
令和５年度当初予算　新規事業及びレベルアップ事業一覧（要求段階）

臨時(新規) 臨時(継続) レベルアップ 合計
#REF! #REF! #REF! #REF!

（単位：千円）

１　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 産業・地域振興支援部 産業振興課 中小企業人材確保支援事業 新規 中小企業の採用活動等に要する費用を補助します。 205,288 ―

2 産業・地域振興支援部 産業振興課 中小企業ＤＸ促進支援事業 レベルアップ
中小企業への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
を拡充します。

70,000 40,000 52,500 22,500

3 産業・地域振興支援部 産業振興課 中小企業ＳＤＧｓ経営支援事業 レベルアップ
ＳＤＧｓ経営に取り組む中小企業者への伴奏型支援を実施し、企業の取組
状況を動画にまとめます。

8,955 8,955 0 0

4 環境リサイクル支援部 地球温暖化対策担当
みなと環境にやさしい事業者会
議

レベルアップ
会員事業者間の連携及び情報発信の強化し、新たな会員を増やすとともに
会員におけるＣＯ２削減の取り組みを進めます。

9,472 5,016 7,032 2,816

5 産業・地域振興支援部 産業振興課 魅力発信商店街ＰＲ動画事業 新規 商店街を題材としたＰＲ動画作成のコンテストを実施します。 1,253 ― 1,253 ―

6 産業・地域振興支援部 産業振興課 にぎわい商店街事業 レベルアップ
法人化された商店会（商店街振興組合等）が実施するイベントへの補助を
拡充します。

219,011 32,265 219,011 32,265

7 産業・地域振興支援部 産業振興課（観光政策担当）観光情報発信事業 レベルアップ （仮称）港区観光サイクリングマップを作成します。 9,077 2,343 6,734 0

8 産業・地域振興支援部 地域振興課
ミナコレ（MINATO
COLLECTION）

レベルアップ
区内大使館と連携し、区内美術館及び博物館等を巡るデジタルスタンプラ
リーの特典を区内大使館の訪問に変更します。

7,856 4,312 7,856 4,312
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（単位：千円）

No 部 課 事業名
二次経費
区    分

事業内容 要求額
要求額

（うちレベルアップ） 調整額
調整額

（うちレベルアップ）

２　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

9 みなと保健所 生活衛生課 ＡＥＤ設置拡大事業 新規
緊急時にいつでも誰でもＡＥＤを使用できる環境を整備するため、新たに
設置が少ない地域にＡＥＤを設置するとともに、講習会等の活用支援を実
施します。

7,247 ― 7,247 ―

10 みなと保健所 保健予防課 エイズ・性感染症等予防事業 レベルアップ
ＨＩＶ及び梅毒の感染を予防するとともに、早期発見による重症化を防止
するため、検査から結果判定までの期間を現在の２週間から即日に短縮し
て実施します。

19,193 1,769 17,064 885

11 みなと保健所 健康増進課 自殺対策推進事業 レベルアップ
悩みを抱える人がいつでどこでも相談でき、適切な支援を迅速に受けられ
るようにするため、相談先が少なくなる夜間帯の電話相談を実施します。

14,374 7,857 14,374 7,857

12 みなと保健所 健康推進課 肺がん検診 レベルアップ
肺がん検診の精度向上により区民の命と健康を守るため、胸部Ｘ線画像の
二重チェックの際にＡＩ画像読影システムを導入します。

228,791 4,510 228,791 4,510

13 保健福祉支援部 高齢者支援課 気軽に取り組む介護予防事業 新規
気軽に楽しみながら介護予防に取り組める専用のアプリを導入し、通いの
場以外での介護予防に個人で取り組む仕組みを作ります。

20,196 ― 7,874 ―

14 保健福祉支援部 高齢者支援課
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
住み慣れた地域で安心して暮らすことが出来るよう、低栄養及び糖尿病等
の予防・改善に関する普及啓発事業を実施します。

642 ― 642 ―

15 保健福祉支援部 国保年金課
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
低栄養及び糖尿病性腎症のリスクが高いと認められる後期高齢者等に対し
て、医療専門職が保健指導を実施し、生活改善に繋げます。

19,500 ― 19,031 ―

16
教育委員会事務局

教育推進部
生涯学習スポーツ振興課 新たなスポーツの体験 新規

高齢者のスポーツ活動の場を創出するとともに、フレイル予防に繋げるた
め、ＶＲやＡＲなどの最先端技術によるｅスポーツを体験する事業を実施
します。

1,715 ― 1,715 ―

17 保健福祉支援部 介護保険課 介護サービス事業者振興事業 レベルアップ
介護人材の確保やその後の育成を強化するため、「介護のしごと面接・相
談会」の規模を拡大するとともに、介護サービス事業者向け研修の内容充
実を図ります。

11,038 7,252 10,369 6,592

18 保健福祉支援部 介護保険課 介護ロボット等導入支援事業 レベルアップ
地域の高齢者を支える介護人材の確保・定着化に向けた介護事業所におけ
る業務の負担軽減及び効率化を図るため、介護ロボット等のＩＣＴ導入を
促進するための導入サポート及び導入費の助成を拡充します。

99,082 99,082 75,582 75,582

19
教育委員会事務局

教育推進部
生涯学習スポーツ振興課 学校屋内プール開放事業 レベルアップ

小・中学生にスポーツ活動の機会を創出し、健康づくりを促進するため、
夏休み期間中に短期集中型の水泳教室を実施します。

104,103 3,889 100,662 2,810

20 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉避難所運営事業 新規
災害時における障害者の身体・生命の安全を確保するため、福祉避難所の
開設・運営等に対して、専門的なアドバイスを活用しマニュアルを更新す
るなど、福祉避難所の運営体制を強化します。

2,351 ― 1,471 ―

21 保健福祉支援部 障害者福祉課 視覚障害者の遠隔サポート事業 新規
視覚障害者の情報保障を更に拡充するため、スマートフォンを活用した遠
隔サポートにより、日常生活における確認を支援します。

2,970 ― 2,970 ―

22 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害児通所支援事業所運営支援 レベルアップ
障害児に必要な訓練や支援を行う障害児通所支援事業所の安定的な事業継
続を支援し、質の高いサービスの提供を促すため、事業所の送迎関係費
用、延長療育費用及び重度療育費用の一部を助成します。

54,973 39,853 54,028 38,908

23 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者（児）日中一時支援事業 レベルアップ
障害者等の親の就労支援を図るとともに、障害児の放課後等の居場所支援
を充実するため、障害者（児）が安心して充実した活動を行える居場所の
定員を増やすなど、支援を拡充します。

23,484 9,283 23,483 9,283

24 保健福祉支援部 障害者福祉課 手話通訳提供等事業 レベルアップ
手話通訳を必要とする障害者への情報保障を更に拡充するため、区が作成
する動画への手話ワイプ表示の徹底、手話通訳者派遣時の遠隔手話の導入
等により、支援を拡充します。

51,928 3,879 51,956 3,879

25 保健福祉支援部 障害者福祉課
障害者サービス提供事業者育成
事業

レベルアップ
医療的ケアなど特定の支援が必要な障害者が円滑に支援を受けられるよ
う、サービス提供事業者に対する研修費用の助成対象範囲を拡大します。

445 228 435 228

26 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者住宅管理運営 レベルアップ
日常的に車いすを利用する障害者の住まいの場を確保し、誰もが安心して
暮らし続けることができる環境を整備するため、車椅子住宅を整備しま
す。

39,283 9,570 39,283 9,570

27 保健福祉支援部 障害者福祉課 新たな障害者就労の創出 レベルアップ
これまで意欲があっても障害特性により就労に結びつかなかった障害者の
就労機会を新たに創出するため、分身ロボットを活用した就労の実施場所
を拡大します。

11,464 2,404 11,464 2,404

28 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者支援ホーム管理運営 レベルアップ
入所者に対する支援の充実と質の向上を図るため、職員研修を強化するほ
か、環境整備を図り、施設の運営体制を強化します。

177,330 37,333 177,765 37,333



（単位：千円）
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区    分
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要求額

（うちレベルアップ） 調整額
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３　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

29 街づくり支援部 住宅課 分譲マンション管理適正化支援 新規
分譲マンションの適正な管理を支援するため、管理アドバイザーを派遣す
るとともに、分譲マンション管理マニュアルを作成し、周知を行います。

6,757 ― ―

30 街づくり支援部 地域交通課 台場の地域交通の運行 レベルアップ
多子世帯の経済的負担軽減を図るため、一部有料である未就学児運賃を無
料にします。

53,318 20,161 18,961 161

31 街づくり支援部 地域交通課 コミュニティバス運行 レベルアップ
多子世帯の経済的負担軽減を図るため、一部有料である未就学児運賃を無
料にするとともに、交通結節点機能の強化に向け、デジタルサイネージを
活用したバス停「スマートバス停」の導入経費を補助します。

487,417 9,589 401,592 9,589

32 環境リサイクル支援部 環境課
清潔なまちの実現に向けた活動
推進

新規
各地区の繁華街で行われている活動の効果を見える化するとともに、民有
地への不法投棄物を管理者の通報に基づき回収します。

8,244 ― 6,184 ―

33 各地区総合支所 各地区まちづくり課 各地区保護樹木・樹林助成 レベルアップ
区内の保護樹木・樹林に指定されている樹木等に対する維持管理費の助成
を拡充します。

7,916 1,075 7,686 845

34 赤坂地区総合支所 赤坂・まちづくり課 赤坂地区放置自転車対策 レベルアップ 赤坂駅周辺の放置自転車対策のため、放置禁止区域を設定します。 45,579 12,940 45,502 12,940

35 芝浦港南地区総合支所 芝浦港南・まちづくり課 運河の魅力向上事業 レベルアップ
水辺空間の魅力を向上させるとともに、地域コミュニティや観光・産業の
活性化を図るため、港栄橋等のライトアップを実施します。

208,659 135,882 207,999 135,882

36 環境リサイクル支援部 環境課 緑化助成 レベルアップ 区内の緑化推進のため、屋上緑化の助成要件の見直しを行います。 10,750 10,750 3,075 3,075

37 環境リサイクル支援部 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 レベルアップ
廃棄物管理責任者講習手続きのオンライン化のほか、ごみ減量アドバイ
ザー派遣制度を構築します。

18,814 15,353 15,918 13,126

38 街づくり支援部 都市計画課
防災・震災復興まちづくりの推
進

レベルアップ
災害に強い街づくりの実現のため、港区防災街づくり整備指針を策定する
とともに、ホームページで指定地点の全ハザード情報を一括して閲覧可能
にします。

26,534 23,147 26,249 23,147

39 防災危機管理室 防災課 共同住宅の震災対策 レベルアップ
家庭における備蓄食・災害食に対する意識を高め、自然災害への備えを強
化するため、備蓄食・災害食体験プログラムを実施します。

77,547 5,148 26,315 5,148

40 防災危機管理室 防災課 帰宅困難者対策 レベルアップ
広告バナーを活用した平時からの周知啓発を行うとともに、ＩＣＴツール
を活用し協議会との情報連携を強化します。

77,906 28,748 75,436 26,278



（単位：千円）

No 部 課 事業名
二次経費
区    分

事業内容 要求額
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（うちレベルアップ） 調整額
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４　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

41 みなと保健所 健康推進課 産後母子ケア事業 レベルアップ
短期入所(ショートステイ)事業に加え、新たに、通所型及び訪問型のサー
ビスを実施します。

117,167 47,469 112,760 47,469

42 子ども家庭支援部 子ども家庭課 結婚支援 レベルアップ
結婚、妊娠、出産、育児の切れ目のない支援の一環として、若者の結婚支
援を行います。

2,390 104 2,390 2,084

43 子ども家庭支援部 保育政策課 保育力向上支援事業 レベルアップ
区内保育施設の保育の質を向上させるため、保育士向け研修を充実させる
とともに、保育の質ガイドラインを策定します。

23,048 13,380 21,484 10,668

44 子ども家庭支援部 保育課
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
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します。

173,457 13,321 173,457 13,321

45 子ども家庭支援部 保育課 認証保育所運営助成 レベルアップ
認証保育所が多様化する地域の保育ニーズに柔軟に対応するため、認証保
育所運営費等補助金について、補助内容を拡充します。

828,415 8,219 818,992 7,735

46 子ども家庭支援部 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

レベルアップ
みなと子育てサポートハウス事業における「子育てひろば『あい・ぽー
と』」にカフェを設置します。

55,607 15,401 58,829 19,147

47 子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター 子育てひろば事業 レベルアップ
現在月曜日から金曜日に営業している子ども家庭支援センター内の地域交
流室（カフェ）を、土曜日も営業します。

55,577 1,916 54,254 1,022

48 子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター ヤングケアラー支援事業 新規
ヤングケアラー・コーディネーターの配置等より、関係機関や民間団体等
との連携を強化するとともに、区民向けの周知によりヤングケアラーへの
意識向上を図ります。

17,975 ― 17,975 ―

49 子ども家庭支援部 子ども家庭課 子ども医療費助成 レベルアップ
現行実施している小・中学生までの全額の医療費助成を、高校生まで拡大
します。

1,442,822 158,629 1,421,917 158,629

50
教育委員会事務局

学校教育部
教育指導担当 心の教育相談・不登校対策事業 レベルアップ

子どもの抱える課題に早期に気づき、関係期間と連携して早期解決につな
げるため、全ての区立小・中学校にスクールソーシャルワーカーを週１回
３時間以上配置します。

60,959 24,896 60,959 24,896

51
教育委員会事務局

学校教育部
教育指導担当 学校２０２０レガシーの推進 新規

幼児・児童・生徒が楽しく運動に慣れ親しむとともに、オリンピック・パ
ラリンピック教育を一層推進するため、全ての区立幼稚園、区立小・中学
校でアスリートと交流する事業を実施します。

10,250 ― 10,250 ―

52
教育委員会事務局

教育推進部
教育長室 私立学校等連携推進事業 レベルアップ

港区で学ぶすべての子どもたちの学校生活を更に充実したものとするた
め、私立高等学校向けの探求型学習の活動成果発表会を開催します。

3,500 3,500 3,500 3,500

53
教育委員会事務局

教育推進部
教育長室 私立幼稚園連合会補助金 レベルアップ

港区で学ぶすべての子どもたちの園生活を更に充実したものとするため、
私立幼稚園における園庭開放に関する支援をします。

16,903 4,814 12,089 0

54
教育委員会事務局

学校教育部
学務課 小学校就学援助 レベルアップ

公私立問わず、経済的な理由により就学困難と認められる児童の保護者を
援助するため、就学援助の対象を私立学校に通う児童まで拡充します。

91,592 1,518 91,421 1,484

55
教育委員会事務局

学校教育部
学務課 中学校就学援助 レベルアップ

公私立問わず、経済的な理由により就学困難と認められる生徒の保護者を
援助するため、就学援助の対象を私立学校に通う生徒まで拡充します。

100,956 13,797 95,154 13,781



（単位：千円）

No 部 課 事業名
二次経費
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調整額

（うちレベルアップ）

56
教育委員会事務局

学校教育部
学務課 小学校特別支援学級就学奨励費 レベルアップ

公私立問わず、特別支援学級に通学する児童の保護者の経済的負担を軽減
するため、就学援助奨励費の対象を私立学校に通う児童まで拡充します。

1,859 489 1,859 489

57
教育委員会事務局

学校教育部
学務課 中学校特別支援学級就学奨励費 レベルアップ

公私立問わず、特別支援学級に通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減
するため、就学奨励費の対象を私立学校に通う生徒まで拡充します。

3,191 321 2,030 321

58
教育委員会事務局

学校教育部
教育人事企画課 小学校教科担任制の導入 レベルアップ

小学校教科担任制を導入するため、会計年度任用講師の任用を拡充しま
す。

101,837 85,668 84,155 67,986

59
教育委員会事務局

学校教育部
教育人事企画課 学校非常勤講師 レベルアップ

特別支援教室の巡回指導及び学級運営を支援するため、新たに会計年度任
用講師を任用します。また、幼稚園で長期休業期間中に子育てサポート保
育を実施するため、会計年度任用講師の任用を拡充します。

553,949 36,184 542,782 24,077

60
教育委員会事務局

学校教育部
教育指導担当 学校図書館運営事業 レベルアップ

児童・生徒の自主的・自発的な読書活動を推進するため、学校図書館支援
員の配置を拡充するとともに、電子書籍をモデル校２校で導入します。

117,539 56,097 111,854 50,412

61
教育委員会事務局

学校教育部
教育指導担当 体育連合行事 レベルアップ

児童・生徒が東京2020大会のレガシーを学ぶため、体育連合行事を国立競
技場で実施します。

13,672 5,122 12,931 5,122
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５　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

62 産業・地域振興支援部 税務課 港区納税案内センター運営業務 新規 区税収入の向上のため、納税案内センターの機能を大幅に強化します。 45,800 ― 17,130 ―

63 産業・地域振興支援部 地域振興課 町会等活動支援 レベルアップ
町会へのデジタル支援の内容の拡充やデジタル回覧板の導入によって町会
のデジタル化を推進するとともに、港区町会・自治会連合会の活動費を補
助することにより区内町会の連携を強化します。

18,311 6,132 18,311 6,132

64 保健福祉支援部 高齢者支援課
高齢者デジタルデバイド解消事
業

レベルアップ
高齢者のデジタルデバイドを解消するため、日常的にスマートフォンの使
い方等を支援するデジタル活用支援員の配置を拡充します。

108,386 16,474 107,636 16,474

65 保健福祉支援部 保健福祉課 地域包括ケア推進事業 レベルアップ
区民等が安全かつ正確に最新の医療情報を取得できるようにするととも
に、医療機関と区の情報連携を強化するため、医療機関等検索システムを
導入します。

60,702 6,306 60,558 6,306

66 子ども家庭支援部 子ども家庭課 学童クラブ レベルアップ
学童クラブ事業収納管理システムにおいてコンビニエンスストア収納及び
電子マネー収納の機能を追加します。

15,723 7,794 15,346 7,719

67 企画経営部 区長室 区民の声センター運営 レベルアップ
区民の利便性向上のため、区ホームページを経由したインターネットによ
るイベント参加申込受付システムを構築します。

171,367 24,657 14,349 7,719

68 総務部 情報政策課
デジタル社会の実現に向けたＩ
ＣＴの推進

レベルアップ
デジタル社会の実現に向け、区政のＤＸを更に推進するため、デジタル人
材の育成、電子申請拡充、新たなデジタル機器・ツールの導入等に取り組
みます。

117,073 55,929 114,059 60,549

69 総務部 情報政策課
ＡＩ・ＲＰＡによる業務効率化
の推進

レベルアップ
庁内における定型的業務の問合せ対応の自動化による業務効率化を図るた
め、ＡＩチャットボットの導入を行います。

54,797 4,620 48,175 4,158

その他

70 企画経営部 全国連携推進担当
連携自治体ワーケーション促進
事業

新規
全国各地域との連携を充実・深化させ、相互自治体でのより豊かな生活を
実現するため、「全国各地域との連携の力」を活用した連携自治体ワー
ケーション促進事業を実施します。

2,925 ― 1,600 ―

71 産業・地域振興支援部 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

レベルアップ
ワーク・ライフ・バランス推進企業認定企業の交流会や取組紹介を行うと
ともに、認定マークを公募で作成します。

5,272 1,006 4,742 723


