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課 長 財政課  山越 
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☎  ０３－３５７８－２０９６（直通） 

ここが 

ポイント 

◆物価高騰等から区民生活と区内産 

 業を守り抜きます。 

◆防災対策の充実・強化、子育て支援

 策の充実、区立学校の魅力向上に向

 けた取組などを一層推進します。 

予算額

一般会計 

１,６３２億７,０００万円 
特別会計を含む予算総額 

  ２,１２２億２,９９２万円 

概 要 

 

 

資料 1 令和５年度予算案の概要 

■予算の特徴 

区民の暮らしと区内産業を守り、まちに笑顔と元気があふれる港区を実現す
るため、当初予算では過去２番目となる１,６３２億７,00０万円を計上しました。 

■一般会計歳入予算 

歳入の根幹を成す特別区民税収入は、感染症の影響を受けつつも堅調に推
移しており、過去最高額となる８6５億円を計上しました。 

■一般会計歳出予算 

関東大震災から１００年の節目となること等を契機とした防災対策の充実・強
化、切れ目のない子育て支援の取組の充実、区立学校の魅力向上に関する取組
等について重点的に実施するための予算としました。 

問合せ 

区民の暮らしと区内産業を守り、 

まちに笑顔と元気があふれる港区を実現する予算 

令 和 ５ 年 １ 月 ３ ０ 日

港区令和５年度予算案記者発表

●中小企業者の人材確保費補助金など、区民の暮らしと区内産業を守る取組 

●港区ゆかりの歴史上の人物を題材にしたデジタルクイズラリーなど、まちのにぎわい 

 を加速する取組 など 

●ＡＥＤの設置拡大など、区民の命を守り心と体の健康を支える取組 

●障害者(児)の日中居場所づくりの促進など、誰もが自分らしく自立した生活 

 を送るための取組 など 

●関東大震災１００年等を契機とした防災対策の充実・強化の取組 

●分譲マンション管理適正化支援など、快適で生活しやすいまちを実現する取組 など  

●「港区ならでは」の切れ目のない子育て支援の取組 

●学びの質の向上や教職員の働き方改革など、区立学校の魅力向上に関する取組 など 

●町会・自治会へのデジタル支援や区イベントのオンライン申込シス 

 テムの構築など、誰もが便利に暮らすことができるデジタル化を実現する取組  など

重 点 施 策 

 

１７億１,２７４万円 

１５０億７,３７７万円

３５億７,６１０万円 

１０１億 1,5７9 万円

２７億４,８４２万円 

2 

１

3 

4 

5 

物価高騰等から区民生活と区内産業を守り、 
まちのにぎわいを加速する施策 

コロナの経験を踏まえた区民の健康づくりや 
いきいきとした自分らし暮らしを実現する施策 

区民が安全で快適に住み続けられるまちを実現する施策 

区民が安心して子どもを産み育て、 
子どもが健やかに過ごせるまちを実現する施策 

区民が便利に暮らすことができるデジタル化を推進する施策 



区民が便利に暮らすことができるデジタル化を推進する施策

コロナの経験を踏まえた区民の健康づくりやいきいきとした自分らしい暮らしを実現する施策

区民が安全で快適に住み続けられるまちを実現する施策

妊産婦の「港区コミュニティバス乗車

券」の乗車可能人数を拡充します！

※計数については、原則として表示単位未満を四捨五入し、
端数調整をしていないため、合計などと一致しない場合が
あります。

予 算 の 全 体 額

令和５年度の一般会計予算は1,632億7,000万円となり、国民健康保険事業会計、

後期高齢者医療会計、介護保険会計の３つの特別会計を合わせた全体の予算総額は、

2,122億2,992万円となります。

物価高騰等から区民生活と区内産業を守り、まちのにぎわいを加速する施策１ 本 編 ５ 頁 27億4,842万円

令 和 ５ 年 度 予 算 に お け る 重 点 施 策

令 和 ５ 年 度 当 初 予 算 案 の 概 要

※主な取組を掲載しています。

激変する社会情勢に対応し、区民の暮らしや区内産業を守る取組 まちのにぎわいを加速する取組 温室効果ガス排出実質ゼロを実現する取組

転職サイト手数料や採用説明会

の出展料等を補助します！

中小企業者への補助金

経理ソフトなどのソフトウェア

導入費の補助を拡充します！

ソフトウェア導入費補助金拡充

区内商店街のＰＲ動画の公募型

コンテストを開催します！

商店街ＰＲ動画コンテスト

区内事業者へ脱炭素アドバイザーを

派遣します！

徳川家康等を題材にしたデジタル

クイズラリーを実施します！

デジタルクイズラリー

＜目的別歳出内訳＞ ＜性質別歳出内訳＞

再エネ100％電力に切り替えた方

に区内共通商品券を支給します！

脱炭素アドバイザーの派遣 再エネ電力導入サポート

２ 本 編 ８ 頁 35億7,610万円

区有施設以外にもＡＥＤ

を設置します！

ＡＥＤの設置拡大

ＨＩＶや梅毒の検査結果

判定を即日に短縮します!

ＨＩＶ等検査結果判定即日化

保健事業と介護予防を一体的に実施します！

保健事業と介護予防の一体的実施

ラグビーの体験教室とＷ杯2023のパブ

リックビューイングを実施します！

ラグビーＷ杯2023の気運醸成

運動する機会の充実に向けた取組 いきいきと暮らし続けるための取組

障害者（児）の日中の居場所づくり支援を

拡充します！

障害者(児)の日中の居場所づくりの拡充

３ 本 編 1 1 頁 101億1,579万円

民有地への不法投棄物の回収を実施します！

民有地への不法投棄物の回収

管理アドバイザーを派遣し、分譲マン

ションの管理適正化を支援します！

分譲マンション管理適正化支援

快適で生活しやすいまちを実現する取組 清潔できれいなまちを実現する取組

旧耐震建築物の耐震改修

費助成を拡充します！

耐震改修費助成の拡充

消防団への支援を充実し

ます！

消防団支援の充実

全区民に携帯トイレを配

付します！

備蓄物資の配付

関東大震災100年防災啓発

イベントを実施します！

防災イベントの実施

関東大震災100年等を契機とした防災対策の充実・強化

５ 本 編 1 9 頁 17億1,274万円

区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに過ごせるまちを実現する施策４ 本 編 1 4 頁 150億7,377万円

余裕活用型一時保育を行う私立認可

保育所に補助します！

一時保育経費の補助

未就学児施設への支援

ちぃばす等の無料乗車可能人数拡充

出産費用助成の算出上限額を73万

円から81万円に引き上げます！

訪問型産後デイケアなど産

後母子ケアを充実します！

産前・産後にわたる支援

出産費用助成の拡充 産後母子ケアの充実

児童・生徒が自ら学校等の魅力を

地域に発信する機会を創出します！

マイスクールＰＲコンペティション

全ての区立小学校（高学年）に

教科担任制を導入します！

全ての部活動に部活動指導員

を配置します！

区立学校の魅力向上に関する取組

教科担任制の導入 部活動指導員の配置

子ども家庭支援センターにヤングケア

ラー・コーディネーターを配置します！

ヤングケアラー・コーディネーター配置

特に支援が必要な子どもへの支援

２人以上の未就学児がいる世帯へ

タクシー利用券を支給します！

タクシー利用券の支給

ちぃばす・お台場レインボーバスの

全未就学児の運賃を無料にします！

多子世帯への支援

ちぃばす等の全未就学児無料化

各区有施設で子ども向けイベント

を実施します！

子ども向けイベントの実施

港区子ども月間

自分らしく自立した生活を送るための取組

高校生世代の医療費を無料

にします！

高校生世代の医療費無料化

高校生世代への支援

ＬＩＮＥで一時保育の予約な

どをできるようにします！

ＬＩＮＥを活用した申請

オンライン申請の充実

町会等へのホームページ作成支援

やデジタル回覧板を導入します！

町会・自治会へのデジタル支援

町会等への支援

デジタル活用支援員の配置

数を拡充します！

高齢者のデジタルデバイド解消

テレビ電話による日常生活の

遠隔サポートを行います！

視覚障害者の遠隔サポート

高齢者や障害者への支援

定型的な事務の問合せを

チャットで自動対応します！

ＡＩチャットボットによる

自動応答システムの整備

ＤＸリーダーを育成して区政

のＤＸを推進します！

ＤＸリーダーの育成

区役所事務のＤＸ推進

合 計

一 般 会 計

区 分

国民 健康保険
事 業 会 計

後 期 高 齢 者
医 療 会 計

介護 保険会計

2.7％2,122億2,992万円 100.0％ 2,065億8,299万２千円 100.0％ 56億4,692万８千円

4.9％

180億8,089万６千円 8.5％ 　　172億9,452万９千円 8.4％ ７億8,636万７千円 4.5％

64億6,703万９千円 3.0％ 　　61億6,542万６千円 3.0％ ３億161万３千円

76.9％ 1,593億円 77.1％ 39億7,000万円 2.5％

2.5％

当初予算額 構成比

令和５年度 令和４年度

当初予算額 構成比

244億1,198万５千円 11.5％  238億2,303万７千円 11.5％ ５億8,894万８千円

対前年度比較

増減額 増減率

1,632億7,000万円

予算編成における基本方針

直面する社会課題への的確な事業立案１

あらゆる手法での財源確保

事業執行の迅速化

既存事業の工夫と部門を越えた事業連携の強化２

３

４

～ 区民の暮らしと区内産業を守り、

まちに笑顔と元気があふれる港区を実現する予算 ～

予 算 の キ ャ ッ チ フ レ ー ズ

人材確保費
補助金

広告宣伝費
補助金

中小企業者への

補助率
・上限
ＵＰ

保健事業 介護予防

健康的な生活習
慣の習得に向け
た保健指導

運動トレー
ニングなど
の介護予防

一体的
実施

重度障害児
日中一時支援

1日当たり定員
１０人
⇒１２人

障害者(児)日中
一時居場所提供

提供事業所数
４事業所

⇒８事業所

73万円 81万円

結果判定

の即日化

障害児通所支援
事業所運営費の
補助対象拡充

肺がん検診の精度向
上のためＡＩを導入
します！

区民の命を守り心と体の健康を支える取組

肺がん検診精度向上

ＡＩ画像読影システム

インボイス制度等への対応

補助率
・上限
ＵＰ

入団促進ＰＲ
動画作成

新たな装備品
の助成

在宅避難
の支援

１人

２人 年間24,000円分

外国語

理 科

体 育

社 会

令和５年４月15日
～

令和５年５月15日

Minato City Wi-Fiのアクセス

ポイントを増強します！

Minato City Wi-Fiエリア拡充

公衆無線ＬＡＮの整備

63か所増強

（単位：千円）

当初予算額 構成比

20,980,316 12.9％

31,334,346 19.2％

33,556 0.0％

52,348,218 32.1％

30,182,449 18.5％

23,157,719 14.2％

80,739,333 49.5％

163,270,000 100.0％合　　　計

区　　　　分
令 和 ５ 年 度

そ の 他 経 費

義
務
的
経
費

人　件　費

扶　助　費

公　債　費

小     計

投 資 的 経 費

うち単独事業費

（単位：千円）

当初予算額 構成比

708,862 0.4％

27,686,295 17.0％

6,791,017 4.2％

63,369,164 38.8％

7,453,818 4.6％

3,507,209 2.1％

20,665,514 12.7％

23,717,496 14.5％

33,556 0.0％

8,337,069 5.1％

1,000,000 0.6％

163,270,000 100.0％

民 生 費

科　　　目
令 和 ５ 年 度

議 会 費

総 務 費

環 境 清 掃 費

予 備 費

合　　　計

衛 生 費

産 業 経 済 費

土 木 費

教 育 費

公 債 費

諸 支 出 金



Ⅰ　
物価高騰等から区民生活と区内産業を守り、まちの
にぎわいを加速する施策

26事業 27億 4,842万円
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（ハイリスク
アプローチ）

【新規】 1,903万円 (3) 災害に強い安全なまちを実現する取組 27事業 33億 7,503万円 (3) 子どもの学びを支える取組 29事業 81億 4,018万円

(1) 区民の暮らしや区内産業を守る取組 10事業 18億 8,049万円 新たなスポーツの体験 【新規】 100万円 関東大震災１００年各地区防災力向上事業（各地区地域防災力向上、各地区
総合防災訓練、高輪地区たかなわ防災コミュニティ向上プロジェクト）

【臨時(新規)】 8,323万円 小学校マイスクールＰＲコンペティション 【新規】 231万円

中小企業人材確保支援事業 【新規】 2億 350万円 高齢者福祉施設送迎バス等安全対策支援事業（特別養護老人ホーム
維持管理、高齢者在宅サービスセンター維持管理）

【臨時(新規)】 2,600万円 （仮称）災害時受援計画策定 【臨時(新規)】 1,460万円 中学校マイスクールＰＲコンペティション 【新規】 120万円

公衆浴場緊急経営助成 【臨時(継続)】 348万円 通所介護事業所等送迎バス等安全対策支援事業 【臨時(新規)】 8,600万円
災害時における広域的な情報収集手段に関する調査（災
害対策本部）

【臨時(新規)】 550万円 学校2020レガシーの推進 【新規】 1,025万円

販路拡大支援 【臨時(継続)】 1億 5,631万円 ひきこもり支援事業 【臨時(新規)】 3,462万円 関東大震災１００年防災啓発事業 【臨時(新規)】 3,012万円 私立幼稚園送迎用バス等安全対策支援事業 【臨時(新規)】 1,800万円

創業再チャレンジ支援事業 【臨時(継続)】 120万円 ラグビーワールドカップ2023気運醸成事業 【臨時(新規)】 3,808万円 在宅避難支援事業 【臨時(新規)】 8億 6,757万円 芝地区地域資源活用はぐくみ支援事業 【臨時(継続)】 171万円

融資事業 【臨時(継続)】 13億 9,978万円 麻布いきいきプラザ等改築 【臨時(継続)】 6億 6,667万円 地域災害情報システム等構築 【臨時(継続)】 2億 7,265万円 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業 【臨時(継続)】 600万円

インボイス制度対応支援事業 【臨時(継続)】 167万円 南青山一丁目福祉施設整備 【臨時(継続)】 4億 215万円 移動系無線更新 【臨時(継続)】 4億 7,299万円 学校提案事業 【臨時(継続)】 1,503万円

小学校給食安定供給緊急対策事業 【臨時(継続)】 4,734万円 （仮称）南青山二丁目公共施設整備 【臨時(継続)】 7億 3,380万円 消防団支援 【レベルアップ】 3,996万円 小・中学校普通教室化改修 【臨時(継続)】 3億 6,560万円

中学校給食安定供給緊急対策事業 【臨時(継続)】 1,211万円 高齢者民間賃貸住宅入居支援事業 【レベルアップ】 148万円 帰宅困難者対策 【レベルアップ】 7,544万円 赤羽小学校等改築 【臨時(継続)】 3億 4,482万円

中小企業ＤＸ促進支援事業 【レベルアップ】 5,250万円 介護サービス事業者振興事業 【レベルアップ】 1,246万円 港区防災ラジオ 【レベルアップ】 1,153万円 御田小学校改築（仮校舎開設準備経費含む） 【臨時(継続)】 43億 8,459万円

ＳＤＧｓ経営巡回相談≪産業振興センター管理運営≫ 【レベルアップ】 259万円 介護ロボット等導入支援事業 【レベルアップ】 9,908万円 共同住宅の震災対策 【レベルアップ】 7,755万円 赤坂中学校等改築 【臨時(継続)】 3億 9,648万円

(2) 温室効果ガス排出実質ゼロを実現する取組 10事業 2億 9,996万円 学校プール開放事業 【レベルアップ】 1億 65万円 総合防災訓練 【レベルアップ】 588万円 私立学校等連携推進事業 【レベルアップ】 350万円

区内事業者の脱炭素加速化事業 【新規】 2,201万円 (3) 誰もが自分らしく自立した生活を送るための取組 12事業 4億 3,601万円 人材育成 【レベルアップ】 2,836万円 小学校特別支援学級就学奨励 【レベルアップ】 186万円

起震車の電動化 【臨時(新規)】 6,497万円 障害者福祉避難所運営事業 【新規】 205万円 防災・震災復興まちづくりの推進 【レベルアップ】 3,960万円 小学校就学援助 【レベルアップ】 9,142万円

区有施設のエネルギー自給率向上推進 【臨時(新規)】 5,775万円 視覚障害者の遠隔サポート事業 【新規】 297万円 建築物耐震改修等促進 【レベルアップ】 10億 3,443万円 食育の推進（小学校） 【レベルアップ】 2,851万円

南麻布いきいきプラザ大規模改修 【臨時(新規)】 484万円 障害福祉サービス事業所等送迎バス等安全対策支援事業 【臨時(新規)】 4,900万円 がけ・擁壁改修助成 【レベルアップ】 2億 64万円 中学校特別支援学級就学奨励 【レベルアップ】 203万円

シティハイツ白金大規模改修 【臨時(新規)】 479万円
障害福祉サービス事業所等送迎バス等安全対策支援事業（障害保健
福祉センター維持管理、児童発達支援センター管理運営）

【臨時(新規)】 2,200万円 エレベーター安全装置等設置助成 【レベルアップ】 1億 1,500万円 中学校就学援助 【レベルアップ】 9,515万円

赤坂地区総合支所等改修 【臨時(継続)】 1億 1,990万円 手話通訳提供等事業 【レベルアップ】 5,196万円 Ⅳ　
区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに
過ごせるまちを実現する施策

59事業 150億 7,377万円 食育の推進（中学校） 【レベルアップ】 757万円

庁有車の電動車導入推進 【臨時(継続)】 264万円 障害者サービス提供事業者育成事業 【レベルアップ】 44万円 (1) 誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を整える取組 26事業 54億 2,892万円 学校非常勤講師 【レベルアップ】 5億 4,278万円

「ＭＩＮＡＴＯ再エネ１００」再エネ電力導入サポート事業 【臨時(継続)】 240万円 障害者（児）日中一時支援事業 【レベルアップ】 2,348万円 多子世帯移動支援事業 【新規】 8,761万円 小学校教科担任制の導入 【レベルアップ】 8,416万円

シティハイツ車町建替 【臨時(継続)】 1,363万円 障害児通所支援事業所運営支援 【レベルアップ】 5,403万円 バースデーサポート事業 【新規】 4,041万円 学校図書館運営事業 【レベルアップ】 1億 1,185万円

みなと環境にやさしい事業者会議 【レベルアップ】 703万円 新たな障害者就労の創出 【レベルアップ】 1,146万円 ベビーシッター利用支援事業 【新規】 9,499万円 学習活動支援保護者負担軽減事業（教育指導担当） 【レベルアップ】 9,211万円

(3) まちのにぎわいを加速するための取組 6事業 5億 6,798万円 障害者住宅管理運営 【レベルアップ】 3,886万円 出産・子育て応援事業 【新規】 3億 6,354万円 体育連合行事 【レベルアップ】 1,293万円

魅力発信商店街ＰＲ動画事業 【新規】 125万円 障害者支援ホーム管理運営 【レベルアップ】 1億 7,977万円 名誉区民から港区の魅力を子どもたちへ 【臨時(新規)】 812万円 教育課程外指導 【レベルアップ】 1億 7,625万円

デザインマンホール蓋の製作・活用事業 【臨時(新規)】 1,093万円 Ⅲ　 区民が安全で快適に住み続けられるまちを実現する施策 56事業 101億 1,579万円 港区子ども月間事業 【臨時(新規)】 729万円 国際人育成事業 【レベルアップ】 3億 6,891万円

港区にゆかりのある歴史上の人物を活用した観光振興事
業

【臨時(新規)】 710万円 (1) 快適で生活しやすいまちを実現する取組 10事業 59億 9,228万円 認可外保育施設改修費等支援事業 【臨時(新規)】 1億 6,574万円 ＧＩＧＡスクール推進事業 【レベルアップ】 9億 7,140万円

区内共通商品券発行支援 【臨時(継続)】 3億 2,183万円 分譲マンション管理適正化支援 【新規】 665万円 保育所等送迎用バス等安全対策支援事業 【臨時(新規)】 3億 7,700万円 創意ある教育活動研究指導 【レベルアップ】 376万円

ミナコレ（ＭＩＮＡＴＯ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ） 【レベルアップ】 786万円 赤坂地区のまちづくり 【臨時(新規)】 934万円
保育所等送迎用バス等安全対策支援事業（元麻布保育園
管理運営）

【臨時(新規)】 400万円 Ⅴ 区民が便利に暮らすことができるデジタル化を推進する施策 14事業 17億 1,274万円

にぎわい商店街事業 【レベルアップ】 2億 1,901万円 港区エリアマネジメントガイドライン策定 【臨時(新規)】 1,038万円 エンジョイ・セレクト事業 【臨時(継続)】 4億 2,077万円 誰もが便利に暮らすことができるデジタル化を実現する取組 14事業 17億 1,274万円

Ⅱ　
コロナの経験を踏まえた区民の健康づくりやいきいきとした
自分らしい暮らしを実現する施策

43事業 35億 7,610万円 市街地再開発事業支援 【臨時(継続)】 28億 148万円 保育施設誘致促進事業 【臨時(継続)】 12億 4,947万円 ホームページリニューアル 【臨時(新規)】 157万円

(1) 区民の健康を守るための取組 15事業 9億 1,056万円 連続立体交差事業 【臨時(継続)】 13億 5,822万円 私立認可保育所等ＩＣＴ化推進事業 【臨時(継続)】 800万円 行政サービスのプラットフォーム構築 【臨時(新規)】 2,200万円

ＡＥＤ設置拡大事業 【新規】 725万円 鉄道駅総合改善事業 【臨時(継続)】 4,200万円 私立認可保育所等新型コロナウイルス感染症対策 【臨時(継続)】 3,751万円 キャッシュレス決済の推進 【臨時(継続)】 7,126万円

新型コロナウイルス感染症対策在宅要介護者緊急一時支
援事業

【臨時(継続)】 955万円 都市計画道路整備 【臨時(継続)】 16億 8,064万円 赤坂子ども中高生プラザ管理運営 【レベルアップ】 2億 8,087万円 行政情報システム標準化対応 【臨時(継続)】 8億 813万円

新型コロナウイルスワクチン接種移動支援事業 【臨時(継続)】 229万円 都市計画公園整備 【臨時(継続)】 8,356万円 コミュニティバス等福祉事業 【レベルアップ】 1億 5,339万円 施設予約システム更新 【臨時(継続)】 7,990万円

高齢者施設等におけるＰＣＲ検査支援事業 【臨時(継続)】 3,730万円 (2) 清潔できれいなまちを実現する取組 19事業 7億 4,848万円 結婚支援 【レベルアップ】 239万円 公衆無線ＬＡＮの整備 【臨時(継続)】 1億 7,749万円

新型コロナウイルス感染症対策障害者の居所提供事業 【臨時(継続)】 198万円 清潔なまちの実現に向けた活動推進事業 【新規】 658万円 出産費用の助成 【レベルアップ】 5億 5,452万円 町会等活動支援 【レベルアップ】 1,831万円

新型コロナウイルス感染症対策子どもの居所提供事業 【臨時(継続)】 379万円 芝地区児童遊園整備 【臨時(新規)】 1,330万円 保育力向上支援事業 【レベルアップ】 2,243万円 港区納税案内センター運営 【レベルアップ】 1,713万円

診療所等オンライン資格確認システム導入支援事業 【臨時(継続)】 1億 2,402万円 芝地区快適な児童遊園トイレの整備 【臨時(新規)】 172万円 認証保育所運営助成 【レベルアップ】 8億 1,899万円 区民の声センター運営 【レベルアップ】 1億 7,137万円

感染症検査及び患者搬送 【臨時(継続)】 5,881万円 麻布地区児童遊園整備 【臨時(新規)】 3,859万円
余裕活用型一時保育事業≪私立認可保育所等保育サービ
ス推進事業≫

【レベルアップ】 1,332万円 デジタル社会の実現に向けたＩＣＴの推進 【レベルアップ】 1億 1,406万円

感染症入院医療費公費負担 【臨時(継続)】 2億 1,093万円 外来種駆除及び生物現況調査（生物多様性推進事業） 【臨時(継続)】 289万円 子育てひろば事業 【レベルアップ】 5,633万円 ＡＩ・ＲＰＡによる業務効率化の推進 【レベルアップ】 4,818万円

自宅療養支援事業 【臨時(継続)】 631万円 屋外密閉型喫煙場所等整備 【臨時(継続)】 1億 2,516万円 みなと子育てサポートハウス事業 【レベルアップ】 5,883万円 地域包括ケア推進事業 【レベルアップ】 6,038万円

新型コロナウイルス感染症等対策体制整備 【臨時(継続)】 5,281万円 芝地区公園整備 【臨時(継続)】 9,459万円 家庭養育の推進 【レベルアップ】 6,600万円 高齢者デジタルデバイド解消事業 【レベルアップ】 1億 764万円

新型コロナウイルスワクチン接種 【臨時(継続)】 1億 3,316万円 六本木三丁目地区公衆便所等整備 【臨時(継続)】 6,791万円 産後母子ケア事業 【レベルアップ】 1億 1,684万円 学童クラブ 【レベルアップ】 1,535万円

ＨＩＶ・性感染症予防事業 【レベルアップ】 1,919万円 麻布地区快適な公園トイレの整備 【臨時(継続)】 8,988万円 コミュニティバス運行 【レベルアップ】 4億 159万円 その他の施策 5事業 11億 8,772万円

自殺対策推進事業 【レベルアップ】 1,437万円 清潔で魅力的なまちづくりの推進 【臨時(継続)】 2,768万円 台場の地域交通の運行 【レベルアップ】 1,896万円 連携自治体ワーケーション促進事業 【新規】 160万円

肺がん検診 【レベルアップ】 2億 2,879万円 各地区保護樹木・樹林助成 【レベルアップ】 769万円 (2)
子どもが自立した個人として等しく健やかに成長するための
取組

4事業 15億 467万円 （仮称）文化芸術ホール整備 【臨時(継続)】 1億 883万円

(2) 誰もがいきいきと暮らし続けるための取組 16事業 22億 2,953万円 緑化助成 【レベルアップ】 308万円 ヤングケアラー支援事業 【新規】 1,798万円 伝わる日本語推進支援事業 【臨時(継続)】 828万円

気軽に取り組む介護予防事業 【新規】 787万円 大規模事業所ごみ排出指導 【レベルアップ】 1,592万円 高校生の居場所づくり 【臨時(継続)】 382万円 カナルサイド高浜建替 【臨時(継続)】 10億 6,427万円

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（ポピュレー
ションアプローチ）

【新規】 64万円 赤坂地区放置自転車対策 【レベルアップ】 4,550万円 子ども医療費助成 【レベルアップ】 14億 2,192万円 中小企業ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業 【レベルアップ】 474万円

運河の魅力向上事業 【レベルアップ】 2億 800万円 心の教育相談・不登校対策事業 【レベルアップ】 6,096万円

◆令和５年度の新規・臨時・レベルアップ事業

区民の暮らしと区内産業を守り、まちに笑顔と元気があふれる港区を実現する予算

※予算額は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため、合計額が一致しない場合があります。

※本資料は本編Ⅲ章（31頁～）に掲載されている事業を一覧にしています。全事業については、本編Ⅳ章（65頁～）を参照してください。

※複数の事業をまとめて掲載しているものがあるため、各重点施策の事業数と一致しない場合があります。

区　分 新規 臨時(新規) 臨時(継続) レベルアップ 合　計

Ⅲ章掲載
事業数 21 42 62 78 203

全事業数 21 44 102 78 245
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