
※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。

区の予算は、区の基本的な活動に必要な経費を計上した根幹となる一般会計が約77％、

国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計の特別会計が約23％の割合を

占めています。

予 算 の 全 体 額

令和４年度の一般会計予算は1,593億円となり、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、

2,065億8,299万２千円となります。

予算編成における基本⽅針

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１ 本編は５頁 41億6,111万円

令 和 ４ 年 度 予 算 に お け る 重 点 施 策

令 和 ４ 年 度 当 初 予 算 の 概 要

※ 主な取組を掲載しています。

感染症対策の推進など区民の不安を払拭するための取組 区内産業を切れ目なく支援し、活性化していくための取組 地域コミュニティの基盤となる多様な主体を支援するための取組

区民生活の支援とまちのにぎわい創出に向けた取組への積極的な事業立案 新規・臨時・レベルアップ事業 計 192事業１

徹底した経常的経費の節減 事務事業評価を活用し「縮小・一部廃止（44事業）」「廃止（46事業）」で９億5,356万円の削減２

あらゆる手法での財源確保と効果的な事業構築３

ワクチン３回目接種やＰＣＲ

検査、患者搬送を行います！

新型コロナワクチン接種等

自宅療養の支援や子育て施設での
衛生用品購入補助を実施します！

療養体制の確保等

区内宿泊施設での宿泊料補助や商店街
イベント活性化支援を実施します！

観光・商店街支援

町会･自治会のＤＸ化に向け、
タブレットの貸与等を行います！

町会等活動支援

補聴器購入費用を助成し
高齢者の聞こえを支援します！

補聴器購入費用助成

介護ロボット等の導入費用を
助成します！

介護ロボット等の導入支援

分身ロボットの活用充実など障害

者の就労支援を拡充します！

障害者就労機会を新たに創出

禁煙外来治療費助成とがん治療
外見ケア助成を拡充します！

禁煙外来治療費助成等

中小企業のＤＸ化や
再創業を支援します！

中小企業ＤＸ化等

外国人の日本語学習を拡充し、

学習支援を強化します！

各福祉分野の包括的な相談

体制を整えた福祉総合窓口

を総合支所へ設置し、世帯

単位での適切かつ迅速な支

援につなげます！

福祉総合窓口の設置

本編は８頁 20億9,228万円

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３ 本編は11頁 173億6,366万円

子どもたちの健やかな育ちを支え「子育てするなら港区」を実現する取組 子どもたちと向き合う時間を創出する取組 多様な視点・手法による学びの機会の提供と保障

３歳児健康診査の土日の実施や保育の質の向上に取り組みます！ 小学校への高速プリンタ、
教科担任制の導入を実施します！

赤坂地区小中一貫教育校の開校、
35人学級へ対応します！

ＧＩＧＡスクールを推進する
タスクフォースを設置します！

３歳児健康診査の拡充 教職員の負担軽減 ＧＩＧＡスクール学校環境の充実

持続可能な安全で安心できるまちを実現する施策４

ＤＸを加速するための施策５

本編は13頁

本編は16頁

118億8,092万円

７億4,025万円

温室効果ガスの排出量削減に向けた取組 清潔で魅力的なまち

日本語学習支援プロジェクト

区有施設に再エネ100％の
電力を導入します！

廃プラスチックの適切な
分別を徹底します！

庁有車をＺＥＶ中心の
電動車へ転換します！

繁華街のごみ対策等を
強化します！

区有施設の低炭素化 温室効果ガス削減 清潔なまちの実現庁有車の電動化推進

災害に強いまち 港区への取組

ちぃばすをＥＶバスに
更新します！

子どもの自転車損害賠償保
険への加入を促進します！

災害時にＩＣＴで帰宅
困難者を誘導します！

災害時にＡＩにより
情報を収集します！

ＥＶバスへの更新 安全な自転車走行 帰宅困難者対策の強化 災害時の情報収集

道路の損傷等の情報提供ＩＣＴを活用した区民サービスの向上いつでもどこでもつながる港区へ

区有施設におけるWi-Fi利用
可能エリアを拡大します！

５Ｇの利活用を
検討します！

ＳＮＳの広告枠を活用し
区政情報を発信します！

キャッシュレス決済とオン
ライン申請を拡充します！

アプリによる道路通報、道路損傷
検出システムを導入します！

５Ｇの活用公衆無線ＬＡＮの整備 ＳＮＳによる情報発信 キャッシュレス化推進等 道路通報システム等の導入

＜目的別歳出内訳＞ ＜性質別歳出内訳＞

～ まちににぎわいがあふれ、全国をリードし輝き続ける港区を実現する予算 ～

区内大学等との連携による区内保育士向け研修の検証・改善

誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化

高齢者のスマホ利用等を
支援します！

障害者のデジタル活用を
支援します！

障害者情報バリアフリー高齢者デジタルデバイド解消

子どもの交通安全

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

△0.9％2,065億8,299万２千円 100.0％ 2,083億9,174万９千円 100.0％ △18億875万７千円

7.1％

　　172億9,452万９千円 8.4％ 　　169億7,523万８千円 8.1％ ３億1,929万１千円 1.9％

　　61億6,542万６千円 3.0％ 　　　57億5,425万円 2.8％ ４億1,117万６千円

77.1％ 1,624億1,000万円 77.9％ △31億1,000万円 △1.9％

2.5％

当初予算額 構成比

令和４年度 令和３年度

当初予算額 構成比

 238億2,303万７千円 11.5％  232億5,226万１千円 11.2％ ５億7,077万６千円

対前年度比較

増減額 増減率

1,593億円

（単位：千円）

当初予算額 構成比

701,848 0.4%

24,330,113 15.3%

6,887,567 4.3%

57,881,465 36.3%

7,179,082 4.5%

4,090,020 2.6%

19,805,509 12.4%

29,499,649 18.5%

121,572 0.1%

7,803,175 4.9%

1,000,000 0.6%

159,300,000 100.0%

民 生 費

科　　　目
令 和 ４ 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

（単位：千円）

当初予算額 構成比

21,177,615 13.3

30,541,859 19.2

121,572 0.1

51,841,046 32.5

33,221,876 20.9

25,712,811 16.1

74,237,078 46.6

159,300,000 100.0合　　　計

区　　　　分
令 和 ４ 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

誰もが地域でいきいきと暮らし続けられる取組 就労を支援するための取組 包 括 的 な 支 援 を 行 う 福 祉 総 合 窓 口 の 設 置働き盛り世代の健康増進の取組

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２



Ⅰ　
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 30事業 41億 6,111万円 Ⅱ　

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 27事業 20億 9,228万円 乳幼児健康診査、乳幼児歯科健康診査 【レベルアップ】 1億 4,467万円 麻布地区快適な公衆・公園トイレの整備 【臨時(新規)】 5,671万円

(1) 区民の不安を払拭するための取組 12事業 12億 328万円 (1)
誰もが地域でいきいきと暮らし続けるための
取組

16事業 18億 4,109万円 (2)
家庭環境等の様々な課題を抱える家庭と子ど
もへの支援の強化

3事業 6億 7,861万円 地域交通ネットワークの連携・強化 【臨時(継続)】 875万円

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)】 364万円 高齢者補聴器購入費助成事業 【新規】 2,272万円 児童福祉施設等整備費補助 【臨時(継続)】 4億 5,754万円 都市計画道路整備 【臨時(継続)】 9億 5,208万円

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)】 1,355万円 特別養護老人ホーム改修支援 【臨時(新規)】 6,500万円 エンジョイ・セレクト事業 【臨時(継続)】 2億 1,618万円 公園整備 【臨時(継続)】 2億 5,818万円

高齢者施設等におけるＰＣＲ検査支援事業 　【臨時(継続)】 780万円 高齢者デジタルデバイド解消事業 【臨時(新規)】 8,731万円
就学前児童に対する総合的な子育て支援検討
事業

【臨時(継続)】 489万円 都市計画公園整備 【臨時(継続)】 12億 9,591万円

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)】 211万円 麻布いきいきプラザ等改築 【臨時(継続)】 4億 4,310万円 (3) 子どもたちの学びを支える環境の整備 13事業 143億 7,706万円 市街地再開発事業支援 【臨時(継続)】 43億 3,526万円

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)】 461万円
神応いきいきプラザ等整備（開設準備経費を
含む）

【臨時(継続)】 11億 4,945万円 学校給食費公会計化準備 【臨時(新規)】 1,732万円 連続立体交差事業 【臨時(継続)】 8億 5,149万円

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)】 4,144万円 南青山一丁目福祉施設整備 【臨時(継続)】 1,064万円 小学校教科担任制の先行導入 【臨時(新規)】 1,901万円 鉄道駅総合改善事業 【臨時(継続)】 2,090万円

感染症検査及び患者搬送 　【臨時(継続)】 3,993万円 水泳教室事業（学校プール開放事業） 【臨時(継続)】 756万円 学校提案事業 【臨時(継続)】 2,358万円 シティハイツ車町建替 【臨時(継続)】 154万円

感染症入院医療費公費負担 　【臨時(継続)】 5,253万円 福祉のまちづくり推進 【レベルアップ】 2,389万円
学校給食における商店街の名店メニュー提供
事業

【臨時(継続)】 628万円 (3) あらゆる危機から区民を守るための取組 5事業 10億 9,539万円

自宅療養支援事業 　【臨時(継続)】 218万円 オンラインを活用した介護予防支援事業 【レベルアップ】 855万円 小学校普通教室化改修 【臨時(継続)】 3億 7,777万円 災害時におけるＡＩを活用した情報収集 【新規】 278万円

新型コロナこころのサポートダイヤル 　【臨時(継続)】 787万円 介護ロボット等導入支援事業 【レベルアップ】 1,764万円 赤羽小学校等改築（開設準備経費を含む） 【臨時(継続)】 51億 105万円 移動系無線更新 【臨時(継続)】 7,194万円

新型コロナウイルスワクチン接種 　【臨時(継続)】 10億 2,113万円
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】 454万円 御田小学校改築 【臨時(継続)】 5億 5,479万円 区有施設の浸水対策 【臨時(継続)】 8,926万円

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)】 650万円 禁煙外来治療費助成 【レベルアップ】 69万円 赤坂中学校等改築（開設準備経費を含む） 【臨時(継続)】 77億 735万円 帰宅困難者対策 【レベルアップ】 3,826万円

(2)
区内産業を切れ目なく支援し、活性化してい
くための取組

14事業 28億 3,044万円 (2) 障害者の自立した地域生活を支える取組 9事業 1億 6,504万円 特別支援学級就学相談 【レベルアップ】 1,633万円 建築物耐震改修等促進 【レベルアップ】 8億 9,315万円

中小企業ＤＸ促進支援事業  【新規】 9,264万円 失語症者コミュニケーション支援事業 【新規】 50万円 ＧＩＧＡスクール推進事業 【レベルアップ】 5億 5,358万円 Ⅴ ＤＸを加速するための施策 16事業 7億 4,025万円

全国連携による区内飲食店応援 　【臨時(新規)】 600万円 障害者（児）日中一時居場所提供事業 【新規】 495万円 Ⅳ　
持続可能な安全で安心できるまちを実現する
施策 35事業 118億 8,092万円

誰もがＩＣＴを活用し、快適に暮らすことが
できる社会を実現する取組

16事業 7億 4,025万円

宿泊補助事業 　【臨時(新規)】 2億 2,000万円 障害児通所支援事業所運営支援 【臨時(新規)】 2,016万円 (1)
地球温暖化対策を推進する温室効果ガスの排
出量削減に向けた取組

9事業 23億 4,939万円 ＳＮＳ情報発信事業 【新規】 647万円

創業再チャレンジ支援事業 　【臨時(継続)】 3,319万円 リサイクルを通じた障害者の就労支援 【レベルアップ】 802万円
区有施設の再生可能エネルギー電力導入拡大
事業

【新規】 1億 4,342万円 デジタル社会の実現に向けたＩＣＴ推進 【新規】 2,008万円

融資事業 　【臨時(継続)】 17億 1,747万円 障害者情報バリアフリー推進事業 【レベルアップ】 1,225万円 庁有車の電動車導入推進 【新規】 4,423万円 各地区道路通報（損傷検出）システム 【新規】 366万円

中小企業テレワーク支援事業 　【臨時(継続)】 1,800万円 手話通訳提供等事業 【レベルアップ】 5,050万円
ＣＯ２削減のためのプラスチック分別徹底事
業

【新規】 502万円 オンライン預貯金照会システム導入 【臨時(新規)】 720万円

商店街イベント新型コロナ対策支援事業 　【臨時(継続)】 1,310万円 障害者総合相談支援センター事業 【レベルアップ】 1,161万円 一の橋環境総合測定局の局舎更新作業 【臨時(新規)】 2,340万円 施設予約システム更新 【臨時(新規)】 1億 3,212万円

区内共通商品券発行支援 　【臨時(継続)】 3億 8,200万円 障害者住宅管理運営 【レベルアップ】 4,559万円 資源化センター機能強化 【臨時(継続)】 3億 8,935万円
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

【臨時(継続)】 896万円

チャレンジ商店街店舗応援事業 　【臨時(継続)】 1,751万円 新たな障害者就労の創出 【レベルアップ】 1,146万円 みなとタバコルール推進 【レベルアップ】 5億 3,328万円 キャッシュレス決済推進 【臨時(継続)】 2,774万円

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

　【臨時(継続)】 4,000万円 (3)
世帯全体を適切かつ迅速に支援するための福
祉総合窓口の設置

2事業 8,616万円 可燃ごみ・不燃ごみ収集 【レベルアップ】 7億 2,947万円 窓口総合支援システム構築 【臨時(継続)】 1,224万円

中小企業等ホームページ作成支援 　【レベルアップ】 975万円 福祉総合窓口設置（運営費を含む） 【臨時(継続)】 8,616万円 ペットボトル回収 【レベルアップ】 1億 304万円 行政情報システム標準化対応 【臨時(継続)】 4億 1,577万円

商店街変身戦略プログラム 　【レベルアップ】 5,000万円 Ⅲ　
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 24事業 173億 6,366万円 コミュニティバス運行 【レベルアップ】 3億 7,819万円 次世代移動通信システム（５Ｇ）の活用 【臨時(継続)】 220万円

にぎわい商店街事業 　【レベルアップ】 2億 2,468万円 (1) 子どもを安心して生み育てられる環境の整備 8事業 23億 799万円 (2)
あらゆる世代が住み続けられる快適な都市空
間・居住環境を実現するための取組

21事業 84億 3,614万円 広聴事務 【レベルアップ】 511万円

夜の観光施策の推進 　【レベルアップ】 610万円 保育施設誘致促進事業 【臨時(継続)】 5億 8,916万円 子どもの自転車損害賠償保険加入促進事業 【新規】 150万円 公衆無線ＬＡＮの整備 【レベルアップ】 9,870万円

(3)
地域コミュニティの基盤となる多様な主体の
活発な活動を支援するための取組

4事業 1億 2,739万円 私立認可保育所等ＩＣＴ化推進事業 【臨時(継続)】 400万円 清潔なまちの実現に向けた活動推進事業 【臨時(新規)】 3,000万円 その他の施策 5事業 4,249万円

（仮称）文化芸術ホール整備 　【臨時(新規)】 7,801万円 みなとプレママ応援事業 【臨時(継続)】 4,248万円 麻布地区バリアフリー化の計画的な推進 【臨時(新規)】 474万円 東京2020大会のレガシーの継承 【新規】 981万円

町会等活動支援 　【レベルアップ】 1,937万円 保育力向上支援事業 【レベルアップ】 787万円 （仮称）一の橋公園自転車駐車場整備 【臨時(新規)】 5億 8,974万円 やさしい日本語推進支援事業 【臨時(新規)】 1,158万円

地域で育む日本語学習支援プロジェクト 　【レベルアップ】 2,488万円 保育施設への指導、監督等 【レベルアップ】 1,513万円 清潔で魅力的なまちづくりの推進 【臨時(新規)】 2,000万円
外来種駆除及び生物現況調査（生物多様性推
進事業）

【臨時(新規)】 556万円

ミナコレ（ＭＩＮＡＴＯ　ＣＯＬＬＥＣＴＩ
ＯＮ）

　【レベルアップ】 513万円 予防接種事業 【レベルアップ】 15億 468万円 六本木三丁目地区公共施設整備 【臨時(新規)】 935万円
みなと区民の森自然環境調査（みなと区民の
森づくり）

【臨時(新規)】 758万円

高輪築堤跡普及事業 【臨時(新規)】 797万円

◆令和４年度の新規・臨時・レベルアップ事業

まちににぎわいがあふれ、全国をリードし輝き続け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（29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（52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 17 23 64 33 137

全事業数 17 47 95 33 192


