引き続き要求実現に向けてがんばります
２０１４年度予算案の概要が明らかになりました。
今回の予 算案の 中には 、これ らの提案 の一部

党区議団は昨年 ９月、港区長に 対し２０ １４年 度予算 要望を 提出、そ の後も 、みな さんか らお寄せ いただ
いた切実な要望を まとめて繰り返 し区に提 案して きまし た。
が盛り込まれましたが、区民のくらしといのちにかかる重要課題や未解決問題も数多く残されています。

●建築物耐震改修等促進

【事 業内容】港区の豊 富な歴 史観
光資 源の周遊性向上を 図るた め、
ガイドブックを作成するとともに、
歴史フォーラムを開催する。

●歴史観光資源の活用・
促進

【事 業内容】区指定有 形文化 財で
ある 旧協働会館につい て、文 化財
とし て保存・利活用を 図るた め、
地盤 ・基礎に関する調 査を行 うと
ともに、整備計画を策定する。
〈予算額〉４８６万円

●旧協働会館保存・
活用事業

ここでは、党区議団の提案で予算案に具体化された主な内容をご紹介します。

●旧乃木邸耐震補強工事
【事業内容】東日本 大震災 の影響
を受けた旧乃木邸の 耐震補 強工事
を実施する。
〈予算額〉１億１６８９万円

●自転車シェアリングの
推進

【 事業内容】区内の 木造・ 非木造
建 築物及び特定緊急 輸送道 路沿道
の 建築物の耐震化を 促進す るため
の 補助を行う。震災 時の避 難や対
応 を円滑に行うため の輸送 路を確
保 し、災害に強い街 づくり を進め
る。
〈補助対象〉
・耐震診断
・補強設計
・耐震改修工事
・建替え・除却
〈対象建物〉
・木造、非木造、共同住宅
特定緊急輸送道路沿道建築物
〈予算額〉２７億９９２９万円

● 仮(称 広)尾駅自転車
駐車場等整備

〈予算額〉７７９万円

●区内共通商品券発行支援
検索
港区議団
ホームページ
http：//www.jcp-minatokugidan.gr.jp

【事業内容】広尾駅のバリアフリー
化 に伴う整備工事に あわせ 、自転
車 等駐車場や障害者 グルー プホー
ム等を整備します。
〈整備施設〉

港区芝公園１－５－２５
(3578)2945～６

港区議員団ニュース

【事業内容】区内の 新たな 交通基
盤として自転車シェ アリン グを実
施。民間事業者によ る事業 化へ向
けた取組を支援し、 自転車 シェア
リングの区内展開を推進する。
〈２０１４年度実施場所〉
環状２号線周辺地区、港南地区
〈予算額〉５４３５万円

●シティハイツ六本木建替

・自転車等駐車場 約２００台 【 事 業 内 容 】 区 内 の
・障害者グループホーム
消費需要の創出や、
【事業内容】シティ ハイツ 六本木
・みなとふれあい館
区内商店街の活性化
を建替えるとともに、地域の暮ら 〈予算額〉２億１１００万円
のために、区内共通
しに役立つ施設を整備する。
商品券（発行金額１
〈整備施設〉
億１千万円）のプレ
・区営住宅
●拠点リサイクル
ミアム分と運営・発
・障害者グループホーム
行経費の一部を補助
・サービス付き高齢者向け住宅 【事業内容】これまで拠点回収と
する。また、一般商
・自転車等駐車場
し て実施している紙 パック 、使用 品 券 等 発 行 に 要 す る
・区民協働スペース
済 乾電池、小型家電 、ペッ トボト 供 託 金 分 を 貸 し 付 け
・防災備蓄倉庫
ル、白色トレイ、蛍光灯、古着等 る。
〈竣工予定〉２０１６年度
に加え、新たに廃食用油を回収し、 〈予算額〉
〈予算額〉１億６９３７万円
ごみの減量と資源化の促進を図る。
５１００万円
〈拠点数〉廃食用油 ２か所
〈予算額〉２１３万円
裏 面に 続 く

２０１4年３月号外（ ’
１４年度予算案特集）

日本共産党

みなさんの運動と区議団の提案が実りました

2014年度予算案

●赤羽小学校等改築
【事業内容】赤羽小学校・幼稚園の
老朽化や、児童園児数の増加に対応
するため、改築に向けた基本計画の
見直しを実施する。
〈予算額〉５９５万円

●麻布保育園等建設

●私立認可保育所
設置支援事業
【事業内容】比較的に短期間で開設
可能な事務所ビルで認可保育所を
設置・運営する事業者に対し、施
設改修費及び施設賃貸料の一部を
補助する。
〈２０１４４月開設保育所〉
９園 総定員５３４人
〈２０１５年４月開設予定保育所〉
４園 総定員２４０人
〈予算額〉６億２９６７万円

【事業内容】親子で集える場所の提
供と家庭の事情にあわせ子どもを一
時的に預かる事業を実施。
〈開設予定〉
・あっぴぃ新橋
（新橋きらきらプラザ内）
・あっぴぃ麻布（麻布図書館内）
・あっぴぃ西麻布（西麻布いきいき
プラザ等複合施設内）
〈予算額〉２億２７２５万円

●子育てひろば等事業

【 事 業 内 容 】 六 本 木 五 丁 目 に お い て、
麻布保育園等の建設工事を行う。
〈整備施設〉
・保育園
・区民協働スペース
〈開設予定〉２０１４年１１月
〈予算額〉 ６億１４０２万円

● 仮(称 田)町駅東口北地区
保育園整備

●特別養護老人ホームありすの
杜きのこ南麻布増床支援
【事業内容】特別養護老人ホームの
入所申込状況の改善を図るため、特
別養護老人ホームありすの杜きのこ
南麻布の運営事業者に対し、増床に
伴う経費の一部を補助する。
〈増床数〉 １８床
〈予算額〉２億４１６０万円

●西麻布いきいきプラザ等改築
【事業内容】西麻布いきいきプラザ
等の建設工事を行う。
〈整備施設〉
・いきいきプラザ
・保育園
・子育て支援施設
・災害対策住宅
〈開設予定〉 ２０１４年１１月
〈予算額〉１９億３７７０万円

●麻布図書館等改築
【事業内容】麻布図書館等の建設工
事を行う。
〈整備施設〉
・麻布図書館
・子育て支援施設（子育てひろば
事業、一時預かり事業）
〈開設予定〉 ２０１４年７月
〈予算額〉７億３２８万円

みなさ んの 運動と 党区議団の 提
案で、紹介したようなさ まざまな要
求が実現しました。（これは一部で
す）
そ の一方、大企業が すすめる市
街地再開発事業に多額な税金を支
出しています。（今年度分、４地区：
約２５億円）

●みなと保育サポート事業

【事業内容】現スポーツセンタープー
ル棟に複合施設として、保育園と子 【事業内容】パートタイム勤務や育
児短時間勤務等利用者など、保護者
育て支援施設を整備する。
の多様な就業形態に応じた保育を行
〈開設予定〉２０１５年度
うみなと保育サポート事業を、旧飯
〈予算額〉３億９９５２万円
倉小学校内において実施。
〈開設予定〉
・みなと保育サポート東麻布
開設予定
２０１４年４月
●緊急暫定保育施設
定員
２０人程度
【 事 業 概 要 】 増 加 す る 認 可 保 育 園 へ 〈予算額〉１億１６６８万円
の入園希望に対応するため、緊急暫
定保育施設を２箇所増設する。
●自殺対策推進事業
〈新規施設〉
・浜松町二丁目保育室 浜(松町二丁目 )
【事業内容】自殺に関する知識の普
開設予定
２０１４年４月
及、自殺念慮・未遂者へのケア・自
定員
９６人
殺遺族への支援などにより、自殺者
・志田町保育室（白金一丁目）
の減少をめざす。また、自殺対策関
開設予定
２０１４年４月
連機関との連携体制を構築し、自殺
定員
１０２人
予防の支援体制の強化を図る。
〈予算額〉２７億１６４０万円
〈予算額〉２１０万円

≪2014年度予算について≫

