
令和４年度事務事業評価　二次評価ヒアリング対象事業・評価理由

1 芝地区総合支所まちづくり課 芝地区保護樹木・樹林助成 1,278 レベルアップ レベルアップ
保護樹木の２本目以降の補助金増額及び新たに特別保護樹木等の助成額を設定することについて、環境保護、景観形成等の観点から、保護樹木数
の維持及び増加は必要であり、区の緑を保全し、良好な環境と景観形成が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

2 麻布地区総合支所まちづくり課 麻布地区保護樹木・樹林助成 1,724 レベルアップ レベルアップ
保護樹木の２本目以降の補助金増額及び新たに特別保護樹木等の助成額を設定することについて、環境保護、景観形成等の観点から、保護樹木数
の維持及び増加は必要であり、区の緑を保全し、良好な環境と景観形成が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

3 赤坂地区総合支所まちづくり課 赤坂地区保護樹木・樹林助成 1,109 レベルアップ レベルアップ
保護樹木の２本目以降の補助金増額及び新たに特別保護樹木等の助成額を設定することについて、環境保護、景観形成等の観点から、保護樹木数
の維持及び増加は必要であり、区の緑を保全し、良好な環境と景観形成が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

4 高輪地区総合支所まちづくり課 高輪地区保護樹木・樹林助成 2,143 レベルアップ レベルアップ
保護樹木の２本目以降の補助金増額及び新たに特別保護樹木等の助成額を設定することについて、環境保護、景観形成等の観点から、保護樹木数
の維持及び増加は必要であり、区の緑を保全し、良好な環境と景観形成が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

5 芝浦港南地区総合支所まちづくり課 運河の魅力向上事業 5,367 レベルアップ レベルアップ
港栄橋のライトアップ工事を実施することについて、芝浦港南地区の貴重な地域資源である水辺空間の魅力向上につながり、地域コミュニティや
観光・産業の活性化、安心安全なまちづくりが期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

6 芝浦港南地区総合支所まちづくり課 芝浦港南地区保護樹木・樹林助成 322 レベルアップ レベルアップ
保護樹木の２本目以降の補助金増額及び新たに特別保護樹木等の助成額を設定することについて、環境保護、景観形成等の観点から、保護樹木数
の維持及び増加は必要であり、区の緑を保全し、良好な環境と景観形成が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

7 地域振興課 町会等活動支援 19,374 レベルアップ レベルアップ
町会・自治会まるごとデジタル支援事業に、新たに、ステップアップ講座やモデル町会向けコーディネート講座を実施することについて、町会の
デジタル化支援を通じた町会活動全体の活発化が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

8 国際化・文化芸術担当 ミナコレ（ＭＩＮＡＴＯＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ） 5,126 レベルアップ レベルアップ
デジタルスタンプラリーの特典を「大使館訪問」とすることについて、大使館を訪問する機会を提供することで事業内容の充実が図られ、多文化
共生社会の実現が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

9 産業振興課 中小企業ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業 3,467 レベルアップ レベルアップ
港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業の知名度を高めるため、認定企業マーク作成や取組紹介等を新たに実施することについて、区内
企業のワーク・ライフ・バランスの推進や認定企業のイメージアップによる採用促進等が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

10 産業振興課 中小企業ＤＸ促進支援事業 92,640 レベルアップ レベルアップ
ソフトウェア導入費等支援事業補助金の補助率、補助上限額を引き上げることについて、令和5年度以降に開始されるインボイス制度、改正電子
帳簿保存法への対応支援を強力に進めることで、区内中小事業者の生産性向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

11 保健福祉課 地域包括ケア推進事業 47,099 レベルアップ レベルアップ
医療機関等検索システムを導入することについて、区と医療機関の連携強化や区民等への正確で安全な情報提供を通じて、在宅療養の支援や区の
地域包括ケアの更なる推進が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

12 高齢者支援課 高齢者デジタルデバイド解消事業 87,307 レベルアップ レベルアップ
区民がスマートフォン等の操作方法等を対面で相談できる窓口の開設時間を、半日(９時～12時または13時～17時)から１日（９時～17時）に延ば
すことについて、スマートフォンを所有する高齢者の支援を通じて、生活の質の向上や社会参加の促進が期待できることから、「レベルアップ」
と評価します。

13 介護保険課 介護サービス事業者振興事業 8,494 レベルアップ レベルアップ
「介護のしごと面接・相談会」の規模拡大や介護サービス事業者向け研修内容を充実することについて、喫緊の課題である介護人材の確保やその
後の育成を強化することで、安定的で質の高い介護サービスの提供が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

14 介護保険課 介護ロボット等導入支援事業 17,635 レベルアップ レベルアップ
導入サポートセンターの開設や補助事業の対象拡大等について、人材不足を課題とする介護事業所の負担を軽減し、介護業務環境の改善と介護
サービスの質の向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

15 障害者福祉課 手話通訳提供等事業 50,500 レベルアップ レベルアップ
区が作成する事業周知の広報や講演会等の動画への手話ワイプの表示の徹底、手話通訳者派遣における遠隔手話通訳の導入など、手話通訳を必要
とする聴覚障害者へのきめ細かな支援を拡充することについて、情報提供の充実につながり、地域で自立して生活できる環境の促進が期待できる
ことから、「レベルアップ」と評価します。
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16 障害者福祉課 障害者サービス提供事業者育成事業 457 レベルアップ レベルアップ
同行援護事業者及び行動援護事業者向けの研修の対象範囲に、区と協定を結んでいる移動支援事業者を拡大することについて、同行援護・行動援
護を提供できる事業所の増加や利用者のサービス向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

17 障害者福祉課 障害者住宅管理運営 45,594 レベルアップ レベルアップ
障害者住宅の空室を車椅子対応型住宅に改修することについて、車いす利用者の利便性の向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価し
ます。

18 障害者福祉課 障害者支援ホーム管理運営 104,543 レベルアップ レベルアップ
障害者支援ホーム南麻布を対象とした医療的ケア研修の実施、人員の増員等による指定管理料の増額について、昨今の事情を踏まえ、当該施設の
体制強化は急務であり、こうした取組は、施設における支援体制の確保、充実はもとより、施設入所者の日常生活の安心・安全が期待できること
から、「レベルアップ」と評価します。

19 障害者福祉課 新たな障害者就労の創出 11,460 レベルアップ レベルアップ
超短時間就労の促進に向けた就労マッチングや自宅から操作できる分身ロボットによる接客等を拡充することについて、重度障害者の就労機会創
出や就労環境整備が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

20 障害者福祉課 障害者（児）日中一時居場所提供事業 4,950 レベルアップ レベルアップ
重度障害児日中一時支援事業の利用日や定員を拡充することや障害者（児）日中一時居場所提供事業の対象事業者を拡大することについて、障害
者（児）の日中活動後の居場所支援は、障害者（児）はもとより、介護する家族等の負担軽減や就労支援の観点からも重要であり、国等の特定財
源を確保することで効率的な実施が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

21 障害者福祉課 障害児通所支援事業所運営支援 20,160 レベルアップ レベルアップ
障害児通所支援事業所の家賃や送迎等にかかる経費の一部を新たに支援することについて、既存の事業所の運営環境の維持・改善につながるほ
か、事業所の参入を促進し、利用する障害児へのサービス向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

22 保健予防課 エイズ・性感染症等予防事業 16,811 レベルアップ レベルアップ
保健所ＨＩＶ・梅毒検査を即日検査に変更すること及びAIチェックの受検者枠を増加することについて、検査・相談体制を充実し、感染者が早期
に検査を受け、適切な相談や医療機関への紹介の機会を得られることで、感染症の予防及びまん延防止が期待できることから、「レベルアップ」
と評価します。

23 健康推進課 産後母子ケア事業 56,241 レベルアップ レベルアップ
デイケア、アウトリーチ事業を開始し利用料金の一部を助成すること、また、宿泊型ショートステイ事業の契約先施設を拡大することについて、
育児不安を抱える母親に対する支援の裾野を広げ、安心して育児に取り組む環境確保が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

24 健康推進課 自殺対策推進事業 6,101 レベルアップ レベルアップ
自殺対策の一環として、相談先が少なくなる夜間帯に対応する電話相談ダイヤルを新たに開始することについて、自殺者の時間は０時～６時が一
番多い時間帯であり、その前の時間帯で電話相談を受けることで、心の状態が安定し、自殺を制止する効果が期待できることから、「レベルアッ
プ」と評価します。

25 健康推進課 肺がん検診 211,901 レベルアップ レベルアップ
肺がん検診について、現在実施している二重読影に加えてAI解析を活用することについて、肺がん病変の見落とし防止につながり、区民の健康維
持及び増進が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

26 子ども家庭課 学童クラブ 6,065 レベルアップ レベルアップ
学童クラブ育成料の納付方法として、コンビニ収納及び電子マネー収納を追加するシステム改修をすることについて、多様な支払い手段を確保す
るとともに時間を問わずいつでも育成料の支払を行うことができるようになり、保護者の利便性向上及び収納率の向上が期待できることから、
「レベルアップ」と評価します。

27 子ども家庭課 子ども医療費助成 1,230,439 レベルアップ レベルアップ
医療費助成を現行の小学生、中学生から、高校生を対象に加えることについて、高校生世代が健康意識を持ち、経済的な負担を心配することなく
必要な時に受診できる環境整備につながることから、「レベルアップ」と評価します。

28 保育政策課 保育力向上支援事業 7,874 レベルアップ レベルアップ
保育士向け研修の拡充、保育の質ガイドラインの策定等、区内保育施設全体の保育力向上のための取組を実施することについて、認可保育園はも
とより、認可外保育施設も含めた区内保育施設全体における保育の質の向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

29 保育課 認証保育所運営助成 858,659 レベルアップ レベルアップ
区内の認証保育所への運営費補助対象に、短時間区分を新設することについて、働き方の多様化によって保育ニーズにも変化が生じる中、短時間
保育を促進することで、認証保育園が短時間利用者の受入れを拡大することにつながり、区民の多様なニーズに対する支援の充実が期待できるこ
とから、「レベルアップ」と評価します。

30 保育課 私立認可保育所等保育サービス推進事業 168,599 レベルアップ レベルアップ
空き定員を活用した一時保育事業（余裕活用型一時保育事業）を実施する私立認可保育園に対して、事業の実施に要する経費を補助することにつ
いて、一時保育の利用者数の拡大など、区全体の保育サービスの向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

31 子ども家庭支援センター 子育てひろば事業 52,921 レベルアップ レベルアップ
子ども家庭支援センターの地域交流室（カフェ）の営業日を拡大し、土曜日における営業を開始することについて、地域住民等との相互交流や機
会の場をさらに促進することで、子育て支援の更なる充実につながることから、「レベルアップ」と評価します。
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32 子ども家庭支援センター みなと子育てサポートハウス事業 37,833 レベルアップ レベルアップ
子育てひろば『あい・ぽーと』ステーション内に施設利用者向けのカフェを新設すること、また、カフェで子育てに関する相談、援助等の支援を
行うことについて、親子間の交流促進や保護者の育児不安の解消、児童虐待の未然防止が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

33 都市計画課 防災・震災復興まちづくりの推進 12,766 レベルアップ レベルアップ

令和４年５月に東京都が公表した「東京都の新たな被害想定～首都直下型地震等による東京の被害想定～」において、首都直下地震の被害想定が
見直されたことから、ハザードマップを更新した上で「港区防災街づくり整備指針」の改定を行うこと及び６種類のハザードマップを一括で閲覧
できるシステムを導入することについて、居住地の災害時の危険度を一度に把握することが可能となり、区民の分かりやすさ向上と、震災への備
えなど具体的な行動につながり、地域の防災力向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

34 地域交通課 コミュニティバス運行 378,187 レベルアップ レベルアップ
多子世帯の経済負担を軽減する観点からコミュニティバスの未就学児の運賃を無料化することや、新たにスマートバス停を導入することについ
て、区民など利用者の利便性向上につながるとともに、広告収入の可能性も広がり、コミュニティバスの運行改善が期待できることから、「レベ
ルアップ」と評価します。

35 地域交通課 台場の地域交通の運行 20,000 レベルアップ レベルアップ
多子世帯の経済負担を軽減する観点からお台場レインボーバスの未就学児の運賃を無料化することや、燃料電池バスを計画的に導入することにつ
いて、温室効果ガスの排出を削減するだけでなく、区が率先して取り組むことで、区民や事業者等の脱炭素化に向けた取組の促進が期待できるこ
とから、「レベルアップ」と評価します。

36 環境課 緑化助成 2,260 レベルアップ レベルアップ
㎡単価を廃止し経費の1/2助成に統一する内容へ補助要件を見直すことについて、より実態に沿った補助要件とし、助成内容を拡充することで、
区内の緑化がより推進され、緑被率の向上による緑の創出が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

37 地球温暖化対策担当 みなと環境にやさしい事業者会議 4,456 レベルアップ レベルアップ
みなと環境にやさしい事業者会議の新規会員獲得に向けた企業訪問の実施や広告媒体を活用した当該会議活動の広報等、情報発信の強化を図る取
組などを実施することについて、会員事業者数の増加と活動の活発化により、区全体での温室効果ガス削減や環境意識の向上が期待できることか
ら、「レベルアップ」と評価します。

38 みなとリサイクル清掃事務所 大規模事業所ごみ排出指導 2,335 レベルアップ レベルアップ
廃棄物管理責任者講習のオンライン化及び大規模建築物の立入検査におけるアドバイザー同行について、責任者講習における利便性向上や立入検
査における専門的な見地からの実践的な助言による建物全体におけるごみ減量・再利用率向上が図られ、事業系ごみの更なる発生抑制が期待でき
ることから、「レベルアップ」と評価します。

39 区長室 区民の声センター運営 145,647 レベルアップ レベルアップ
ホームページを経由したイベント受付システムを整備することについて、24時間受付が可能となるなど、イベント等の申込時における区民の利便
性向上や抽選結果の通知等の効率化が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

40 防災課 帰宅困難者対策 38,256 レベルアップ レベルアップ
広告バナーを活用した周知啓発やVRを活用した訓練やQRコードによる一時滞在施設への誘導等について、テレワークの普及など社会環境の変化に
伴う帰宅困難者対策の見直しとして効果が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

41 防災課 共同住宅の震災対策 12,215 レベルアップ レベルアップ
共同住宅居住者を対象とした港区版備蓄食・災害食体験プログラムを実施することについて、区においては、中層・高層マンションが多い特性か
ら在宅避難が推奨されている中、こうした取組を通じて、自助に対する対策の支援を進めることは重要であり、区内全体の防災力向上が期待でき
ることから、「レベルアップ」と評価します。

42 情報政策課 公衆無線ＬＡＮの整備 98,703 レベルアップ レベルアップ
区有施設や屋外における公衆無線LAN（Minato City Wi-Fi）の利用可能なエリアを拡充することについて、観光や災害時等における通信環境の確
保、更なる安定化が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

43 情報政策課 ＡＩ・ＲＰＡによる業務効率化の推進 49,610 レベルアップ レベルアップ
庁内向けAIチャットボットを導入することについて、庁内各課からの定型的な問合せ等の対応をチャットボットに置き換えることで、対応時間の
縮減など業務の効率化が図られ、担当職員の不在時にも対応可能になるなど、問合せ方法を簡易化することにより適正な事務執行が期待できるこ
とから、「レベルアップ」と評価します。

44 情報政策課 デジタル社会の実現に向けたＩＣＴ推進 20,084 レベルアップ レベルアップ
デジタル人材育成のための研修、マニュアル作成支援ツールやオンライン校正ツール等デジタル機器やツールを導入することなどについて、区政
のDX化を推進し、事業や取組の質の向上を図ることで、区民サービスの向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

45 教育長室 私立学校等連携推進事業 378 レベルアップ レベルアップ
区内の私立学校等との意見交換の結果を踏まえ、私立幼稚園における園庭開放に関する支援と私立高校向けの探求型学習の活動成果発表会を開催
することについて、私立学校等への支援につながり、私立学校との更なる連携や、公立・私立に捉われない全ての子どもへの支援が期待できるこ
とから、「レベルアップ」と評価します。

46 生涯学習スポーツ振興課 学校プール開放事業 100,203 レベルアップ レベルアップ
区内小中学校７校において、小学生及び中学生を対象とした夏休み期間における水泳教室を新たに実施することについて、スポーツ活動の機会を
創出することは、新型コロナウイルスの影響による子どもの体力低下が懸念されている中、体力向上が期待できることから、「レベルアップ」と
評価します。

47 学務課 小学校特別支援学級就学奨励 1,199 レベルアップ レベルアップ
現在、港区在住で、公立小学校の特別支援学級に就学等としている就学奨励の対象に、新たに、私立小学校の特別支援学級に就学等を加えること
について、港区在住の児童・生徒が家庭の状況などに影響されず、児童・生徒の特性などに応じた教育を安心して受けることにつながることか
ら、「レベルアップ」と評価します。
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48 学務課 中学校特別支援学級就学奨励 1,341 レベルアップ レベルアップ
現在、港区在住で、公立中学校の特別支援学級に就学等としている就学奨励の対象に、新たに、私立中学校の特別支援学級に就学等を加えること
について、港区在住の児童・生徒が家庭の状況などに影響されず、児童・生徒の特性などに応じた教育を安心して受けることにつながることか
ら、「レベルアップ」と評価します。

49 学務課 小学校就学援助 91,427 レベルアップ レベルアップ
現在、港区在住で国公立の小学校に在学する児童・生徒等の保護者としている就学援助の対象に港区在住で私立小学校に在学する児童・生徒等を
加えることについて、社会情勢や区民、私立学校のニーズを踏まえ、私立小学校在学者にも義務教育の円滑な実施のための援助が必要であると考
えられ、義務教育の円滑な実施が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

50 学務課 中学校就学援助 81,156 レベルアップ レベルアップ
現在、港区在住で国公立の中学校に在学する児童・生徒等の保護者としている就学援助の対象に港区在住で私立中学校に在学する児童・生徒等を
加えることについて、社会情勢や区民、私立学校のニーズを踏まえ、私立中学校在学者にも義務教育の円滑な実施のための援助が必要であると考
えられ、義務教育の円滑な実施が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

51 教育人事企画課 学校非常勤講師 504,100 レベルアップ レベルアップ
特別支援教室の巡回指導及び学級運営等を支援するため、新たに会計年度任用講師を任用すること、また、区立幼稚園における子育てサポート保
育の拡充等をすることについて、現在生じている学校運営における課題の解決を図り、安定的な学校運営が期待できることから、「レベルアッ
プ」と評価します。

52 教育人事企画課 小学校教科担任制の先行導入 19,014 レベルアップ レベルアップ
小学校教科担任制について、新たに区内小学校15校に導入するとともに国語で教科担任制を採用することについて、教科指導の専門性をもった教
員が指導することによる授業の質の向上や教員の負担軽減が図られ、学校の教育活動の充実が期待できることから、「レベルアップ」と評価しま
す。

53 教育指導担当 学校図書館運営事業 61,224 レベルアップ レベルアップ
学校図書館スタッフの配置日数の拡充を通じた学校司書の授業支援機能の強化や学習用タブレット端末を活用した電子書籍の導入モデル校を拡充
することについて、児童・生徒の豊かな学習活動や自主的・自発的な読書活動の推進を通じて、児童・生徒の論理的な思考を養うことなどが期待
できることから、「レベルアップ」と評価します。

54 教育指導担当 心の教育相談・不登校対策事業 33,253 レベルアップ レベルアップ
スクールカウンセリングの充実やスクールソーシャルワーカーを各学校に配置することについて、増加する不登校等の課題を抱える児童・生徒か
らの相談に対して、専門的な見地から対応できる体制を強化することで、これまで以上に子どもたちの抱える課題に早期に気付き、関係機関と連
携して早期解決に導くことが期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

55 教育指導担当 体育連合行事 8,737 レベルアップ レベルアップ
体育連合行事の会場を東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場でもあった国立競技場に変更することについて、区内小中学校では、
東京2020大会時にオリンピック・パラリンピック教育を展開していることからも、当該会場を使用することでレガシーの継承と子どもの更なる意
欲向上が期待できることから、「レベルアップ」と評価します。

56 芝地区総合支所管理課 芝地区芝ｄｅＭｅｅｔＴｈｅＡｒｔ 3,000 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
オンラインによるワークショップの開催に関する企画内容や使用機材などを精査し、実施内容の効率化を図ることで費用の削減が見込めるため、
「縮小・一部廃止」と評価します。

57 芝地区総合支所協働推進課 芝地区防災力向上プロジェクト 4,114 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
本事業のうち、セミナー受講者を対象としたフォローアップについては、費用対効果の観点から契約手法の見直しを行い、より効率的な形で事業
を実施することから、「縮小・一部廃止」と評価します。

58 芝地区総合支所まちづくり課 芝地区児童遊園整備 17,179 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止 芝新堀町児童遊園のマンホールトイレ設置完了に伴い、本工事については終了することから、「縮小・一部廃止」と評価します。

59 麻布地区総合支所協働推進課 麻布地区みんなでまちをよくする「ミナヨク」 7,997 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
講座当日の進行をファシリテーターの活用から区職員自らの運営に切り替えることで、職員の地域課題に対する意識向上や区民との更なる信頼関
係の構築が期待され、また、業務委託のうち、人件費の削減にもつながることから、「縮小・一部廃止」と評価します。

60 麻布地区総合支所協働推進課 麻布地区地域間子ども交流 4,376 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
参加者に対しての記念品配付に変えて、参加者が自ら記念品を作成する取組とすることは、子どもたちに自然や農業、伝統文化など普段の生活で
は味わえない体験ができる機会を設けることでその満足度を高めるとともに、業務委託のうち、記念品を購入する経費の削減につながることか
ら、「縮小・一部廃止」と評価します。

61 赤坂地区総合支所協働推進課 赤坂地区地域防災力向上 1,028 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
より多くの方に防災知識の普及啓発をするため、防災訓練等に参加する際に配布している普及啓発品の単価を見直すことで、事業の効率化を図る
ことから、「縮小・一部廃止」と評価します。

62 赤坂地区総合支所協働推進課 赤坂地区赤坂・青山みんなで学ぼうさい事業 3,018 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
区内公立小学校の児童に対する講座の周知については、GIGAスクール構想を踏まえ、紙での配布からタブレット配信に切り替えることで、業務委
託のうち、印刷費用の経費削減につながることから、「縮小・一部廃止」と評価します。

63 赤坂地区総合支所協働推進課 赤坂地区子ども地域間交流事業 4,962 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
本事業において実施している「連携推進事業」については、災害時の連携強化など職員交流の目的を一定程度達成していること、また、本事業に
おける他の取組においても本事業の目的を補完することが可能であり、事業を効率的に実施することから、「縮小・一部廃止」と評価します。
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64 赤坂地区総合支所協働推進課 赤坂地区赤坂・青山子ども共育事業 8,180 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
区内公立小学校の児童に対する講座の周知については、GIGAスクール構想を踏まえ、紙での配布からタブレット配信に切り替えることで、業務委
託のうち、印刷費用の経費削減につながることから、「縮小・一部廃止」と評価します。

65 高輪地区総合支所協働推進課 高輪地区たかなわ防災コミュニティ向上プロジェクト 4,985 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
これまで外部講師により実施していた講座の一部を区職員自ら講師を務めることで、区民とともに地域課題の解決を図り、区民との更なる信頼関
係の構築を図ることが期待され、業務委託のうち、人件費の削減につながることから、「縮小・一部廃止」と評価します。

66 高輪地区総合支所協働推進課 高輪地区町会・自治会潜在力向上プロジェクト 4,246 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
プロジェクトチームにおける会議等の場面においてファシリテートを区職員が自ら行い、より密に意見交換することで、区民との更なる信頼関係
の構築がされるとともに職員の考える力と区民とともに歩む姿勢を一層成長させることが期待され、また、業務委託のうち、人件費の削減にもつ
ながることから、「縮小・一部廃止」と評価します。

67 芝浦港南地区総合支所協働推進課 芝浦港南地区みずまちプロデュース事業 5,928 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
「ベイエリア講座」の運営について、イベントの事業内容を精査し、より効率的な実施体制となるよう見直しすることで、経費の削減につながる
ことから、「縮小・一部廃止」と評価します。

68 芝浦港南地区総合支所協働推進課 泳げるお台場の海創生事業 40,968 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止 ちいバスの広告の縮小をはじめとした周知関連の経費削減により、さらなる事業の効率化を図ることから、「縮小・一部廃止」と評価します。

69 国際化・文化芸術担当 外国人への情報提供事業 2,015 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
外国人に対するイベント情報の発信等に使用するタブレット端末について、テレワーク用のスマートフォンや各課に配備予定のタブレットにより
情報発信を行うことは可能であり、課専用のタブレットを廃止することから、「縮小・一部廃止」と評価します。

70 産業振興課 創業再チャレンジ支援事業 33,194 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
令和３年度の事業開始以来、交付決定実績がなく、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金（再チャレンジ支援融資）」事業といった類似事業もあ
ることから、来年度以降新規受付は行わないため、「縮小・一部廃止」と評価します。

71 産業振興課 チャレンジ商店街店舗応援事業 17,505 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
当該補助事業のうち、コロナ対策支援分については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に開始した事業であり、各店舗がコロナ対策を
講じた上で通常営業をしている状況や今年度の交付決定実績が大幅に下がっていることから、所期の目的は達成したものとして、「縮小・一部廃
止」と評価します。

72 観光政策担当 シティプロモーション推進事業 38,962 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
東京2020大会開催を契機に国内外に発信する施策として実施していた航空機内広告の廃止や清掃車へのラッピング事業の廃止、費用対効果が見込
めるイベントを選定したうえでブース出展をするなど、より効率的かつ効果的に事業を実施することから、「縮小・一部廃止」と評価します。

73 観光政策担当 バリアフリー観光の推進 4,026 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
日本語版及び英語版と比較した場合の需要は少ないことから、中国語版及びハングル版のマップを廃止することで、事業の効率化を図ることか
ら、「縮小・一部廃止」と評価します。

74 観光政策担当 港区観光インフォメーションセンター運営 14,335 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
人数の精査などスタッフの勤務体制の見直しを通じてより効率的な運営を行うことにより、業務委託のうち、人件費の削減につながることから、
「縮小・一部廃止」と評価します。

75 高齢者支援課 認知症高齢者介護家族支援事業 9,404 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止

緊急時における認知症高齢者対応として常時サービス提供ができる体制を整えることは重要であり、本事業の必要性は高いといえますが、業務委
託のうち、スタッフ体制などを見直すことで、経費の圧縮に努めることから、「縮小・一部廃止」と評価します。
なお、常時サービス提供ができる体制の確保が必要である一方で、これまでの実績等を見極めて費用対効果を高めていくことが引き続き求められ
ることから、今後もより効率的な事業の見直しに向けて検討してください。

76 介護保険課 高齢者施設等におけるＰＣＲ検査支援事業 7,800 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
PCR検査の受検能力の向上や実績等を踏まえ、検査費用の助成金額の上限を設定することは妥当であり、また、費用対効果を踏まえた効率的、効
果的な事業運営に資することから「縮小・一部廃止」と評価します。

77 介護保険課 介護保険課運営 87,459 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止

「あったかいね！介護保険」の冊子については、介護報酬の改定の時期に合わせて３年に１回の改定を原則とすることで、区民に必要な情報を更
新でき、毎年の経費や業務量の縮減にもつながることから、「縮小・一部廃止」と評価します。
なお、事業所一覧など、変更頻度の高い情報は、区ホームページで都度修正するなどの工夫を講じるほか、臨時の制度改正など区民への周知が必
要な場合は、情報を迅速に届けるために柔軟な対応を行ってください。

78 介護保険課 新型コロナウイルスワクチン接種移動支援事業 13,549 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
移動が困難な高齢者、障害者等の新型コロナワクチン接種会場等への移動を支援するために配布しているタクシー利用券について、ワクチン接種
券に同封することで、区民の利便性向上と経費の削減につながることから、「縮小・一部廃止」と評価します。

79 生活衛生課 生活衛生課運営 24,603 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
区内飲食店や宿泊施設等への感染症対策に関する情報周知のための郵便料について、ホームページでの周知に切り換えることにより、経費が縮減
され、効率化を図ることから、「縮小・一部廃止」と評価します。
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80 健康推進課 特定不妊治療費助成 232,215 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
令和４年度からの不妊治療の保険適用化を踏まえ、新たな制度設計により不妊治療の経済的負担の軽減を図ることから、現行制度による助成は経
過措置の助成をもって終了するため、「縮小・一部廃止」と評価します。

81 健康推進課 健康教育 5,764 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
健康講座の録画配信について、ノウハウが職員に蓄積されたことから、来年度以降は動画撮影及び編集に係る経費を削減するため、「縮小・一部
廃止」と評価します。

82 健康推進課 婦人科検診 316,640 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
乳がん検診（視触診）については、国が示す指針において推奨されていないことや、「港区が実施するがん検診のあり方検討会」での議論の結果
を踏まえ、廃止することから、「縮小・一部廃止」と評価します。

83 子ども家庭支援センター ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 34,431 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
支援を必要するひとり親家庭の派遣対象及び申請時の添付書類を港区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業運営要綱に規定することにより、支
援対象の精査・適正化を行うことから、「縮小・一部廃止」と評価します。
なお、引き続き、各種調査の結果や法改正等を踏まえ、適切なひとり親家庭支援のあり方について検討してください。

84 都市計画課 都市計画課運営 1,613 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
デジタル化の進展に伴い、情報の取得方法は紙媒体からデジタルに移行していること、また、国や東京都が冊子の作成を取り止めた動向を踏まえ
ると、区有施設で土地価格等に関する資料の閲覧を希望する区民ニーズは低下していると考えられることから、区独自に実施している「地価マッ
プ」の作成業務の廃止は妥当であり、「縮小・一部廃止」と評価します。

85 地球温暖化対策担当 みなと区民の森づくり 33,349 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
自然環境調査は令和４年度に完了予定であり、今後は調査結果を区民へ還元するため、本調査は所期の目的を達成することから、「縮小・一部廃
止」と評価します。

86 地球温暖化対策担当 環境にやさしい行動推進 1,859 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
ポイント対象とする環境行動、付与ポイント数を見直すとともに交換する景品の種類を精査することで、効果的かつ効率的な運用を図ることか
ら、「縮小・一部廃止」と評価します。

87 企画課 事務適正化推進事業 20,327 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止

業務委託による外部の専門的な知見を活用した現状把握と分析、これを踏まえた再発防止策や事務フローの見直しに関する提案は今年度中に完了
することから、「縮小・一部廃止」と評価します。
なお、来年度は、今回の業務委託で得られた成果物を全庁に浸透・徹底を図る段階に移ることから、不適正事務が発生した所属を中心に、各職場
に介入・指導するなど、より実践的な取組に注力してください。

88 全国連携推進担当 全国連携の推進 3,455 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止

地域活性化センター主催セミナーや地方創生実践塾の共催を実施したことの効果測定は困難であり、地域活性化センターとの連携の在り方を見直
す必要があることから、当該取組の廃止による、「縮小・一部廃止」と評価します。
なお、来年度以降は、地域活性化センターとの共同研究のほか、同センターを介した全国自治体職員との連携・交流の深化などより広範な取組を
検討してください。

89 区長室 広報「みなと」 117,254 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止

昨年度に実施した「港区民の区政情報取得に関する動向調査」の分析結果を踏まえるとともに、多様な広報媒体の機能や特徴に応じて、より効果
的、効率的な運用をするため、広報みなとの発行回数やページ数を精査することから、本事業については、「縮小・一部廃止」と評価します。
なお、今後、紙媒体の特徴を生かし、読み手にとってより魅力に富み、有意義な情報発信となるよう編集方針や紙面構成を検討するとともに、デ
ジタルデバイド対策にも配慮した広報事業の再構築に取り組んでください。

90 区長室 英字広報紙 10,232 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止

昨年度に実施した「港区民の区政情報取得に関する動向調査」の分析結果を踏まえるとともに、多様な広報媒体の機能や特徴に応じて、より効果
的、効率的な運用を検討する必要があることから、「縮小・一部廃止」と評価します。
なお、外国人向けの情報発信は、多言語対応したホームページや即時性を備えたＳＮＳが運用され、外国人住民に広く浸透しており、国際化・文
化芸術担当が実施している外国人及び外国人コミュニティへの情報発信の取組との連携・整理統合も視野に入れた抜本的な見直しが必要です。区
における自治体DXの進展も踏まえ、紙媒体による発信の目的や紙面構成、発行頻度など運用方法を多角的に分析し、その効果や必要性、廃止した
場合の代替性を考慮して検討を進めてください。

91 区長室 点字広報紙 8,385 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
点字広報紙事業は、広報みなと事業の見直しと連動するものであることから、広報みなと事業と同様の理由で、「縮小・一部廃止」と評価しま
す。

92 区長室 声の広報 3,421 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止 声の広報事業は、広報みなと事業の見直しと連動するものであることから、広報みなと事業と同様の理由で、「縮小・一部廃止」と評価します。

93 施設課 施設保全業務 232,431 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
建設発生土情報交換システムについては、昨年度から使用実績がないため、使用を終了することから、「縮小・一部廃止」と評価します。
なお、建設副産物の適正処理を確実に実施するため、引き続き、積極的に関係機関との連携、情報収集に努めてください。

94 情報政策課 内部情報系システム保守・運用 222,856 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
区のメールシステム導入から２年経過し、職員が業務で使用するスケジュール管理ツールとして定着しており、緩和措置として臨時的に導入した
Grouplookは利用を終了することが妥当と判断されるため、「縮小・一部廃止」と評価します。
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95 情報政策課 オープンデータの活用 9,920 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
カタログサイトの運営など、引き続き、積極的なオープンデータの公開、利活用の促進が必要ではあるものの、事業者への業務委託について、報
告書類の見直しなど業務の精査によって、より効率的な運用が見込めることから、「縮小・一部廃止」と評価します。

96 情報政策課 港区情報安全対策指針運用 14,306 縮小・一部廃止 縮小・一部廃止
職員向け研修のセキュリティコンテンツ作成を一部職員が実施するなどにより、業務委託のうち、人件費などの削減につながることから、「縮
小・一部廃止」と評価します。

97 区議会事務局
港区議会定例会速記録及び委員会記録・資料のデジタ
ル化

8,961 廃止 廃止
港区議会定例会速記録及び委員会記録・資料のデジタル化に係る業務が今年度に完了することから、本事業は所期の目的を達成したとして、「廃
止」と評価します。

98 高輪地区総合支所管理課 神応いきいきプラザ等整備 983,317 廃止 廃止 神応いきいきプラザの整備に伴い、整備に関する作業は終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

99 高輪地区総合支所管理課 神応区民協働スペース開設準備 7,652 廃止 廃止 神応区民協働スペースの開設に伴い、準備作業は終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

100 高輪地区総合支所管理課 神応学童クラブ開設準備 20,232 廃止 廃止 神応学童クラブの開設に伴い、準備作業は終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

101 高輪地区総合支所管理課 神応保育園開設準備 69,353 廃止 廃止 神応保育園の開設に伴い、準備作業は終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

102 高輪地区総合支所管理課 神応いきいきプラザ開設準備 68,892 廃止 廃止 神応いきいきプラザの開設に伴い、準備作業は終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

103 産業振興課 中小企業テレワーク支援事業 18,000 廃止 廃止
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に開始した事業であり、テレワークによる働き方が浸透し、今年度の交付決定実績が大幅に下がって
いることからも、所期の目的は達成したことから、「廃止」と評価します。

104 産業振興課 商工会館管理運営 435 廃止 廃止 本年度をもって、還付金処理が完了し、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

105 産業振興課 商工会館仮施設賃借 25,121 廃止 廃止
商工会館仮施設の解体工事が完了し、東京都との賃貸借契約が終了したことに伴い、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価し
ます。

106 産業振興課 商店街イベント新型コロナ対策支援事業 13,104 廃止 廃止
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に開始した事業であり、コロナウイルス感染症の感染拡大から一定期間が経過し、各商店街がコロナ
対策に必要な物品を揃えつつあり、既存のイベント補助事業でもコロナ対策に対する支援は可能であることから、本事業は所期の目的を達成した
ため、「廃止」と評価します。

107 産業振興課 地域密着商店街プロモーション 2,880 廃止 廃止 当初想定していた対象商店会の映像制作が概ね完了していることから、本事業は所期の目的は達成したため、「廃止」と評価します。

108 産業振興課
テイクアウト・デリバリー・通信販売導入商店街店舗
応援補助金

40,000 廃止 廃止
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に開始した事業であり、各店舗がテイクアウトやデリバリーなど、それぞれ取り入れて営業している
状況や今年度の交付決定実績が大幅に下がっていることから、所期の目的は達成したため、「廃止」と評価します。

109 観光政策担当 宿泊補助事業 220,000 廃止 廃止
新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた都内の宿泊事業者は回復傾向にあり、また、本事業の目的の一つであるマイクロツーリズムの取組
も他の事業により推進することができ、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

110 観光政策担当 歴史観光資源の活用・促進 6,307 廃止 廃止
各地区総合支所、図書文化財課、観光ボランティアなどでも「歴史」に関連した事業が実施されており、それらの事業でも、本事業の目的を達成
することができるため、「廃止」と評価します。
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111 保健福祉課 福祉総合窓口設置準備 65,123 廃止 廃止
福祉総合窓口が設置されたことに伴い、今後、運営支援事業に移行されるため、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価しま
す。

112 高齢者支援課 特別養護老人ホーム改修支援 65,000 廃止 廃止 特別養護老人ホーム改修が完了することに伴い、本事業については、所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

113 生活衛生課 みなと保健所ワークスタイル改革 27,188 廃止 廃止 みなと保健所のワークスタイル改革は本年度をもって終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

114 健康推進課 新型コロナこころのサポートダイヤル 7,869 廃止 廃止
新型コロナウイルス感染症の感染者が増加した時でも利用実績が減少していることや、区の知見が深まったことから専用ダイヤルの必要性が少な
く、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

115 健康推進課 歯科疾患実態調査 108 廃止 廃止 歯科疾患実態調査は本年度をもって終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

116 子ども家庭課 児童福祉施設等整備費補助 457,543 廃止 廃止 麻布乳児院の竣工に伴い、補助事業は終了し、当事業は所期の目的を達成したことから「廃止」と評価します。

117 保育政策課 就学前児童に対する総合的な子育て支援検討事業 4,890 廃止 廃止
令和４年度をもって「区の就学前児童に対する総合的な子育て支援のあり方検討会」が終了することに伴い、本事業は所期の目的を達成したこと
から、「廃止」と評価します。

118 再開発担当 白金一丁目東部北地区市街地再開発事業支援 247,136 廃止 廃止 白金一丁目東部北地区市街地再開発組合への補助完了に伴い、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

119 再開発担当 虎ノ門・麻布台地区市街地再開発事業支援 3,020,720 廃止 廃止 虎ノ門・麻布台地区市街地再開発組合への補助完了に伴い、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

120 再開発担当 虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発事業支援 250,000 廃止 廃止 虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合への補助完了に伴い、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

121 土木課 自転車利用環境整備方針改定 16,630 廃止 廃止 「港区自転車利用環境整備方針」の改定は本年度をもって終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

122 環境課 一の橋環境総合測定局の局舎更新作業 23,396 廃止 廃止 一の橋環境総合測定局の局舎更新作業が完了し、本事業は所期の目的を達成をしたことから、「廃止」と評価します。

123 地球温暖化対策担当 区有施設の再生可能エネルギー電力導入拡大事業 143,423 廃止 廃止
各区有施設への再生可能エネルギー100％電力の導入に見通しが立ったことを踏まえ、今後の導入予定施設では施設所管課が実施することで効率
的な予算執行が期待できることから、「廃止」と評価します。

124 みなとリサイクル清掃事務所 資源化センター機能強化 389,354 廃止 廃止 資源化センターの工事完了に伴い、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

125 みなとリサイクル清掃事務所 ＣＯ２削減のためのプラスチック分別徹底事業 5,019 廃止 廃止
清掃事業車ラッピングなどの取組を完了し、今後は既存の清掃普及啓発事業等において普及啓発等を実施していくことから、本事業は所期の目的
を達成したため、「廃止」と評価します。

126 全国連携推進担当 全国連携による区内飲食店応援 6,000 廃止 廃止
補助予定件数に対し、実績は大きく未達成であり、補助の要件や実施期間、申請に伴う事務負担など、事業スキームを検証した上で、「廃止」と
評価します。
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127 総務課 港区名誉区民選定 1,827 廃止 廃止 今年度、選定事業を実施し、次回の選定まで、一定の期間、本事業は実施しないため、「廃止」と評価します。

128 情報政策課 窓口総合支援システム構築 12,243 廃止 廃止
窓口総合支援システムの構築は、本年度をもって終了し、保守経費については、「基幹系業務システム保守・運用」で計上することから、本事業
は所期の目的を達成したため、「廃止」と評価します。

129 教育長室 旧三光小学校維持管理 13,570 廃止 廃止
令和５年度から御田小学校の仮校舎使用に向けた改修工事が開始されることに伴い、本事業については、所期の目的を達成をしたことから、「廃
止」と評価します。

130 教育長室 港区教育史の編さん 45,736 廃止 廃止
港区教育史について、令和５年３月の「くらしと教育編」刊行により、予定していた港区教育史全11巻の刊行を終え、所期の目的を達成すること
から、本事業を「廃止」と評価します。

131 図書文化財課 高輪図書館改修 451,981 廃止 廃止 高輪図書館の改修が本年度をもって完了し、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

132 図書文化財課 高輪築堤跡普及事業 7,965 廃止 廃止 高輪築堤跡普及事業は本年度のみの単年度事業であることから終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

133 学務課 赤坂中学校通学区域小中一貫教育校開設準備 330,220 廃止 廃止
赤坂中学校等新校舎の開設及び小中一貫教育校の開校に伴い、準備作業は終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価
します。

134 学務課 学校給食費公会計化準備 17,323 廃止 廃止 令和４年度をもって、学校給食費公会計化の準備が完了することに伴い、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

135 学務課 赤羽小学校新校舎開設準備 295,247 廃止 廃止 赤羽小学校新校舎の開設に伴い、準備作業は終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

136 学務課 中之町幼稚園新園舎開設準備 33,558 廃止 廃止 中之町幼稚園新園舎の開設に伴い、準備作業は終了となり、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

137 学校施設担当 赤坂中学校仮設校舎賃借 204,074 廃止 廃止 赤坂中学校仮設校舎の解体に伴い、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

138 学校施設担当 中之町幼稚園仮園舎賃借 20,736 廃止 廃止 中之町幼稚園仮園舎の解体に伴い、本事業は所期の目的を達成したことから、「廃止」と評価します。

139 芝地区総合支所管理課 芝地区区立保育園（２園）事業 10,283 統合 統合
本事業を「芝地区区立保育園（２園）維持管理」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な
事務執行が期待できることから、「統合」と評価とします。

140 麻布地区総合支所管理課 麻布地区区立保育園（５園）事業 17,089 統合 統合
本事業を「麻布区立保育園（５園）維持管理」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事
務執行が期待できることから、「統合」と評価とします。

141 赤坂地区総合支所管理課 赤坂地区区立保育園（３園）事業 10,872 統合 統合
本事業を「赤坂区立保育園（３園）維持管理」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事
務執行が期待できることから、「統合」と評価とします。

142 高輪地区総合支所管理課 高輪地区児童館（３館）事業 11,756 統合 統合
本事業を「高輪地区児童館（２園）維持管理」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事
務執行が期待できることから、「統合」と評価とします。
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143 高輪地区総合支所管理課 高輪地区区立保育園（３園）事業 13,705 統合 統合
本事業を「高輪地区立保育園（３園）維持管理」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な
事務執行が期待できることから、「統合」と評価とします。

144 芝浦港南地区総合支所管理課 台場児童館事業 5,173 統合 統合
本事業を「台場児童館維持管理」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事務執行が期待
できることから、「統合」と評価とします。

145 芝浦港南地区総合支所管理課 芝浦港南地区区立保育園（２園）事業 9,500 統合 統合
本事業を「芝浦港南地区区立保育園（２園）維持管理」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効
率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価とします。

146 観光政策担当 地場産業・伝統工芸品産業の保護・育成 1,856 統合 統合
本事業を「港区ものづくり・商業観光フェア」に統合することで、より集客力の高いイベントで地場産業や伝統工芸産業についての魅力等を発信
できるとともに、郷土歴史館や伝統文化交流館といった新たな区有施設でも本事業の目的に沿った事業が展開されていることから、「統合」と評
価します。

147 観光政策担当 ワールドフェスティバルの開催 7,975 統合 統合
本事業を「ミナコレ（MINATOCOLLETION）」に統合し、観光政策担当が連携協力していくことで、従来の関係団体だけでなく、美術館や博物館な
どとも連携したより幅広い分野にまたがる事業へとつながることから、「統合」と評価します。

148 障害者福祉課 重度障害児の日中一時支援事業 6,597 統合 統合
本事業と同様の目的である「障害者（児）日中一時居場所提供事業」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリット
を生かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

149 障害者福祉課 障害者就労支援事業所設備整備等補助 210 統合 統合
本事業は、事業所の経営支援などソフト面も補助対象となるが、事業名がハード面の補助を想起させるほか、アンケートの結果からも事業の認知
不足が課題といえ、認知が浸透している「障害者就労支援」と統合することで、認知度向上と予算の圧縮が期待できることから、本事業は「統
合」と評価します。

150 生活衛生課 助産施設への指導、監督等 330 統合 統合
同様の目的である「医務薬事監視指導」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事務執行
が期待できることから、「統合」と評価とします。

151 健康推進課 健康づくり推進事業 1,017 統合 統合
禁煙支援相談を同様の事業目的である「受動喫煙防止対策推進事業」に、その他の事業予算を同様の事業目的である「健康教育」に統合すること
で、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

152 健康推進課 がん対策の推進 693 統合 統合
令和４年度で「港区が実施するがん検診のあり方検討会」が終了することから、当該経費を廃止するとともに、検討会の検討結果を踏まえた検診
の運営・評価・分析を行うに当たり、その他の経費を「がん検診運営」に統合することで、予算を柔軟に執行でき、スケールメリットを生かした
効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

153 健康推進課 保健師地区活動 847 統合 統合
本事業は、主に保健師の家庭訪問に関する旅費が中心であることから、本事業と同様の目的である「健康推進課運営」に統合することで、予算を
柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

154 子ども家庭支援センター 出産・子育て応援メール配信事業 1,928 統合 統合
本事業と同様の目的である「子育て情報収集・提供事業」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした
効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

155 子ども家庭支援センター みなと保育サポート事業 503 統合 統合
本事業において計上していたキャッシュレス決済端末運営経費について、同様の目的である各地区総合支所の「保育サポート事業管理運営」に移
管することで廃止とし、港区幼児教育・保育の無償化に係る扶助費については、同様の目的である「認可外保育施設等利用費支給」に統合するこ
とで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

156 子ども家庭支援センター 産後要支援母子ショートステイ事業 680 統合 統合
本事業と同様の目的である「乳幼児ショートステイ事業」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした
効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

157 地域交通課 子どもの自転車損害賠償保険加入促進事業 1,500 統合 統合
交通安全に関連する事業内容であり、本事業と同様の目的である「交通安全運動」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、ス
ケールメリットを生かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

158 環境課 環境課運営 1,245 統合 統合
小中学生への環境学習情報の発信に係る印刷製本費について、区民への環境啓発事業である「環境保全啓発」に統合することで、小中学生の環境
に関する自主研究事業と合わせ効果的な情報発信が可能になるとともに予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的
な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。
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159 地球温暖化対策担当 クールルーフ推進 4,890 統合 統合
本事業と同様の目的である「創エネルギー・省エネルギー機器等助成」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリッ
トを生かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

160 防災課 避難所機能の強化 32,849 統合 統合
本事業と同様の目的である「備蓄物資整備」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事務
執行が期待できることから、「統合」と評価します。

161 危機管理・生活安全担当 暴力団排除事業 59 統合 統合
本事業と同様の目的である「生活安全に関するネットワークの強化」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリット
を生かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

162 危機管理・生活安全担当 ＭＩＮＡＴＯフラッグ制度 80 統合 統合
本事業と同様の目的である「生活安全に関するネットワークの強化」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリット
を生かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

163 情報政策課 次世代移動通信システム（５Ｇ）の活用 2,200 統合 統合
本事業を、ＤＸに向けた取組の一つとして「デジタル社会の実現に向けたＩＣＴ推進」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、
スケールメリットを生かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

11



令和４年度
当初

予算額
（千円）

二次評価理由一次評価 二次評価No 所管課 事業名

164 情報政策課 個人情報保護推進 11,081 統合 統合
本事業と同様の目的である「情報公開推進」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事務
執行が期待できることから、「統合」と評価します。

165 人事課 福利厚生事務 68 統合 統合
本事業と同様の目的である「人事課運営」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な事務執
行が期待できることから、「統合」と評価します。

166 人事課 職員健康保持増進 2,606 統合 統合
本事業と同様の目的である「労働安全衛生管理」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生かした効率的な
事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

167 学務課 学校給食における商店街の名店メニュー提供事業 6,280 統合 統合
本事業を「食育の推進（小学校）」、「食育の推進（中学校）」に統合することで、予算を柔軟に執行できるようになり、スケールメリットを生
かした効率的な事務執行が期待できることから、「統合」と評価します。

168 赤坂地区総合支所協働推進課 赤坂地区町会等活動支援 14,824 継続 継続
冊子「赤坂・青山地域のできごと」については、本冊子への掲載及び配布が地域団体の活動における１つの動機づけになっていること、また、町
会・自治会加入促進ツールとしてニーズがあること等、冊子発行に一定の効果が認められることから、「継続」と評価します。

169 芝浦港南地区総合支所協働推進課 芝浦港南地区水辺のまちサーキュラーＬＡＢ. 3,000 継続 継続
本事業は、環境改善への気運醸成や、水辺を生かしたまちづくりの実現につながることが見込まれるため、「継続」と評価します。
今後、より多くの企業との連携など、事業スキームの見直しにより、さらなる有効性の高い事業実施やそれに伴う経費削減の実現などに向けた検
討を進めてください。

170 産業振興課 商店グランプリ 2,321 継続 継続
これまで作成された20分程度の動画に加え、TwitterやInstagram等のSNSで活用できる短い映像を制作することで、より多くの人に商店グランプ
リ受賞店を紹介することができ、事業改善が図られていることから、「継続」と評価します。

171 観光政策担当 ワールドプロモーション 6,091 継続 継続
地域経済の活性化を図るために必要不可欠なインバウンドに対して、観光スポットなどの紹介に加え、新型コロナウイルス感染症を契機として、
安全安心に過ごせる魅力的なまちであることなど、これまでとは違う視点で区の魅力を発信することは必要であるため、「継続」と評価します。

172 観光政策担当 港区観光ボランティアガイド事業 6,260 継続 継続

新型コロナウイルス感染症の影響やガイドの高齢化等の課題を解決していくためには、引き続き、区の支援が必要であることから、「継続」と評
価します。
なお、港区観光協会の事業に移行し、協会会員などの民間の力を活用することで、より効率的かつ効果的に事業を実施できる可能性があることか
ら、ボランティアガイドの運営体制及び支援の方法について、今後、整理してください。

173 高齢者支援課 高齢者等紙おむつ給付 200,744 継続 継続
今後のさらなる利用者の増加に伴う需要増が見込まれることから注文量の適正化など経費の縮減に引き続き取り組む必要がありますが、介護が必
要な高齢者の在宅生活の支援や在宅で介護する家族の介護負担の軽減につながることから、本事業は「継続」と評価します。

174 高齢者支援課 高齢者緊急医療短期入所 4,139 継続 継続
医療対応が必要な在宅要支援・要介護高齢者の緊急時の受け入れ体制を整えることは重要であり、また、新型コロナウイルスオミクロン株の感染
拡大に伴い東京都による補助金の対象経費の整理がされ、非常時を含めた空床確保の重要性が明確化したことを踏まえ、持続的な事業実施が妥当
であり、本事業は「継続」と評価します。

175 高齢者支援課 高齢者在宅サービスセンター維持管理 430,513 継続 継続

コロナ禍で中止が続いている会食サービスについて、課題等を改めて整理する必要がありますが、現在は休止中としている事情を踏まえて「継
続」と評価します。
なお、事業開始から10年以上経過し、その間に、介護予防総合センターやいきいきプラザにおける交流事業や食事・栄養改善の講座等の充実な
ど、事業開始当初とは異なり、代替となり得る事業が増えていること、また、令和５年度にはフレイル予防として高齢者の低栄養の対策等も検討
されていることから、コロナ禍の今後の収束状況を見極めながら、廃止や統合を含めた事業の在り方について、検討してください。

176 保育課 認可外保育施設保育料助成 722,278 継続 継続

待機児童緊急対策として実施している保育料助成の上乗せについて、４年連続で４月の待機児童ゼロを達成した現在、事業開始時と状況が大きく
異なっているものの、保護者への周知に一定の時間を要することから、「継続」と評価します。
なお、これまでの事業実績や待機児童ゼロ達成後の新たな課題への対応方針等を踏まえた上で、本事業の目的を整理し、待機児童緊急対策による
上乗せ分等、必要性を検証してください。

177 情報政策課 庁内情報機器等管理運用 1,278,235 継続 継続
既存の情報システムアドバイザー業務については、業務委託の必要性を精査し、効率化を図るなど、業務の見直しに取り組んでいるものの、自治
体ＤＸの推進や行政手続のオンライン化、災害時における情報システムの利用環境整備等に向け、今後さらにデジタルを活用した区民サービスの
向上と行政運営の効率化をより一層推進するため、取組を充実する必要があることから、「継続」と評価します。

178 人事課 テレワーク推進 904 継続 継続

職員がテレワークを行う際にスマートフォンを活用することで、区民や外部関係者への連絡など「いつもの仕事」と同水準の対応を行うことが可
能となるため、現状においてテレワークの推進にスマートフォンは不可欠なものであることから、「継続」と評価します。
なお、十分に活用されていない実態がみられることから、各職場のスマートフォンの利用率や運用の課題を把握したうえで、各所属への配備数を
柔軟に調整したり、運用を柔軟にするなどの対応を行い、利用率が向上する取組を進めてください。

179 生涯学習スポーツ振興課 障害者スポーツの普及 3,855 継続 継続
障害者スポーツの普及・啓発や障害者スポーツを通じた交流促進に向けた取組において、区が担うもの、指定管理者や補助事業で行うなど実施主
体の整理を行うことについて、今後、令和６年度の指定管理者の公募の時期に合わせて、区と指定管理者との役割や実施する取組を整理し、さら
なる理解促進と普及啓発に取り組む必要があることから、「継続」と評価します。
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180 教育指導担当 学びの未来応援施策 3,820 継続 継続

効率性の観点から生活福祉調整課の学習支援事業と将来的な統合の余地はあるものの、子どもの学習意欲や進路希望に応じて、集団学習か個別支
援など柔軟に対応できる包括的な支援を実現する取組であることから、現時点では、引き続き実施していくことが妥当なため、「継続」と評価し
ます。
なお、利用者数が年々減少していることを踏まえ、事業の周知方法や学校との連携など、利用者ニーズを踏まえた実施方法の改善を検討してくだ
さい。
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