
 
 

Ⅰ 予算案のポイント 

Ⅱ 一般会計 予算規模 

平成 31 年度文京区予算案 概要 

Ⅲ 31 年度主要事業等抜粋 

文 京 区 広 報 課 

☎ 0 3 （ 5 8 0 3 ） 1 8 9 1 

～ みんなが主役のまち「文の京」に向かって ～ 

◆一般会計予算は、1,022 億 7,600 万円で、 

過去最大規模となり、初めて 1,000 億円を超える 

【単位：百万円／％】 

◆特別区税収入は、納税義務者の増等により 

過去最高額の、337 億 100 万円を計上 

◆重点施策は、50 事業、126 億円 

 1,022 億 7,600 万円 （前年度比 5.8％増） 

 

◆財政調整基金の取崩しは、54 億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育情報ネットワーク環境整備の充実                  274,443 千円 【p４】 

◆部活動指導員の活用による部活動の充実                39,772 千円 【p５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
◆旧元町小学校及び元町公園の保全・有効活

用に向けた整備事業  29,406 千円 【ｐ30】 
 
◆RPA（ロボットによる業務自動化） 

19,581 千円 【ｐ31】 
◆ＡＩ（人工知能）の活用による業務改善 

（チャットボットによるごみ分別案内サービスの導入） 
1,221 千円 【ｐ32】 

 
 
 
◆公園再整備事業    422,481 千円 

（六義公園、お茶の水公園の工事、西片公園、

神明都電車庫跡公園の設計） 

 

◆八ケ岳高原学園の改修  54,187 千円 
◆小学校等の改築   3,210,601 千円 
  （誠之小／明化小等／柳町小等） 

 【p33】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆中小企業の企業力向上支援事業                   13,495 千円 【ｐ17】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆災害時受援・応援計画策定                        10,230 千円 【ｐ23】 

◆空家等対策事業                               14,901 千円 【ｐ27】 

◆自転車ＴＳマーク取得費用助成事業                     513 千円 【ｐ28】 

◆文の京生きもの写真館 ～生物多様性を見る・感じる・理解する～  2,499 千円 【ｐ29】 

◆保育所待機児童解消緊急対策            3,214,594 千円 【ｐ１】 

 （私立認可保育所等の開設を進めるとともに、春日臨時保育所の運営を延長するほか、定期利用保育を実施

し、1,000 人規模の定員を確保。また、私立認可保育所等への指導検査及び巡回指導を強化） 

◆不登校予防プロジェクト                    18,583 千円 【ｐ３】 

（お茶の水女子大学との連携やスクールカウンセラー等の活用により、早期の段階からの組織的・計画的なアセスメ

ントを強化し、不登校を生まない教育環境の整備と、児童・生徒が気軽に相談できる、SNS を活用した相談窓口

を試行的に開設） 

◆プレゼンテーション能力育成のためのカリキュラム開発  5,382 千円 【ｐ６】 

（小・中学校６校で実施している「プレゼンテーション能力向上プログラム」の実践を踏まえ、カリキュラムを開発） 

 

◆みんなが主役！楽しく目指す健康長寿！～文の京フレイル予防プロジェクト～       

2,154 千円 【ｐ７】 

（東京大学高齢社会総合研究機構との協働により、加齢とともに心身の活力が低下した状態を表す「フレイル」を予

防するため「栄養」「運動」「社会参加」の３つの柱に着目した「フレイルチェック」を実施し、健康寿命の延伸を図る） 

◆「文京区版」地域包括ケアシステム構築に向けた 

「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業  10,698 千円 【ｐ８】 

（住民が身近な地域で主体的に地域課題を把握して解決を試みる多機能な居場所づくりの支援と、複合化・複雑

化した世帯の課題に対応するため、各相談機関が連携して包括的な相談支援体制を整備） 

◆文京ユアストーリー ～あなたらしい人生のしめくくりを共に～ 

3,606 千円 【ｐ１０】 

（身寄りのない高齢者等が、安心して住み慣れた地域で暮らすため、社会参加支援・定期連絡・訪問を行うととも

に、後見制度や介護サービスの案内、葬儀や家財処分の準備を支援） 

◆がん検診の精度向上                  715,566 千円 【ｐ１２】 

（がん検診システムによる乳・子宮・胃（内視鏡）がん検診の個別受診券の送付や、各種がん検診未受診者への受

診勧奨等のほか、乳がん検診の無料化や新たに肺がん検診を実施） 

◆任意予防接種費用助成制度の充実         251,635 千円 【ｐ１３】 

（子どものインフルエンザワクチンや、高齢者に対する帯状疱疹ワクチンなどの接種費用の一部を助成） 

帯状疱疹ワクチンの接種助成は２３区初 

◆骨髄移植など特別の理由による任意予防接種費用助成制度 

743 千円 【ｐ１４】 

（骨髄移植手術などにより、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できない場合の、再接種に係る費用を助成） 

全国でもまだ例が少ない取組 

◆禁煙治療費助成                        1,220 千円【p１５】 

（区民の禁煙治療に係る費用の一部を助成し、がん予防対策等を推進） 

 

◆防災対策の充実・強化に向けた備蓄物資の整備   18,869 千円 【ｐ２４】 

（避難所及び妊産婦・乳児救護所でのプライバシー保護及び要配慮者等へのケアのため、プライベート

テントや段ボールベッド等の備蓄物資を充実）    全国に先駆けて国産「液体ミルク」を備蓄 

◆町会・自治会等の備蓄物資の充実           16,940 千円 【ｐ２５】 

（区民防災組織に対し、各々の実情に応じた防災資器材を支給し、防災行動力の向上） 

◆がけ整備資金助成事業の拡充               14,600 千円 【ｐ２６】 

(がけ等の整備工事費用の一部を助成。がけ崩れや擁壁崩壊を未然に防止し、災害に強いまちづくりの形成を促進) 

 

 

◆商店街若手人材育成事業                 1,434 千円 【ｐ１６】 
（若手商店主を対象としたグループワークにより商店街の現状把握・課題解決を行うほか、経営力アップにつながる 

研修や交流会を通じて、人材育成やネットワーク構築を支援） 

◆国内交流自治体先の食材活用               500 千円 【ｐ１８】 

（交流先自治体の食材を使用した料理を提供する区内飲食店に対する食材購入費の補助と国内交流の活性化） 

◆東京 2020 大会に向けたホストタウンの取組  14,057 千円 【ｐ１９～２１】 

 ☆文京クリスマスマーケット２０１９ 

  （ドイツの伝統行事「クリスマスマーケット」をテーマに、食をはじめとする文化に対する知識を深め、東京 2020 

大会に向け、更なる気運醸成・国際理解促進） 

☆日本ドイツ親善交流演奏会（ドイツとの交流演奏会、企画展を実施） 

☆文の京再発見！with 国際交流員 ～ドイツの言葉と文化に触れる～ 

（ドイツ人国際交流員とともにドイツの言葉や文化に触れ、文京区を再発見、区民の身近な国際交流を促進） 

◆あすチャレ！運動会「誰もが主役で参加できる運動会を作ろう」 

 （パラリンピック種目を含む様々な競技の体験）                      3,613 千円 【ｐ２２】 

第 3 期基本構想実施計画の最終年度として、着実な取組と

なる予算を編成した。 

 

【子育て・教育】 

【福祉・健康】 

 

【コミュニティ・産業・文化】 

 

【まちづくり・環境】 

 

【行財政運営】 

 
【施設整備等】 

 

31年度 30年度 増減率

64,111 61,648 4.0

33,701 32,859 2.6

540 350 54.3

530 220 140.9

4,900 5,000 △2.0

18,000 17,100 5.3

5,370 5,267 2.0

1,070 852 25.6

38,165 34,999 9.0

16,174 14,819 9.1

8,412 6,578 27.9

1,200 1,200 0.0

6,204 6,324 △1.9

6,175 6,078 1.6

102,276 96,647 5.8

31年度 30年度 増減率

43,756 41,471 5.5

20,189 20,119 0.3

職員給与費 14,180 14,418 △1.6

退職手当 820 812 1.0

その他 5,188 4,889 6.1

22,814 20,255 12.6

754 1,096 △31.2

21,476 22,686 △5.3

37,043 32,491 14.0

102,276 96,647 5.8
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