
No 部 課名 事業名
二次経費
区     分

事業内容 要求額 要求額
（うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ）

調整額 調整額
（うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ）

1 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 新規
区内中小事業者がＤＸを推進し、生産性向上を図るためのデジタル技術導入に係る
経費の一部を補助します。

60,000 ー 92,640 ー

2 産業・地域振興支援部 産業振興課 夜の観光施策の推進 レベルアップ
区内の夜を彩る魅力的な観光資源を効果的に活用するため、区内事業者等の取組に
対し経費の一部を補助します。

10,098 10,098 6,098 6,098

3 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
セール等の小規模イベントへの支援を新たに開始するとともに、地域団体との共同
事業への補助を引き上げます。

256,733 42,000 224,676 10,000

4 産業・地域振興支援部 産業振興課 商店街変身戦略プログラム レベルアップ 商店街の施設整備事業等への補助について、補助上限を引き上げます。 80,000 80,000 50,000 50,000

5 産業・地域振興支援部 産業振興課 シティプロモーション推進事業 レベルアップ
ロケ地の紹介による区内回遊を促すとともに、ロケが可能な区有施設等の情報を掲
載し区内におけるロケ撮影を支援します。

44,034 2,200 38,962 0

6 産業・地域振興支援部 産業振興課 中小企業等ホームページ作成支援 レベルアップ ホームページ作成補助金について、補助率及び上限額を引き上げます。 12,750 12,750 9,750 9,750

7 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 レベルアップ
地域コミュニティや、観光・産業の活性化を図るため、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。

113,864 107,749 5,367 0

8 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・自治会のＤＸを推進するため、タブレットを貸与するとともに、デジタル技
術の支援を行う「デジタルお助け隊」を区民協働スペース等に配置します。

23,135 14,103 19,374 12,441

9 産業・地域振興支援部 地域振興課
ミナコレ（ＭＩＮＡＴＯ　ＣＯＬＬＥＣＴ
ＩＯＮ）

レベルアップ
区内美術館、博物館等文化施設と商店街を巡る地域周遊型のデジタルスタンプラ
リーを実施します。

5,862 3,124 5,126 3,031

10 産業・地域振興支援部 地域振興課 外国人への情報提供事業 レベルアップ
外国人住民向けに「やさしい日本語」を使用した生活情報の動画を作成・配信しま
す。

12,754 10,560 2,015 0

11 産業・地域振興支援部 地域振興課 地域で育む日本語学習支援プロジェクト レベルアップ
基礎日本語教室、日本語サロンを拡充するとともに、日本語学習支援ボランティア
育成講座の拡充を図ります。

25,806 7,904 24,880 7,904

令和４年度当初予算　新規事業及びレベルアップ事業一覧

　１　感染症の影響から区民の命と健康を守り、まちのにぎわいを加速するための施策



No 部 課名 事業名
二次経費
区     分

事業内容 要求額 要求額
（うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ）

調整額 調整額
（うちﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ）
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12 保健福祉支援部 高齢者支援課 高齢者補聴器購入費助成事業 新規
高齢者の聞こえを支援し日常生活の質を向上させるとともに、社会参加を促進する
ため、補聴器の購入費用を助成します。

14,304 ー 22,724 ー

13 保健福祉支援部 保健福祉課 福祉のまちづくり推進 レベルアップ
誰もが安心して外出できるよう、区内の公共的施設等におけるバリアフリーを推進
するための福祉のまちづくり整備費補助金を拡充します。

23,892 20,192 23,892 20,192

14 保健福祉支援部 高齢者支援課 オンラインを活用した介護予防支援事業 レベルアップ
フレイル予防を推進し、高齢者が健康でいきいきと暮らし続けられるよう支援する
ため、取り組みやすい介護予防運動をオンラインや動画配信等で実施します。

9,086 8,491 8,551 7,956

15 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
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ＩＣ
Ｔ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実施します。

60,000 53,000 17,635 12,635

16 みなと保健所 健康推進課 禁煙外来治療費助成 レベルアップ 禁煙外来治療費助成について、助成対象者を20歳以上の区民に拡大します。 687 600 687 600

17 みなと保健所 健康推進課
がん治療に伴う外見ケア（ウィッグ等購
入）助成

レベルアップ 助成対象品目に、帽子、材料費及び製作経費を追加します。 4,549 1,096 4,540 1,096

18 保健福祉支援部 障害者福祉課 失語症者コミュニケーション支援事業 新規
失語症により会話における支援が必要な人の日常生活や社会参加を支援するため、
買い物や通院等の外出時に意思疎通支援者を派遣します。

500 ー 500 ー

19 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者（児）日中一時居場所提供事業 新規
日中活動後に行き場が必要な障害者や、放課後等デイサービスを利用することので
きない障害児が、安心して過ごすことのできる居場所を提供します。

12,420 ー 4,950 ー

20 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 新規→臨時・新規
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、事業所の運営費の一部を助成します。

32,163 ー 20,160 ー

21 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者情報バリアフリー推進事業 レベルアップ
障害者がＩＣＴを活用して必要な情報を円滑に受け取ることができるよう、講習会
を開催するとともに、タブレット等を貸し出します。

12,750 10,770 12,254 10,274

22 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
分身ロボットを活用した就労場所の拡大、区立施設における超短時間就労の実証、
重度障害者の就労時のヘルパー利用費の給付を実施します。

15,300 12,000 11,460 8,160

23 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

不燃ごみの扱いとなっていたおもちゃから金属製基盤や電池を取り出す業務を障害
者就労施設に委託します。

8,019 3,300 8,019 3,300

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
手話への関心や理解を深めるため、現在実施している手話講習会に加えて、手話の
体験講座を実施するとともに、区立の小・中学校に出前講座を実施します。

50,152 1,080 50,500 1,740

25 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者住宅管理運営（車いす住宅整備） 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、車いす住宅を整備します。

46,049 14,692 45,594 14,692

26 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
地域の相談支援専門員への専門的な指導・助言、スキルアップのための研修等を実
施します。

11,605 2,000 11,605 2,000

27 保健福祉支援部 保健福祉課
福祉総合窓口設置（福祉総合窓口設置準備[臨
時・継続]、福祉総合窓口運営支援[新規]）

臨時・継続
あらゆる福祉相談を受け止め、より迅速かつ適切な支援につなげるため、区民に身
近な各総合支所に「福祉総合窓口」を設置します。

86,158 ー 86,158 ー

　２　誰もが住みやすく、健康で暮らしやすい社会を実現する施策
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28 みなと保健所 保健予防課 予防接種事業 レベルアップ
任意予防接種手続の電子化、骨髄移植者等への定期予防接種再接種費用の助成を実
施します。

1,472,708 4,981 1,504,682 506

29 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歳児健康診査の受診率向上のため、３歳児健康診査を休日にも実施します。 137,891 12,109 116,024 7,087

30 みなと保健所 健康推進課 乳幼児歯科健康診査 レベルアップ
３歳児歯科健康診査の受診率向上のため、３歳児歯科健康診査を休日にも実施しま
す。

30,576 1,312 28,641 1,174

31 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
区内保育施設全体の保育力向上のため研修を拡充するほか、保育士の確保・定着の
ためＰＲパンフレットを作成します。

7,422 1,157 7,874 1,609

32 子ども家庭支援部 保育政策課 保育施設への指導、監督等 レベルアップ
区内保育施設に対して、児童福祉法及び子ども子育て支援法等に基づく指導、検査
等に加え、経営等について専門的見地からの助言を実施します。

15,125 6,533 15,125 6,533

33 学校教育部 教育指導担当 特別支援学級就学相談 レベルアップ
医療機関、療育機関、教育機関等との連携を強化するため、教育センターに特別支
援コンシェルジュを配置します。

17,963 6,379 16,331 6,321

34 学校教育部 教育指導担当 ＧＩＧＡスクール推進事業 レベルアップ
ＧＩＧＡスクールの更なる推進のため、情報モラル教育を充実するとともにＧＩＧ
Ａスクールタスクフォースを設置します。

599,736 11,197 553,577 7,628

35 学校教育部 教育指導担当 体力向上事業 新規
企業連携による小学校における運動教室及び体力向上啓発リーフレットの作成を実
施します。

221 ー 0 ー

36 学校教育部 教育指導担当 国際人育成事業 レベルアップ
社会で活躍できる資質・能力を育むため、海外派遣事業に加え、区内におけるイン
グリッシュプログラムを実施します。

342,688 9,500 314,903 0

37 教育推進部
生涯学習スポーツ

振興課
東京2020大会のレガシーの継承 新規

「する・みる・支える」活動の定着を図るため、スポーツ活動運営団体に対し経費
を補助するとともに、スポーツボランティアを育成し活躍の場所を確保します。

9,755 ー 9,810 ー

　３　全ての子どもの健やかな育ちを支える環境を実現する施策
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　４　持続可能な安全で安心できるまちを実現する施策

38 環境リサイクル支援部 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

新規 原則全ての区有施設において再エネ100％（ＲＥ100基準）の電力を導入します。 159,452 ー 143,423 ー

39 環境リサイクル支援部 地球温暖化対策担当 庁有車の電動車導入推進 新規 庁有車を環境性能の高いＺＥＶを中心とした電動車に買い換えます。 44,557 ー 44,229 ー

40 環境リサイクル支援部
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
新規 プラスチック削減を推進するため、周知用の看板及び車両ラッピングを行います。 5,019 ー 5,019 ー

41 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 より分煙効果の高い屋外密閉型喫煙場所や屋内喫煙所を整備します。 567,823 175,960 533,278 145,039

42 環境リサイクル支援部
みなとリサイクル

清掃事務所
ペットボトル回収 レベルアップ

資源・ごみ集積所から回収したペットボトルについて「ボトルtoボトル」による水
平リサイクルを実施します。

103,036 0 103,036 0

43 環境リサイクル支援部
みなとリサイクル

清掃事務所
可燃ごみ・不燃ごみ収集 レベルアップ

拠点回収並びに区収集の不燃ごみから選別した、陶磁器・ガラス類を、土木資材と
して再利用します。

731,810 1,869 729,470 1,869

44 街づくり支援部 地域交通課 子どもの自転車損害賠償保険加入促進事業 新規 ヘルメットを購入した13歳未満の子どもに区内共通商品券を支給します。 500 ー 1,500 ー

45 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 ちぃばすの脱炭素社会実現に向けたＥＶバス等購入経費を補助します。 495,241 49,530 378,187 49,530

46 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 台場シャトルバスの脱炭素社会実現に向けた燃料電池バス購入経費を補助します。 49,896 20,000 20,000 0

47 防災危機管理室 防災課 災害時におけるＡＩを活用した情報収集 新規 SNS上の災害情報を、AIを活用して収集し、災害対策本部等で活用します。 2,777 ー 2,777 ー

48 防災危機管理室 防災課 通信施設等維持管理 レベルアップ
AIを活用した避難情報の発令判断支援や区民への各情報配信機能と連携したシステ
ムの導入を検討します。

203,870 9,603 172,607 0

49 防災危機管理室 防災課 帰宅困難者対策 レベルアップ
滞留者対策のデジタル化など、コロナ禍における新たな検討課題について各協議会
の活動を支援します。

38,256 30,048 38,256 30,048

50 街づくり支援部 建築課 建築物耐震改修等促進 レベルアップ
住宅の耐震性能の向上や建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぐため、耐震化支援制
度を拡充します。

980,771 9,000 893,150 9,000
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　５　ＤＸを加速するための施策

51 総務部 情報政策課 公衆無線ＬＡＮの整備 レベルアップ
区民や来街者の利便性を向上するため、区内における公衆無線ＬＡＮを拡充しま
す。

181,250 159,672 98,703 77,126

52 総務部 情報政策課 デジタル社会の実現に向けたＩＣＴ推進 新規 庁内各課にＤＸ推進支援や業務改善・効率化ツール作成支援等を実施します。 23,899 ー 20,084 ー

53 芝地区総合支所 まちづくり課 芝地区道路通報（損傷）システム 新規 731 ー 731 ー

54 麻布地区総合支所 まちづくり課 麻布地区道路通報（損傷）システム 新規 731 ー 731 ー

55 赤坂地区総合支所 まちづくり課 赤坂地区道路通報（損傷）システム 新規 731 ー 731 ー

56 高輪地区総合支所 まちづくり課 高輪地区道路通報（損傷）システム 新規 731 ー 731 ー

57 芝浦港南地区総合支所 まちづくり課 芝浦港南地区道路通報（損傷）システム 新規 731 ー 731 ー

58 企画経営部 区長室 ＳＮＳ情報発信 新規
区政情報を的確に届けるため、ＳＮＳを活用し、広く効率的に区政情報を発信しま
す。

9,904 ー 6,468 ー

59 企画経営部 区長室 広聴事務 レベルアップ
区民の声を伝えやすい環境を構築するとともに、寄せられた区民の声を活かせるよ
うにするため、広聴システムの機能を拡充します。

13,199 10,395 5,114 2,310

スマートフォンアプリを利用して手軽に道路の不具合などを情報提供できる「道路
通報システム（通称ＭＣＲ）」と巡回時等におけるドライブレコーダーによる「道
路損傷検出システム（通称ＭＦＲ）」を導入します。


