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平成 29 年度予算（案）の編成にあたって 

昨年のリオデジャネイロでのオリンピック、パラリンピックは、日本人選手の

飛躍的な活躍もあり、その感動と興奮は記憶に新しいところです。この大会がい

よいよ東京で開催されます。競技会場がある品川区にとって、新たなにぎわいの

創出やインフラ整備などにより大きな飛躍につながります。我々が事業を本格化

し、加速させる時であると決意を新たにいたしました。

区を取り巻く社会経済環境は、国の一億総活躍社会の実現に向けた政策や東京

都の「新しい東京」づくりへの施策など、これらを区としていかに区民生活のプ

ラスに繋げるかが重要であります。また、世界情勢においてはアメリカの新政策

をはじめ、世界の政治変動が区の地域経済にどのような影響を与えるのか見極め

なければなりません。

一方、区では人口が増加し、特に年少人口の増や合計特殊出生率の伸びは顕著

なものであり、こうした世代への施策の充実がより一層求められます。

そして、東日本大震災から 6 年が経過いたします。区はこの教訓から防災対策

を常に重点施策として、様々な取り組みをしてまいりましたが、昨年 4 月の熊本

地震の経験などから、被災後のいち早い救助や復旧のために、より具体的な備え

が必要であります。

こうしたことから、平成 29 年度予算は、区の未来を俯瞰的に捉え、以下 3 つ

の施策の方向性を掲げ、これを加速的に実行することで、品川区の新たな礎を築

いてまいります。

１．まちのにぎわい充実と都市型観光プランの早期実現を目指して

２．夢のバトンタッチのために、子どもたちの健やかな成長を支援

３．住み続けられるための安全で安心のまちに向けて

編成にあたりましては、スクラップ・アンド・ビルドの考えを基本に不断の行

財政改革を進め、見直すべきところは見直しながら、一般会計予算を前年度比マ

イナス 2.0％となる 1,645 億 3,600 万円とし、必要な施策には積極果敢に取り組

むものといたしました。

今後も効果的・効率的な区政運営に努め、健全財政を堅持しつつ、区民の皆さ

まの期待に応えるべく、未来志向でチャレンジしてまいります。

      平成 29 年 2 月

品川区長 濱 野  健
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◇平成 29 年度予算の概要 

一般会計 1,645 億 3,600 万円、前年度比△2.0％減の予算を編成 

■当初予算の比較                                              （単位：千円,％）

会計区分 平成 29 年度 平成 28 年度 増減額 伸率 

1 一般会計 164,536,000 167,898,500 △3,362,500 △2.0 

2 国民健康保険事業会計 44,269,820 44,574,294 △304,474 △0.7 

3 後期高齢者医療特別会

計 
7,932,711 7,638,131 294,580 3.9 

4 介護保険特別会計 24,939,418 23,681,481 1,257,937 5.3 

5 災害復旧特別会計 1,500,000 0 1,500,000 皆増

■一般会計 歳入                                              （単位：千円,％）

 区  分 平成 29 年度 平成 28 年度 増減額 伸率 

特別区税 

(区民税、たばこ税、軽自

動車税） 

44,479,120 43,316,600 1,162,520 2.7 

特別区交付金 

（都区財政調整交付金）
38,800,000 37,400,000 1,400,000 3.7 

地方消費税交付金 10,300,000 9,200,000 1,100,000 12.0

国庫支出金 31,612,272 36,177,994 △4,565,722 △12.6

都支出金 12,379,248 13,062,980 △683,732 △5.2

基金繰入金 8,064,396 10,383,791 △2,319,395 △22.3

特別区債 1,127,600 0 1,127,600 皆増

その他 17,773,364 18,357,135 △583,771 △3.2

計 164,536,000 167,898,500 △3,362,500 △2.0

■一般会計 歳出                                              （単位：千円,％）

 区  分 平成 29 年度 平成 28 年度 増減額 伸率 

議会費 845,732 837,355 8,377 1.0

総務費 18,630,727 17,882,331 748,396 4.2

民生費 74,635,429 74,208,320 427,109 0.6

衛生費 11,820,337 11,393,860 426,477 3.7

産業経済費 3,211,986 2,666,353 545,633 20.5

土木費 36,990,579 44,786,069 △7,795,490 △17.4

教育費 16,247,048 13,669,831 2,577,217 18.9

公債費 1,854,162 2,154,381 △300,219 △13.9

予備費 300,000 300,000 0 0.0

計 164,536,000 167,898,500 △3,362,500 △2.0
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◇予算のポイント

平成 29 年度予算は、時代を先取りした施策を加速度的に実行していくため、  

以下の 3つを重点に予算を策定した。 

1. まちのにぎわい充実、都市型観光プラン、オリンピック・パラリンピック気運

醸成 

2. 子どもたちの健やかな成長、総合的待機児童対策、学校施設整備 

3. 安全・安心のまちづくり、防災対策、地域包括ケア、障害者施策 

こうした重点課題に対応する施策の充実を図る一方、さらなる行財政改革の推進

や再開発事業等の減により、平成 29 年度予算は前年度比 2.0％減とした。 

◇歳入予算・財源の確保

 特別区税の税収見込み 

特別区税の大半を占める特別区民税は、納税義務者数の増加等により、412 億

3,950 万円、前年比 12 億 1,080 万円、3.0％増を見込んだ。 

 特別区交付金（都区財政調整交付金） 

都と区および 23 区相互間の財政調整を目的として都から区へ交付される特別

区交付金は、法人住民税一部国税化による減収の影響を予測していたが、固定資

産税の増や景気動向等により、388 億円、前年比 14 億円、3.7％増と見込んだ。

 徹底した行財政改革 

予算編成にあたっては、業務執行体制を中心に直営事業の委託化など経常的な

事業において精査し、職員のマンパワーを活用する見直しを行った。 

 基金の活用 

区は、これまで堅実な財政運営と職員定数削減、堅調な区税収入などにより、

緊急の課題や将来必要な行政需要に取り組むための基金を積み立ててきた。 

昨年度創設した災害復旧基金を原資に、災害発生直後に迅速な災害救助、復旧

体制を確立するため災害復旧特別会計を設置した。 

平成 29 年度予算においては、基金 80 億円を取り崩し区政の喫緊の課題に対応

する。 
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1.まちのにぎわい充実と都市型観光プランの早期実現を目指して

№ 事業名 所管課 頁

1
【新規】観光大使にシナモロール
　　　　～都市型観光プランを推進～

文化観光課 10

2 【新規】区制70周年記念 しながわ百景をARでPR 広報広聴課 11

3 外国人への「おもてなし」に積極的な商店をPR 商業・ものづくり課 12

4 【新規】シェアサイクル社会実験開始
土木管理課
都市計画課
文化観光課

13

5 【新規】観光拠点のおもてなしトイレ 公園課 14

6 東品川二丁目防災桟橋　平常時の活用に向けて 河川下水道課 15

7
【新規】坂井市を、見て、知って、楽しんで
　　　　～坂井市区民交流ツアー～

地域活動課 16

8 品川歴史館特別展「大崎・五反田－徳川幕府直轄領の村々－」 文化観光課 17

9 区民の一大芸術イベント「品川区民芸術祭」 文化観光課 18

10 品川区3競技の応援マスコットキャラクター誕生
オリンピック・パラリ

ンピック準備課
19

11 【新規】品川の魅力を世界に発信 ホスピタリティハウスの誘致へ
オリンピック・パラリ

ンピック準備課
20

12 東京2020大会　1000日前イベント「スポーツフェスタ」
オリンピック・パラリ

ンピック準備課
21

13 パラリンピックの機運醸成・障害者スポーツを身近に
オリンピック・パラリ

ンピック準備課
22

14
ジュニアスポーツにチャレンジ
～二極化解消と指導者養成～

スポーツ推進課 23

15 わ！しながわ オリンピック・パラリンピック教育「ようい、ドン！」 指導課 24

16 【新規】オリンピック会場周辺の環境整備 道路課 25

17 【新規】日本体育大学と連携 いつでもどこでも「しながわ体操」 スポーツ推進課 26

18 【新規】都内初！全国シティプロモーションサミット in 品川区 広報広聴課 27

19 品川区制70周年キャンペーン
総務課

オリンピック・パラ
リンピック準備課

28

20 【新規】原動機付自転車「ご当地ナンバープレート」で区の魅力発信 税務課 29
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1.まちのにぎわい充実と都市型観光プランの早期実現を目指して

№ 事業名 所管課 頁

21 【新規】立会川・勝島地区まちづくりビジョンを策定 都市計画課 30

22 【新規】八潮地区 まちづくり検討スタート 都市計画課 31

23 【新規】しながわ水族館 夢の水槽＆ペンギンランドリニューアル 公園課 32

24 【新規】品川の魅力発見＆若者の出会いを応援 地域活動課 33

25 町会・自治会の活動助成を拡充 地域活動課 34

26 企業等との協働推進 「しながわCSＲ推進協議会」 総務課 35

27 【新規】大学との協働推進 「しながわ大学連携推進協議会」設立 総務課 36

28 しながわ学びの杜・品川シルバー大学「ふれあいコース」を拡充 文化観光課 37

29 品川の生涯学習「しながわ学びの杜」講座の充実 文化観光課 38

30 【新規】全国初！モンゴルとの科学技術交流をスタート 産業活性化担当 39

31
【新規】新ビジネス・新サービスの創出
　　　　～情報通信業の企業間連携支援～

産業活性化担当 40

32
永年にわたる豊富な知識と経験を次代につなぐ
～創業100年以上の事業所を表彰～

商業・ものづくり課 41

33 中小企業の円滑な事業承継を支援 商業・ものづくり課 42

34 産業構造の変化に対応する中小企業向け支援メニューを充実 産業活性化担当 43
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2.夢のバトンタッチのために、子どもたちの健やかな成長を支援

№ 事業名 所管課 頁

35 総合的な待機児童対策
待機児童対策担当
保育施設調整担当

44

36
総合的な待機児童対策
～都市公園と競馬場駐車場内に保育園開設～

待機児童対策担当 45

37
【新規】中学校跡地の有効活用
        ～待機児童対策等の喫緊課題への対応～

企画調整課
待機児童対策担当
保育施設調整担当

46

38 私立保育園・小規模保育事業等・認証保育所の新規開設支援 待機児童対策担当 47

39 【新規】認可外保育施設の保育料助成制度の創設 保育課 48

40
保育士等人材確保支援
～私立保育園の保育士等の処遇改善の充実～

保育課 49

41
しながわネウボラネットワーク事業
【新規】児童センターを活用した子育て支援の拡充

子ども育成課 50

42
しながわネウボラネットワーク事業
　オアシスルーム（生活支援型一時保育）の増設

保育課
高齢者地域支援課

51

43 病児保育室の定員拡大 保育課 52

44
子どもの未来応援プロジェクト
【新規】未来を拓く学習支援

子ども家庭支援課 53

45
子どもの未来応援プロジェクト
【新規】子ども食堂開設・ネットワーク支援

子ども家庭支援課 54

46 【新規】元プロ野球選手による園児親子ベースボールフェスタ 保育課 55

47 しながわ区民公園プレイパーク開設 子ども育成課 56

48
わっくわくランドしながわ
～児童センター設立50周年～

子ども育成課 57

49
子どもがつなぐ都市間交流
～早川町・宮古市・坂井市～

子ども育成課 58

50 小学校と幼稚園の改築
学校計画担当

保育課
59

51 校庭の人工芝生整備 庶務課 60

52 ICTを活用したわかりやすい授業の全校展開 学務課 61

53 タブレット端末と無線LAN導入 どこでもネット学習 学務課 62

54 品川英語力向上推進プラン 指導課 63

55 平和を次世代へ 「しながわ平和の花壇」事業を推進 総務課 64

56 「宇宙と生命」をテーマに恐竜も登場「五反田宇宙ミュージアム」 文化観光課 65
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3.住み続けられるための安全で安心のまちに向けて

№ 事業名 所管課 頁

57 【新規】地域防災計画の見直し 防災課 66

58 【新規】災害発生時の財政的な備えを確保
防災課
財政課

67

59 【新規】防災行政無線設備のデジタル化 防災課 68

60 【新規】防災システムの充実 防災課 69

61 全国初！災害想定区域のテレビへ情報配信 企画調整課 70

62 【新規】がけ・擁壁を改修して災害に強いまちづくり 建築課 71

63 【新規】住宅耐震緊急促進アクションプログラムに基づく耐震化促進 建築課 72

64 マンションの耐震・建替および防災の促進
住宅課
防災課

73

65 感震ブレーカー設置の普及拡充 防災課 74

66
【新規】地域防災力の強化
　　　　～防災資器材整備助成～

防災課 75

67 【新規】第二戸越幹線整備工事　開始 河川下水道課 76

68 【新規】西品川一丁目 不燃化整備に向けて調査に着手 木密整備推進課 77

69
燃えにくいまちに！
～不燃領域率70%に向けて～

木密整備推進課 78

70 【新規】都内初！「スマートフォンを活用した道路点検システム」の導入 道路課 79

71 【新規】補助163号線 新規区間整備に着手 道路課 80

72 環境三計画の改訂 環境課 81

73 歩行喫煙防止・路上喫煙禁止の強化 生活安全担当 82

74
交
通

【新規】交通安全宣言50周年記念「しながわ交通安全フェア」 交通安全担当 83
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3.住み続けられるための安全で安心のまちに向けて

№ 事業名 所管課 頁

75
認知症施策の充実
～啓発・早期発見～

高齢者福祉課 84

76 品川区在宅介護支援システム開発・運用 高齢者福祉課 85

77 介護人材確保・定着支援 高齢者福祉課 86

78
高齢者のセーフティネットを整備
～住み慣れた地域で暮らし続けるために～

福祉計画課 87

79 「支え愛・ほっとステーション」全地区展開
福祉計画課

高齢者地域支援課
88

80 品川区生活支援体制整備　地域の支え愛の“わ”づくり
高齢者地域支援課

福祉計画課
89

81 高齢者を主とした多世代の交流の場「ゆうゆうプラザ」の拡大
高齢者地域支援課

保育課
90

82
予防通所サービス「地域ミニデイ」の拡大
～住民ボランティアの力を借りて～

高齢者地域支援課 91

83 （仮称）品川区立障害児者総合支援施設を建設 障害者福祉課 92

84 アール・ブリュット展の開催 障害者福祉課 93

85 【新規】ICTによる障害者差別解消法推進
情報推進課
障害者福祉課

94

86 成人歯科健康診査の年齢拡大 健康課 95

87 【新規】禁煙外来治療費の助成 健康課 96

88
蚊の発生防止対策の拡大
～私道も対象に!雨水マスへの昆虫成長制御剤投入～

生活衛生課 97

4.区政運営の基本姿勢

№ 事業名 所管課 頁

89 【新規】駅直結「アトレ大井町」に期日前投票所を新設 選挙管理委員会事務局 98

90
【新規】伝える広報から伝わる広報への取り組み
　　　　～デジタルサイネージシステム構築と電子書籍版 広報紙の配信～

広報広聴課 99

91 【新規】住民税等のクレジット・ペイジー収納開始
税務課

国保医療年金課
100

92 職員のアイデアを区政に生かす「職員提案制度」実施 人事課 101
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