に対し、

補助を行う。

11 クスリ相談事業補助 289 340 区民の薬事衛生と公衆衛生の充実を図るため、

地区薬剤師会のクスリ相談事業に対し、補助を行

う。

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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（単位：千円）

１６年度 １５年度

計 1 都心共同住宅供給事業 0 541,000 事業費補助      0千円（541,000千円）

助成

2 住宅新築・購入資金 10,577 14,098 14年度から新規受付休止

利子補給 利子補給　 既貸付分　54戸　

計 3 まちづくり活動助成 100 100 まちづくり協議会運営費等を助成する。

2地区　（2地区）

計 4 再開発事業適地地区 150 150 活動初動期から本組合設立までの間の運営

助成 事務費等を助成する。

(1) 運営費補助　　　　　2地区　（  2地区）

１地区につき　 　 　50千円　（50千円）

(2) バス見学会補助　 　１地区　（ １地区）

１回につき　 　  　　50千円　（50千円）

計 5 不燃化促進事業建替 47,900 76,600 指定地区

助成等 不忍通り地区　　不忍通り第二地区

(1) 建替助成

　15件（20件） 　　45,500千円（71,000千円）

ア基本助成

　　１権利者　2,500千円（2,500千円）

　　　　　15件（20件）

イ 三世代住宅助成

　　１権利者　1,000千円（1,000千円）

　　　　　　5件（ 8件）

ウ共同・協調建築助成

　　１権利者　1,000千円（1,000千円）

　　　　　3件（10件）

エ賃貸用共同住宅助成

　　１権利者　       0千円（1,000千円）

　　　　　　0件（ 3件）

(2) 仮住居費助成 2,400千円（5,600千円）

　　１権利者　 　400千円（　400千円）

　　　　　 6件（14件）

計 6 防災生活圏促進事業等 10,500 15,900 千駄木・向丘地区不燃建築物建替助成

4棟（ 5棟） 10,500千円（15,900千円）

計 7 木造住宅密集市街地 26,719 27,622 木造賃貸住宅等の建替えに対し、助成する。

整備促進事業助成等 (1) 除却費等助成 2,480千円 （2,480千円）

(2) 建築設計費助成  4,338千円 （6,383千円）

(3) 共同施設整備費 10,754千円 （9,200千円）

(4) 利子補給 9,147千円 （9,559千円）

利子補給は、１４年度から新規受付中止

都 市 計 画 部

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

－　54　－



１６年度 １５年度

計 8 細街路の整備 9,218 9,537 幅員４ｍ未満の道路の拡幅、角敷地の隅切り

の整備に要する費用を助成する。

(1) 擁壁、壁の撤去・設置、メーター類、枡、

樹木の移設費

(2) 自主拡幅路面整備費

(3) 測量費

(4) 電柱等移設費

(5) 角隅切り用地寄付奨励費

9 区再開発事業に伴う 900 1,566 再開発事業により転出する借家人で、引き続き

家賃助成 区内居住を希望する場合に家賃の助成を行う。

規　模 3戸（   3戸）

10 高齢者民間共同住宅 932 1,175 12年度で廃止

新築等利子補給 利子補給　 既貸付分　38戸　

11 住み替え家賃助成 84,598 98,368 計 (1) 子育てファミリー世帯

52,960千円 （66,084千円）

ア家賃助成　継続107戸（126戸）

　　　　　　　新規　5戸（助成期間１年）

イ 住み替え時費用助成　新規5戸

(2) 高齢者世帯 21,462千円 （21,759千円）

ア家賃等助成　継続47戸（47戸）　新規　9戸

イ 移転費用助成　　　　新規9戸

(3) 障害者世帯 6,133千円 （ 6,161千円）

ア家賃等助成　継続10戸（10戸）　新規　2戸

イ 移転費用助成　　新規2戸　

(4) ひとり親世帯 4,043千円 （ 4,364千円）

ア家賃等助成　継続　5戸（5戸）　新規　1戸

イ 移転費用助成　　新規1戸　

12 高齢者入居支援事業 1,190 1,190 (1) 家賃債務保証制度（国制度）

助成 利用者が支払う家賃債務保証料（月額家賃

の35％相当額）の1／3を助成する。

助成規模 　　10戸 (10戸)

(2) あんしん入居制度（都制度）

利用者が支払うサービス利用料及び預託金

（52千円～650千円）の1／3を助成する。

助成規模 　　10戸 (10戸)

計 13 耐震診断費用助成 900 1,400 耐震診断を行う民間建築物所有者に対して、

耐震診断に要した費用の一部を助成する。

　助成限度額

非木造 補助率　　2/10（2/10）

200千円（200千円） 2件（2件）

木 　造 補助率　　4/10（4/10）

100千円（100千円） 5件（10件）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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１６年度 １５年度

計 14 借上げ型シルバーピア 91,502 0 湯島三丁目の新規借上げ物件の建設費等補助

新 建設費等補助 を行う。

(1) 設計費補助  2,562千円

(2) 建設費補助 88,940千円

新 15 再開発事業助成 874,200 0 市街地再開発事業補助金を計画2地区に交

付し、事業促進を図る。

(1) 後楽二丁目西地区　　　 554,600千円

(2) 茗荷谷駅前地区 319,600千円

（単位：千円）

１６年度 １５年度

1 生垣造成補助 1,260 1,260 (1) 新設

35ｍ（35ｍ）　　１m当たり　14千円（14千円）

(2) ブロック塀の撤去を伴うもの

35ｍ（35ｍ）　　１m当たり　22千円（22千円）

2 樹木・樹林保護対策 4,230 4,230 (1) 樹木　剪定等に要した経費の1/2を補助　

　　（ただし、下記を限度額とする。）

　　直径　50～70㎝未満

　　 60千円（  60千円） 49本（49本）

　　直径　70～90㎝未満

　　 90千円（ 90千円） 6本（  6本）

　　直径　90㎝以上

　　150千円（150千円） 3本（　3本）

(2) 樹林　維持管理に要した経費の1/2を補助

　　（ただし、下記を限度額とする。）

   300～2,000㎡未満 100千円（100千円）

2,000～5,000㎡未満 200千円（200千円）

5,000㎡以上 300千円（300千円）

3 私道下水施設工事費 42,525 47,385 補助対象

助成 　 幅員1.2ｍ以上で、戸数２戸以上の私道の

下水改良工事費

区負担　75％　　　地元負担  25％

　　　　（路面復旧費：全額区負担）

延　長　　700ｍ （780ｍ）

4 交通安全協会補助 6,400 6,400 区内４つの交通安全協会が実施する交通安全

運動、交通安全教育、交通安全広報活動等に

対し補助を行う。

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

土 木 部

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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１６年度 １５年度

5 屋上緑化モデル事業 0 23,400 シビックセンター周辺のビルの協力を得て、屋上

緑化モデルを施工するにあたり、施工費用の一

部を負担する。

（単位：千円）

１６年度 １５年度

1 カラスの巣の除去助成事業 200 500 人に対して攻撃的なカラスの巣の除去を行った者

に対し、除去費用の一部補助を行う。

一件当たり限度額　20千円 (20千円)

2 清掃事業運営補助 424 424 清掃協力会（小石川、本郷）が行う事業に対して

補助を行う。

対象事業

優良会員表彰経費及び清掃施設見学会

3 リサイクルプラザ運営補助 5,000 22,006 リサイクルプラザの運営を補助する。

(1) 人件費補助 2,000千円 （15,000千円）

(2) 事務運営補助 3,000千円 （  7,006千円）

（単位：千円）

１６年度 １５年度

1 教職員互助会補助 1,667 1,667 教職員互助会が実施する福利事業及び厚生

活動に対して、経費の一部を補助する。

補助率　　1/2

限度額　　2,000千円（2,000千円）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

学 校 教 育 部

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

資 源 環 境 部
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１６年度 １５年度

2 学校給食費保護者負 3,902 3,798 給食費全額公費負担

担軽減 対象者

(1) ひとり親家庭の児童・生徒

80人　（77人）

(2) 心身障害学級在籍の児童・生徒

5人　（ 5人）

3 岩井学園入園児保護 2,693 2,693 食費及び交通費の1/2を補助

　 者負担軽減

　

（単位：千円）

１６年度 １５年度

1 指定文化財保存助成 1,040 840 (1) 建造物　　　　    　　 9件  （ 5件）

一件当たり　　50千円（50千円）

(2) 無形民俗文化財　　１件　（ １件）

一件当たり　　50千円（50千円）

(3) その他　　　　　　 　54件　（54件）

一件当たり　　10千円（10千円）

2 指定文化財保護助成 8,700 9,037 (1) 区指定文化財  

　 施設維持・補修経費等助成

　 (2) 都指定文化財

修復費等の一部助成

(3) 国指定文化財

　 　 修復費等の一部助成

新 3 「文の京一葉物語」事業 2,000 0 文の京一葉物語事業実行委員会が行う講

政 演会等への記念イベントに対し、補助を行

う。

　

3,242,394 2,969,819合　　　　　　計

生 涯 学 習 部

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　明
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