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令和２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）　

No 部 課　名 事    業    名 二次経費
区     分 要　求　内　容 要求額 要求額

(うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ)
予算額 予算額

(うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ)

　１　子どもを地域社会で健やかに育むための取組

　（１）安心して産み育てられる環境の整備

1 みなと保健所 保健予防課 みなと母子手帳アプリ 新規 予防接種の日程管理を支援するためのアプリを導入します。 1,511 －

2 みなと保健所 健康推進課 乳幼児健康診査 レベルアップ 3歳児健康診査において新たに屈折異常、斜視スクリーニング検査
を実施します。 134,306 6,488

3 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 4か月未満の乳児とその母親向けに医療機関におけるショートステイ
事業を開始します。 50,010 41,816

4 子ども家庭支援部 保育課 保育力向上支援事業 新規 区内全保育施設を対象とした合同研修会や園長会を実施するとと
もに、巡回支援指導員による巡回指導や相談体制を強化します。 4,272 －

5 子ども家庭支援部 保育課 病児・病後児保育 レベルアップ 病児・病後児保育室の利便性向上を図るため、令和２年４月から
各施設に予約システムを導入します。 249,675 2,255

　（２）子どもを健やかに育むための取組の強化

6 子ども家庭支援部 子ども家庭課 離婚前後の親支援事業 新規 親の離婚に伴う心意的・経済的負担を最小限にとどめるため、養育
費の未払い解消と面会交流の実施を支援します。 3,670 －

7 子ども家庭支援部 子ども家庭課 ＤＶ被害者支援推進事業 新規 DVの発生や再発を防ぐため、民間シェルター等の安定的な運営を
支援するとともに、DV加害者の更生プログラム受講を促進します。 3,798 －

8 子ども家庭支援部 子ども家庭課 地区委員会活動支援 レベルアップ 青少年対策地区委員会の活動を支援するため、1地区当たりの組
織活動補助金の基本額を増額します。 10,511 1,000

9 子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター 養育支援訪問 レベルアップ 児童虐待の未然防止や早期発見につなげるため、養育支援訪問
事業の対象家庭の状況に合わせた食事支援を強化します。 2,005 101

10 子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター 相談ねっと事業 レベルアップ これまでの「みなと子ども相談ねっと」に加え、「保護者向けの子育て
相談ねっと」を開始します。 10,683 5,687

　（３）子どもの教育を支える取組の推進

11 保健福祉支援部 生活福祉調整課 学習支援事業 レベルアップ 中学生学習支援事業について、新たに3年生を対象とします。 75,717 18,520

12 教育推進部 教育長室 私立学校等連携推進事業 新規 私立学校等との協力及び連携を進めるため、高校生不登校への理
解促進事業及び高校生への教育委員会表彰を実施します。 650 －

13 教育推進部 教育企画担当 学びの多様性推進事業 新規 東京大学先端科学技術研究センターと連携し、ビデオチャットを活
用した遠隔学習事業や実地体験による学習イベントを実施します。 10,697 －

14 学校教育部 学務課 小学校特別支援学級運営 レベルアップ 通常学級に在籍する難聴児が所属する学校に補聴器の聞き取り
向上のための集音マイクや中継器等を配備します。 61,158 1,250

15 学校教育部 学務課 中学校特別支援学級運営 レベルアップ
御成門小学校の「ことばときこえの教室」内に中学校の難聴学級を
開設するとともに、補聴器の聞き取り向上のための集音マイクや中継
器等を配備します。

24,657 1,351

16 学校教育部 教育指導課 特別支援教育の推進 レベルアップ キャリア教育を行うための保護者向けの講演会等を実施するととも
に、特別支援学級の職場体験を充実させます。 135,525 2,299

17 学校教育部 教育指導課 学校図書館運営事業 新規
リーディングアドバイザリースタッフと学校司書を事業整理し、学校図
書館運営業務として一括して実施するとともに、学校図書館へ学校
図書館支援アドバイザーを派遣します。

69,239 －

18 学校教育部 教育指導課 みなと科学館管理運営 新規 令和2年4月開設の港区立みなと科学館の管理運営を行います。 298,957 －
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令和２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）　

No 部 課　名 事    業    名 二次経費
区     分 要　求　内　容 要求額 要求額

(うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ)
予算額 予算額

(うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ)

　２　安全・安心で誰もが自分らしく暮らせるための取組

　（１）区民の安全・安心の基盤の強化

19 芝地区総合支所 芝協働推進課 青色防犯パトロール レベルアップ 東京2020大会開催期間のパトロールを拡充します。 230,671 106,700

20 各総合支所 協働推進課 各地区生活安全活動推進事業 レベルアップ 防犯カメラ等整備費補助金を拡充します。 70,032 45,022

21 防災危機管理室 防災課 客引き防止プロジェクト レベルアップ 東京2020大会に向けたパトロール機能を強化します。 355,199 40,349

22 防災危機管理室 防災課 土砂災害対策 レベルアップ がけ・擁壁の近隣に居住する区民等に対して避難の方法等を啓発
する図書を配付するための経費を計上します。 207,980 26,000

23 街づくり支援部 建築課 がけ・擁壁改修助成 レベルアップ がけ・擁壁の改修をより支援するため、土砂災害特別警戒区域内
で擁壁を設置する場合に、助成事業の拡充を図ります。 193,800 178,800

24 街づくり支援部 建築課 エレベーター安全装置等設置助成 レベルアップ 安全装置等の設置をより支援するため、バリアフリー法に規定する特
定建築物の所有者に対する助成事業の拡充をはかります。 269,549 269,549

25 環境リサイクル支援部 みなとリサイクル清掃事務所 戸別訪問収集作業時等のＡＥＤ
（自動体外式除細動器）携行 レベルアップ 戸別訪問収集作業時等のＡＥＤ（自動体外式除細動器）携

行について携行台数を拡充します。 516 267

26 防災危機管理室 防災課 避難所機能の強化 レベルアップ 避難所機能を強化するため、暑さ対策に係る冷風機や、蓄電池の
購入等に要する経費を計上します。 40,961 37,961

27 防災危機管理室 防災課 港区防災ラジオ レベルアップ 港区防災ラジオを希望する全ての世帯に配付できるよう、10,000
台を購入します。 201,352 195,910

28 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 共同住宅の種別ごとの災害対策支援を強化します。 40,992 38,774

29 【国保会計】
保健福祉支援部 国保年金課 糖尿病等重症化予防事業 新規

糖尿病性腎症の重症化の予防が必要と思われる港区国民健康保
険の被保険者に対する微量アルブミン尿検査、保健指導及び医療
機関への受診勧奨を行います。

21,893 －

　（２）高齢者や障害者等が地域でいきいきと安心して暮らせる取組の充実

30 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者意思疎通促進事業 新規 港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段
の利用の促進に関する条例の啓発等を行います。 4,776 －

31 保健福祉支援部 障害者福祉課 児童発達支援センター管理運営 新規 4月に開設する児童発達支援センターの管理運営経費を計上しま
す。 431,923 －

32 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害福祉サービス職員宿舎借り上げ支
援事業 新規 障害者支援施設で働く職員を確保するため、借り上げ宿舎の助成

制度を新設します。 25,830 －

33 保健福祉支援部 障害者福祉課 手話通訳派遣等事業 レベルアップ
社会福祉協議会の手話通訳者紹介派遣を区の事業として実施し
ます。スマートフォンで遠隔手話通訳が可能となる２次元コードを設
置します。

16,656 8,630

34 保健福祉支援部 障害者福祉課 手話通訳者養成事業 レベルアップ 手話通訳講座の定員を拡充するとともに、養成クラスを見直して手
話通訳者登録試験の再チャレンジを応援します。 29,415 4,714

35 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者総合相談支援センター事業 レベルアップ 総合相談支援センター機能を強化するととともに、養護者亡き後の
対策を図ります。 20,301 13,525

36 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害保健福祉センター管理運営 レベルアップ 放課後等デイサービス事業及び発達障害者生活訓練事業を開始
します。 738,013 29,536

37 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 同行援護や行動援護サービスを提供する事業者や職員を確保する
ため、研修費の助成制度を新設します。 1,159 400
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No 部 課　名 事    業    名 二次経費
区     分 要　求　内　容 要求額 要求額

(うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ)
予算額 予算額

(うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ)

38 保健福祉支援部 高齢者支援課 認知症高齢者等おかえりサポート事業 レベルアップ 認知症による徘徊に起因する事故等に係る個人賠償責任等を補
償する損害賠償保険に加入します。 3,456 640

　（３）誰もが自分らしく暮らせる取組の推進

39 産業・地域振興支援部 国際化・文化芸術担当 多言語対応推進 レベルアップ 外国人対応を充実させるため、音声翻訳機を配備します。 29,109 12,270

40 産業・地域振興支援部 国際化・文化芸術担当 地域で育む日本語学習支援プロジェク
ト レベルアップ 在住外国人のための日本語学習機会を提供するなど、地域日本

語学習の体制を整えます。 9,721 4,384

41 環境リサイクル支援部 みなとリサイクル清掃事務所 リサイクルを通じた障害者の就労支援 レベルアップ
障害者の就労支援を促進するため、携帯電話機を分解して基盤を
取り出し資源化する業務を障害者就労支援施設に新たに委託しま
す。

4,268 1,254

42 企画経営部 区長室 ホームページ維持管理 レベルアップ 区ホームページに「やさしい日本語」のページを新規作成します。また
新規作成したページをAI翻訳で英訳したページを作成します。 47,503 12,639

　３　まちがにぎわい輝くための取組

　（１）地域のにぎわい創出に向けた取組の充実

43 各総合支所 協働推進課 各地区町会等活動支援 レベルアップ 令和2年度までの臨時事業として協働事業活動補助金を交付する
とともに、掲示板設置等補助金の上限額を引き上げます。 91,648 16,200

44 芝浦港南地区総合支所 芝浦港南管理課 伝統文化交流館管理運営 新規 伝統文化交流館の管理運営に要する経費を計上します。 90,772 －

45 産業・地域振興支援部 産業振興課 オープンイノベーション創出支援事業 新規 産学連携、企業連携による技術マッチング支援を行います。 2,441 －

46 産業・地域振興支援部 産業振興課 知的財産活用支援 レベルアップ 産業財産権等の取得を支援するため、中小企業財産相談を実施
します。 4,431 931

　（２）まちの魅力を高め継承する取組の推進

47 産業・地域振興支援部 観光政策担当 ワールドプロモーション レベルアップ 港区への興味・関心、来訪意欲を喚起させるような新たなプロモー
ション映像を制作し、国内外に向けて配信します。 21,868 6,600

48 環境リサイクル支援部 環境課 みなとタバコルール推進 レベルアップ
催事等での喫煙需要に柔軟に対応するため移動式喫煙所を導入
します。また、屋内喫煙所助成金補助期間終了後の支援体制を
整備します。

508,758 20,432

49 みなと保健所 健康推進課 受動喫煙防止対策推進事業 レベルアップ 受動喫煙防止対策推進として相談及び現地確認の体制を整備し
ます。 23,154 7,438

50 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 橋りょう及びモニュメント等のライトアップを実施します。 117,230 112,869

51 産業・地域振興支援部 観光政策担当 シティプロモーション事業 レベルアップ ＭＩＮＡＴＯシティプロモーションクルーに対する補助率の引上げ等
を実施します。 61,032 13,949

52 企画経営部 観光政策担当 全国連携の推進 レベルアップ 「全国各地域との連携の力」を活用した事業を実施します。 9,363 4,353

　（３）環境にやさしい取組の充実

53 環境リサイクル支援部 みなとリサイクル清掃事務所 海洋プラスチックごみの発生抑制の推進 レベルアップ 海洋プラスチックごみ発生抑制に関する啓発事業を拡充します。 15,078 7,050

54 環境リサイクル支援部 地球温暖化対策担当 建築物低炭素化促進 レベルアップ 令和3年度から条例施行を予定している、港区内建築物低炭素化
推進施策の周知、システム構築等を行います。 140,292 120,976
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　４　その他

55 産業・地域振興支援部 地域振興課 区民保養施設 レベルアップ 利用登録と予約申込が同時にできるようにシステムの改修を行いま
す。 151,486 53,680

56 産業・地域振興支援部 税務課 税務資料の電子化の推進 新規 税務資料（滞納整理調査資料等）を電子化しシステム上で閲覧
を可能にします。 30,765 －

57 産業・地域振興支援部 税務課 口座振替等納税奨励 新規 区民がスマートフォン等から住民税の口座振替登録ができるようにす
るため、ＷＥＢ口座振替支援サービスを導入します。 38,484 －

58 産業・地域振興支援部 税務課 滞納整理のための預貯金照会サービス
の導入 新規 滞納者の預金状況等の調査・回答におけるLGWAN回線による

データ送受信サービスを導入します。 36,936 －

59 保健福祉支援部 国保年金課 【国保会計】国民健康保険料徴収 レベルアップ 滞納者の預金状況等の調査・回答におけるLGWAN回線による
データ送受信サービスを導入します。 90,955 3,523

60 保健福祉支援部 生活福祉調整課 生活保護受給者健康管理支援事業 新規 生活保護受給者の生活習慣病の予防のため、保健指導を実施し
ます。 6,259 －

61 企画経営部 企画課 民間アイデア活用事業 新規 区が抱えている課題を解決するために、広く民間企業や大学、団体
などから解決のための技術やアイデアを募ります。 331 －

62 企画経営部 企画課 港区政策創造研究所の運営 レベルアップ 住民基本台帳等のデータを抽象化、統計データとして活用するた
め、行政情報分析基盤システムを導入します。 24,103 9,997

63 企画経営部 区長室 報道機関情報提供活動 レベルアップ 区長記者発表の動画配信を実施します。 4,192 2,769
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