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令和５年度 当初予算（案）

一般会計当初予算（案）
3,619億8,700万円

（前年度比＋283億5,300万円、8.5%増）
（前年度比 特別区税＋5８億円、特別区交付金＋7４億円）



子ども全力応援予算

・【拡充】伴走型相談支援体制の強化
・【新規】出産・子育て応援ギフト
・【拡充】両親学級の充実
・【拡充】出産費助成の充実
・【新規・拡充】子育て支援館（児童館）の全館展開
・【新規】おでかけひろばでのほっとひと息事業（レスパイト事業）
・【新規】バースデーサポート事業
・【新規・拡充】産後ケア事業

グランドビジョンに基づく子ども・子育て支援の充実

エネルギー価格・物価高騰への緊急的対応

【新規】学校給食費の無償化 給食用食材費高騰への対応

学校給食費等保護者負担の軽減 【新規】給食室改修工事に伴う給食停止期間中の
保護者負担軽減

不登校児童・生徒への支援
【新規】オンラインを活用した居場所提供や学習支援等の
モデル事業

教員の負担軽減
【新規】統合型校務支援システムの本格運用による
教員の負担軽減

教 育

せたがやＰａｙの支援 公衆浴場燃料費支援

社会福祉施設、子ども・子育て関連施設への光熱費等支援

事業者等負担の軽減



脱炭素社会への取り組み
・【拡充】省エネ・再エネポイントアクション事業
・【拡充】エコ住宅補助金

産業振興
・【新規】未来を創る商店街支援事業
・地域連携型ハンズオン支援事業
・旧池尻中学校跡地を活用した新たな産業活性化拠点

【新規】新区民会館に関する取り組み
・新区民会館オープン
・区民利用・交流拠点施設開館準備事業

マイナンバーカード手続き体制強化

まちづくりセンター等における機能の充実・強化
（オンライン相談等のモデル実施）

暮らし・コミュニティ・ＤＸ

地域防災力の向上
・【新規】地域防災計画修正に向けた各地区別防災カルテの作成
・【新規】在宅避難の推進及び在宅避難者支援の強化
・【新規】社会情勢の変化や新たな被害想定を踏まえた避難所運営の見直し

避難行動要支援者支援の推進
・【拡充】災害対策基本法等の改正を踏まえた個別避難計画の作成

【新規】地域公共交通の推進

みどりとまちづくりの強化
公園・スポーツの場の整備等

（玉川野毛町公園拡張工事、北烏山公園七丁目緑地用地取得、

上用賀公園拡張工事）

安心安全・都市づくり

健康・福祉

【新規】民間学童クラブの整備支援

【新規】高校生等医療費助成

【新規・拡充】児童養護施設退所者等支援事業

【拡充】子どもの貧困対策「まいぷれいす」

【拡充】障害者の地域生活支援機能の強化
・緊急時バックアップセンターの運営
・緊急時の専門サポーター派遣等

【拡充】医療的ケア児者への支援

介護人材の確保・育成・定着支援の総合的推進

保健所防疫体制の確保 医療機関支援 検査体制の確保

新型コロナウイルス感染症防止対策

【新規】帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成

【新規】虐待防止のためのＳＮＳ相談



・【拡充】伴走型相談支援体制の強化 54,470千円

・【新規】出産・子育て応援ギフト 696,000千円

・【拡充】両親学級の充実 14,283千円

・【拡充】出産費助成の充実 340,500千円

・【新規・拡充】子育て支援館（児童館）の全館展開

7,684千円

・【新規】おでかけひろばでのほっとひと息事業（レスパイト事業）

28,162千円

・【新規】バースデーサポート事業 117,551千円

・【新規・拡充】産後ケア事業 225,102千円

グランドビジョンに基づく子ども・子育て支援の充実



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 子ども若者

事業名 妊娠期から就学前までの子ども・子育て支援の充実 予算額 2,498,155千円

事業目的

今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」に基づき、すべての子育て家庭が妊娠期から孤立することなく、地域の人々や子育て支援に
つながりながら、安心して暮らせるよう「世田谷版ネウボラ」をより伴走型に深化させる一環として、妊娠期から就学前までの子ども・子育て支援を
切れ目なく、シームレスに実施する。

事業概要

問い合わせ先 子ども・若者部子ども・若者支援課 電話：03-5432-2528



①【拡充】伴走型相談支援体制の強化

ネウボラ・チーム（地区担当保健師、母子保健コーディネーター、

子育て応援相談員）に、地域で活動している地域子育て支援コー

ディネーターを加え、妊娠期から孤立しないための支援体制を

強化する。

予算額：54,470千円

問合先：

（保健師・母子保健コーディネーター）

健康推進課 電話：03-5432-2446

（子育て応援相談員・地域子育て支援コーディネーター）

子ども家庭課 電話：03-5432-2569

②【新規】出産・子育て応援ギフト

伴走型相談支援によるネウボラ面接（妊娠期面接）後および

乳児期家庭訪問後に各５万円相当のギフトを支給する。

予算額：696,000千円

問合先：健康推進課 電話：03-5432-2595

令和５年４月開始予定 令和５年３月支給開始予定

③【拡充】両親学級の充実

平日と休日のプログラム等を一体的に見直し、内容の標準化と

質の向上を図るとともに、児童館を活用した地域展開や地域資源

へのつなぎを強化する。

予算額：14,283千円

問合先：健康推進課 電話：03-5432-2446

④【拡充】出産費助成の充実

出産育児一時金５０万円に加え、現行の第３子出産費助成制度

について、対象を第１子に拡大し、すべての出産に対して、

児童１人につき区独自で一律５万円の出産費助成金の支給を

実施する（所得制限なし）。

予算額：340,500千円

問合先：子ども家庭課 電話：03-5432-2309

令和５年７月開始予定 令和５年４月開始予定



⑤【新規・拡充】子育て支援館（児童館）の全館展開

すべての児童館を「子育て支援館」と位置づけ、妊娠期からの

各種事業（ピアサポーターによる多胎児支援事業や

絵本（ファーストブック）を配布する事業）を新たに開始・充実する。

予算額：7,684千円

問合先：児童課 電話：03-5432-2254

⑥【新規】おでかけひろばでの

ほっとひと息事業(レスパイト事業)

妊婦及び未就学児（主に０歳児）とその保護者を対象に、

おでかけひろばの一角で、保護者が子どもと一緒に休んだり、

子どもや子育てに関する相談ができる事業を開始する。

予算額：28,162千円

問合先：子ども家庭課 電話：03-5432-2569

令和５年４月開始予定 令和５年６月開始予定

⑦【新規】バースデーサポート事業

１歳を迎えた子どもがいる保護者に「育児パッケージ」を支給し、

子育て支援の情報提供とアンケートによる状況把握を行う事業を

開始する。

予算額：117,551千円

問合先：子ども家庭課 電話：03-5432-2569

⑧【新規・拡充】産後ケア事業

新たに産後１年未満の母子を対象としたアウトリーチ型事業を

開始する。また、既存のショートステイ型事業について、

実施箇所（令和４年度１か所→令和５年度２か所）を充実する。

予算額：225,102千円

問合先：児童相談支援課 電話：03-6304-7731

令和５年８月案内発送予定
新規：令和５年１０月開始予定
拡充：令和５年 ４月開始予定



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 子ども若者

事業名 【拡充】出産費助成 予算額 340,500千円

事業目的

子どもを出産する費用の一部について助成金を交付することにより、
子育てをする家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備する。

事業概要

■事業の概要

出産費用について、児童１人につき一律５万円を、

児童の保護者に支給する。
・所得制限なし
・児童が出生日から世田谷区民であることが要件

■スケジュール（募集期間等）

令和５年３月 広報開始（ＨＰ、ＬＩＮＥ）

令和５年４月 事業開始
出生届提出者に児童手当手続き関係書類一式と
同様に申請書を配付する。

令和５年８月 電子申請受付開始予定

問い合わせ先 子ども・若者部子ども家庭課 電話：03-5432-2309



エネルギー価格・物価高騰への緊急的対応

【新規】学校給食費の無償化 2,659,279千円

給食用食材費高騰への対応 271,532千円

学校給食費等保護者負担の軽減

せたがやＰａｙの支援 304,671千円

公衆浴場燃料費支援 13,896千円

社会福祉施設、子ども・子育て関連施設への光熱費等支援

595,482千円

事業者等負担の軽減



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 教育

事業名 学校給食費等保護者負担の軽減 予算額 3,010,699千円

事業目的

エネルギー価格・物価高騰が区民生活に多大な影響を及ぼしており、学齢期の子どもがいる保護者の負担軽減の更なる充実を図るため、
緊急的な措置として、学校給食費無償化等を実施するとともに、経常的な措置として、給食室改修工事に伴う給食停止期間中の
弁当持参等にかかる負担への支援を実施する。

事業概要

【臨時的事業】
■【新規】区立小・中学校における学校給食費無償化 2,659,279千円（就学援助等の既公費負担分約700,000千円を含む）
①概 要 令和５年度に区立小・中学校で実施する学校給食に係る児童・生徒の学校給食費相当分を

区が全額公費負担することで無償化を実施する。
②実施期間 令和５年４月～令和６年３月

※令和６年度以降の継続については、エネルギー価格・物価高騰の状況や社会情勢等を踏まえつつ、
改めて検討を行い決定する。

■令和５年度の区立小・中学校給食用食材費高騰への対応 271,532千円
①概 要 令和４年度に引き続き、学校給食費単価の１０％相当分を食材費に上乗せし、無償化の対象とする。
②実施期間 令和５年４月～令和６年３月

【経常的事業】
■【新規】給食室改修工事に伴う給食停止期間中の保護者負担軽減 79,888千円
①概 要 令和５年度以降の給食室改修工事に伴う給食停止期間中について、弁当持参等にかかる負担への支援を

実施する。また、希望する家庭が民間事業者の弁当を注文できるよう対応する。（令和５年度対象：小学校２校）
②支援内容 給食停止期間中に１日あたり360円（給食１食あたりにかかる経費相当分）※を支給する。

※令和５年度については、臨時的事業として学校給食費無償化を実施することから、
食材費単価相当分270円を上乗せし、１日あたり630円を支給する。

問い合わせ先 教育総務部学校健康推進課 電話：03-5432-2697



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） エネルギー価格・物価高騰への緊急支援

事業名 事業者等負担の軽減 予算額 914,049千円

事業目的

エネルギー価格・物価高騰の影響を受ける区民や事業者について、状況や実態を把握・分析した上で支援を行います。

事業概要

■せたがやＰａｙの支援 304,671千円
・概 要 区内中小個店の対象店舗において、せたがやＰａｙで決済を行うと、決済額の５％分を還元する（４月～９月）。

また、中元の時期に決済額の１０％分を還元する（７月～８月）。

■公衆浴場燃料費支援 13,896千円
・概 要 エネルギー価格高騰により厳しい経営状況に置かれている公衆浴場の経営安定化を図るため、上半期の燃料費の補助額を増額する。
・補助額 ①ガス化している浴場 月額80,000円（４月～９月）※１０月～３月は、例年どおり、月額40,000円

②それ以外の浴場 月額56,000円（４月～９月）※１０月～３月は、例年どおり、月額28,000円

■社会福祉施設、子ども・子育て関連施設への光熱費支援
（社会福祉施設） 396,435千円
・概 要 燃料費（12％相当）・光熱水費（28％相当）・食材費（17％相当）・物価高騰全般（5％相当）の上昇分について支援
・対 象 ①訪問入浴介護事業所、高齢者通所・入所・入居系施設、障害者通所・入所・入居系施設、障害児通所施設 計690施設

②訪問系事業所等 ①以外の施設 計924施設
（子ども・子育て関連施設） 199,047千円
・概 要 光熱水費（28％相当）・食材費（17％相当）の上昇分について支援
・対 象 子ども・子育て関連施設（私立保育園、私立幼稚園、認証保育所等）計336施設

問い合わせ先

せたがやＰａｙ・公衆浴場：経済産業部商業課 電話：03-3411-6652
社会福祉施設： 高齢福祉部高齢福祉課 電話：03-5432-2397

障害福祉部障害施策推進課 電話：03-5432-2385
子ども・子育て施設： 子ども・若者部子ども・若者支援課 電話：03-5432-2066

保育部保育運営・整備支援課 電話：03-5432-2320



【新規】給食室改修工事に伴う給食停止期間中の保護者負担軽減

79,888千円

不登校児童・生徒への支援 132,804千円

・【新規】オンラインを活用した居場所提供や学習支援等のモデル事業

教員の負担軽減

・ 【新規】統合型校務支援システムの本格運用による教員の負担軽減

522,786千円

・【拡充】ＩＣＴ支援員の拡充 222,856千円

教 育



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 教育

事業名 不登校児童・生徒への支援 予算額 132,804千円

事業目的

区における不登校児童・生徒の数は、令和２年度で９６８名、令和３年度においては１，２２８名と増加傾向にあり、支援の更なる拡充が
必要な状況にある。令和４年４月に開設した「不登校特例校分教室ねいろ」は現在３０名の生徒が入室しているが、今後も入室者の増加が
見込まれるため、教育会館内の施設改修工事により教室の増設や必要な備品の設置等、受け入れ体制の整備を行う。また、令和３年度及び
令和４年度に民間事業者との協力協定により実施したオンラインを介した居場所提供や学習支援等について、この間の成果等を踏まえ、
令和５年度はこれまでの個別の支援に加え、児童・生徒の間の交流等を行う「(仮称)オンラインほっとルーム」を設置するなど、支援内容や
利用人数を拡充し、委託事業として実施する。

事業概要

問い合わせ先
教育政策部教育相談・支援課 電話：03-6453-1511
教育政策部教育指導課 電話：03-5432-2706

■ほっとスクール 88,016千円
直営のほっとスクール城山、ほっとスクール

尾山台に加え、３か所目として公設民営による
ほっとスクール希望丘を平成３１年に開設した。
また、申し込み希望者の増加に対応するため、
令和３年１２月に教育総合センターに移転し
たほっとスクール城山の定員数を令和４年４月
より２５名から３５名に拡充し、不登校児童・
生徒の社会性や協調性を育み自立心を養い、
自分らしい進路の実現の支援を行っている。

■【拡充】不登校特例校分教室ねいろ
19,799千円

令和４年４月に世田谷中学校の分教室として
不登校特例校分教室「ねいろ」を開設。学びや
学校生活への意欲が高まってきた子どもたちのため
の、正規の教職員がいる学校。基礎的な学習を
行うほか、一人一人のチャレンジ意欲や個性を
伸ばす教育活動を行っている。
入室生徒数の増加に対応するため、教室の
増設や備品の購入等、教育環境の整備を行う。

■【新規】（仮称）オンラインほっとルーム
7,852千円

令和５年度より在籍校やほっとスクール、
不登校特例校等どこにも支援につながっていない
不登校の児童・生徒を対象に、タブレット型
情報端末を活用した、週３日程度の学習支援
や居場所支援のほか、児童・生徒間の交流等を
行う「（仮称）オンラインほっとルーム」の設置、
個別相談支援、保護者支援等を委託事業
として実施する。

■特定分野に特異な才能のある児童生徒の支援の在り方に関する研究事業
3,000千円

全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの
一体的な充実を目指し、学校外の機関等とも連携し、きめ細やかな指導・支援に
関する実証的な研究を実施する。



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 教育

事業名 教員の負担軽減（ＩＣＴ基盤を活用した新たな教育の推進） 予算額 745,642千円

事業目的

ＩＣＴ技術を活用した教職員の働き方改革を通した業務負担軽減など、教育におけるデジタル化を基軸とした変革（教育ＤＸ）の実現に
向け、新たな統合型校務支援システムを導入し、令和５年４月より運用を開始する。

事業概要

■【新規】統合型校務システムの本格運用
522,786千円

学校生活の情報と学習データを活用し、
個別最適化された学びを推進するとともに、
機能統合による効率的な運用を
実現するため、「統合型校務支援システム」
を導入する。
またデジタル採点支援システムの試行を
実施予定。入力作業等の負担軽減
により、働き方改革推進を目指す。

■【拡充】ＩＣＴ支援員の拡充
222,856千円

専門スタッフとしてＩＣＴ支援員を配置すること
で役割分担を明確化し、教員の負担軽減
を図る。

問い合わせ先 教育政策部教育ICT推進課 電話：03-5432-2969



健康・福祉

・【新規】高校生等医療費助成 580,434千円

・【新規・拡充】児童養護施設退所者等支援事業 61,929千円

・【拡充】子どもの貧困対策「まいぷれいす」 50,709千円

・【新規】虐待防止のためのＳＮＳ相談 4,934千円

・【新規】民間学童クラブの整備支援 153,878千円

・【新規】帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成 234,551千円

・介護人材の確保・育成・定着支援の総合的推進 228,131千円

・【拡充】障害者の地域生活支援機能の強化

・緊急時バックアップセンターの運営 54,721千円

・緊急時の専門サポーター派遣等 4,337千円

・【拡充】医療的ケア児者への支援 18,952千円



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 福祉

事業名 【新規・拡充】児童養護施設退所者等支援事業
予算額 61,929千円

事業目的

児童養護施設や里親のもとを巣立った若者に対し、大学等への進学や就労に係る技能の習得及び生活の安定のために
必要となる費用の一部を支援するほか、個々の状況に応じた入所中から退所後の相談支援を実施し、安定した自立を図る。

事業概要

問い合わせ先 子ども・若者部児童相談支援課 電話：03-6304-7740

【拡充】給付型奨学金

【事業内容】
施設や里親のもとを巣立ち進学する

若者に、返済義務のない奨学金を給付す
る。
【対象者】
進学の前年度末時点で３０歳未満の方

【拡充対象者】
●措置延長中や自立援助ホーム入所中
の方

●１８歳の年度末前に児童養護施設等を
退所した方（一定の条件あり）

【新規】資格等取得支援

【事業内容】
就職に向けた資格等の取得費用を支援する。

●普通自動車第一種運転免許 上限３０万円
●その他資格等 上限１０万円
【対象者】
進学者/就労者どちらも対象

【新規】家賃支援

【事業内容】
アパート等でひとり暮らしをす

る退所者等の家賃支援を行う。
●上限月額３万円
【対象者】
進学者/就労者どちらも対象

【新規】相談支援

【事業内容】相談支援拠点を設置し、関係機関へのつなぎ等、個々の状況に応じた
相談支援を行う。

【対 象 者】社会的養護出身者



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 子ども・若者

事業名
【拡充】生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の
安定に向けた学習・生活支援の拠点事業「まいぷれいす」

予算額 50,709千円

事業目的

生活困窮世帯等の子どもがいつでも安心して過ごせる環境のもと、学習・生活習慣の定着を図り、自ら生きる力を育むと
同時に、区が様々な機関と協働、連携し、地域の支えと見守りの中で、子どもと家庭の現在及び将来の生活の安定に向けた
支援をする。

事業概要

①概要
子どもの貧困対策の推進に加え、児童相談所設置区における
セーフティネットの強化として、「まいぷれいす」を区内北部で
継続実施すると同時に、令和６年度の２か所目の開設を目指し、
令和５年度より区内南部にて整備を行う。

②対象
学習・生活習慣等に課題を抱える中学生（４０人程度／各所）と
その保護者

③実施時間
週５日（土日祝日含む）、１６時～２１時頃

④実施機能
居場所提供、学習支援、生活支援、相談支援（保護者を含む）

問い合わせ先 子ども・若者部子ども家庭課 電話：03-5432-2406



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 福祉

事業名 【新規】虐待防止のためのＳＮＳ相談 予算額 4,934千円

事業目的

令和５年２月より厚生労働省が実施するＳＮＳを活用した全国一元的な相談窓口「親子のための相談ＬＩＮＥ」の運用が開始された。
世田谷区ではこのスキームを活用して、ＳＮＳによる子ども・子育て相談事業を実施し、児童虐待の未然防止や早期発見を図る体制を
構築する。

事業概要

〇事業名・ＬＩＮＥアカウント名 『親子のための相談ＬＩＮＥ』

〇区としての事業開始時期 令和５年４月から

〇受付時間 平日 ９時～２３時
土日祝日 ９時～１７時

〇対象者 区内在住の子ども、妊婦、子育て中の保護者等

〇こんな時に相談できます。（匿名で相談できます。秘密は守ります。）
「親からいつも怒られる」「親に話を聞いてもらえない」
「育児が大変、疲れた」「イライラして子どもを叩いてしまいそう」 など

問い合わせ先 子ども・若者部児童相談支援課 電話：03-6304-7745

※令和５年２月から３月までは東京都の
児童虐待を防止するためのＬＩＮＥ相談
「子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京」にて受付。



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 子ども若者

事業名 【新規】民間学童クラブの整備支援 予算額 153,878千円

事業目的

新ＢＯＰ学童クラブは、登録児童数の増加による大規模化や、活動場所の狭隘化が進んでいる。
新たに、民設民営の学童クラブを誘導することにより、新ＢＯＰ学童クラブの規模の適正化を図るとともに、子どもや保護者の選択肢を広げる。
それにより、子どもの放課後の遊びと生活の環境を向上させながら、それぞれの家庭のライフスタイルに合った放課後の過ごし方を確保する。

事業概要

■事業の概要
公募により民間事業者を選定し、区は事業者に対して、
開設準備経費および運営経費を補助する。
開所時間は、日曜・祝祭日・年末年始を除く毎日開所とし、
利用料は、現行の新ＢＯＰ学童クラブと同様とする。

■スケジュール
令和５年２月～ 事業者公募開始
令和６年１月以降 民間学童クラブの開設（プレオープン含む）

【参考】新規整備施設の累計数（予定）

問い合わせ先 子ども・若者部児童課 電話：03-5432-2254

令和5年度
（プレオープン）

令和6年度 令和10年度

3か所 6か所 15か所

～

区立小学校

新BOP・学童クラブ
（公設公営）

放課後学童クラブ
（民設民営）

新規誘導

学校外

広がる選択肢



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 福祉

事業名 【新規】帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成 予算額 234,551千円

事業目的

帯状疱疹ワクチンの予防接種費用を一部助成することにより、予防接種を受けやすくし、帯状疱疹の発生
及び重症化を予防し、区民の健康を守ることを目的とする。

事業概要

問い合わせ先 世田谷保健所感染症対策課 電話：03-5432-2437

♦帯状疱疹
帯状疱疹は、水ぼうそうウイルスによって起こる皮膚の病気で、
加齢等により免疫力が低下したときに発症する。
発症すると、水疱を伴う発疹が帯状に広がり、痛みを伴うことが多く、
発疹が治ったあとも神経痛が持続することがある。
帯状疱疹は、ワクチン接種により、発症及び重症化を防ぐことが
期待できる。

♦帯状疱疹ワクチン
帯状疱疹ワクチンには、「生ワクチン」と「不活化ワクチン」の
２種類があり、いずれも５０歳以上の方に対する任意の
予防接種として接種することができる。

♦事業概要
（１）開始時期

令和５年７月１日

（２）対象者
満５０歳以上の方

（３）費用助成
生ワクチン １回 ４，０００円
不活化ワクチン ２回 １０，０００円／１回

（４）実施方法
区内指定医療機関での個別接種



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 福祉

事業名 介護人材の確保・育成・定着支援の総合的推進 予算額 228,131千円

事業目的

急速な高齢化による介護サービス需要の増大と生産年齢人口の急速な減少が見込まれ、介護人材の確保は喫緊の課題である。
要介護になっても安心して地域に暮らし続けられるよう、介護職の住まい支援を継続実施し、介護職員が働きやすい環境を整備する。
また、介護人材の採用活動にかかる経費を助成するなど、介護人材の確保・育成・定着支援のための施策を重層的に展開していく。

事業概要 〈主な取り組み〉

問い合わせ先 高齢福祉部高齢福祉課 電話：03-5432-2397

人材確保・定着支援事業

■介護職の住まい支援 154,496千円
（１）介護職員等宿舎借り上げ支援
【対象事業所】
区と福祉避難所協定を締結している地域密着型
サービス事業所

（２）特養ホーム介護職員宿舎借り上げ支援
（３）地域密着型サービス事業所宿舎借り上げ支援
【対象事業所】
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護
②小規模多機能型居宅介護
③看護小規模多機能型居宅介護
④認知症高齢者グループホーム

■介護人材確保事業 73,635千円

（１）介護職員初任者研修課程等受講料助成
（２）介護人材採用活動経費助成

介護人材を確保するための採用にかかる
経費の一部を助成 など



事業概要のイメージ図

世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 福祉

事業名 【拡充】障害者の地域生活支援機能の強化 予算額 59,058千円

事業目的

国における地域生活支援拠点等の整備事業を活用し、障害者の地域生活支援機能の強化を図る。障害者や家族の急病等の緊急時に
対応する「緊急時バックアップセンター」が、２４時間体制で短期入所施設の利用等をコーディネートするほか、施設利用が難しい場合に障害者の
自宅での介護や見守り等のケアを行う「専門サポーター」の派遣等を行う。関係する支援機関のネットワークによる地域の体制づくりにも取り組む。

事業概要

問い合わせ先 障害福祉部障害施策推進課 電話：03-5432-2385

■緊急時バックアップセンターの運営 54,721千円
障害者や家族の急病等の緊急時に、事前の届出書にある
障害者の介護状況などの情報をもとに、当面の生活を維持
するための短期入所施設の利用等のコーディネートを行う。

■緊急時の専門サポーター派遣 4,337千円
本人の希望や障害特性など個別の事情で短期入所施設
の利用が難しい場合に、障害者の自宅での介護や見守り等
のケアを行う。

・利用対象（モデル実施）
６５歳未満の障害者又は障害福祉サービス受給者証を
所持している方で 原則、北沢地域に居住または北沢地域
で障害福祉サービスを利用している方。

・スケジュール
令和４年１０月からの北沢地域でのモデル実施の評価・
検証を踏まえ、令和５年度に区内全域での展開を予定。



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 健康・福祉

事業名 医療的ケア児者支援 予算額 18,952千円

事業目的

人工呼吸器等を使用する医療的ケア児者の緊急時の安全安心の確保のため、ポータブル電源等の配付に取り組むとともに、
ふるさと納税を活用し医療的ケア児等を育てる世帯への支援事業を実施することで、医療的ケア児者及びその家族が安心して
地域で生活できるよう支援を行っていく。

事業概要

問い合わせ先 障害福祉部障害保健福祉課 電話：03-5432-2242

ポータブル電源

小型ソーラーパネル

インバーター装置

【拡充】人工呼吸器等を使用する医療的ケア児者
へのポータブル電源等の配付拡充

◆事業概要
人工呼吸器等を使用している１８歳未満の医療的ケア児に加え、
１８歳以上の医療的ケア者の方へもポータブル電源等の配付を
拡充する。

◆スケジュール
〇申請時期 令和５年５月
〇配付（給付）時期 令和５年８月以降

ふるさと納税を活用した
医療的ケア児を育てる世帯への支援

◆事業概要
「医療的ケア児ときょうだいにキャンプを贈ろう」等、
ふるさと納税を活用した医療的ケア児等を育てる世帯への
支援事業を実施する。

◆スケジュール
〇実施事業者募集
令和５年５月

〇事業実施時期
令和５年６月から
令和６年２月まで



保健所防疫体制の確保 2,432,671千円

医療機関支援 197,168千円

検査体制の確保 996,545千円

新型コロナウイルス感染症防止対策



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 福祉

事業名 新型コロナウイルス感染症防止対策 予算額 3,626,384千円

事業目的

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、引き続き、相談窓口設置等の保健所体制の整備や検査体制の確保を行う。
※現在国において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型変更について検討が進んでいるため、今後の国・東京都の動向を
注視し事業を実施する。

事業概要

問い合わせ先

防疫体制： 世田谷保健所健康企画課 電話：03-5432-2432
医療機関支援： 保健福祉政策部保健福祉政策課 電話：03-5432-2292
検査体制（従来型検査）： 世田谷保健所感染症対策課 電話：03-5432-2441
検査体制（社会的検査）： 保健福祉政策部保健医療福祉推進課 電話：03-5432-2941

■保健所の防疫体制の確保

■ 主な予算事業

・疫学調査 ・相談窓口の運営 ・自宅療養者支援

■ 主に無症状の濃厚接触者を対象としたPCR検査（従来型検査）
■ 社会的インフラを継続的に維持するための検査（社会的検査）

○対 象 介護事業所、障害者施設、児童養護施設等、保育園・幼稚園等、
小中学校および新ＢＯＰの職員および利用者

○検査種別 ＰＣＲ検査（随時検査）、抗原定性検査

■ 病床確保支援
病床を確保した医療機関に対し、区民が使用した病床数に応じた補助を行う。

■ 発熱外来等の運営支援
ＰＣＲ検査の検体採取を行う医療機関に対し、検査件数に応じた補助を行う。

■ 休業・縮小施設の再開支援
職員又は入院患者が感染したこと等により、外来診療を休診、病床の使用を停止した医療機関に対し、
休診日数等に応じた補助を行う。

（補助対象期間：令和５年４月～９月）

■医療機関への支援

■検査体制の確保



脱炭素社会への取り組み
・【拡充】省エネ・再エネポイントアクション事業 29,457千円
・【拡充】エコ住宅補助金 80,480千円

産業振興
・区内事業者に対する伴走型支援 2０7,134千円
・旧池尻中学校跡地を活用した新たな産業活性化拠点

242,319千円
【新規】新区民会館に関する取り組み
・新区民会館オープン 41,869千円
・区民利用・交流拠点施設会館準備事業 4,958千円

マイナンバーカード手続き体制強化 2,586千円

まちづくりセンターにおける機能の充実・強化 6,674千円
（オンライン相談等のモデル実施）

暮らし・コミュニティ・ＤＸ



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 暮らし・コミュニティ

事業名 脱炭素社会への取り組み 予算額 149,063千円

事業目的

温室効果ガス削減に向け、区民・事業者の省エネルギーの取組み及び再生可能エネルギー電力の利用を支援することで、脱炭素に役立つ
行動変容を促進する。また、住宅の脱炭素化に向け、住宅機能の維持向上及び省エネルギー化並びに再生可能エネルギーの普及を促進する。
さらに、移動の脱炭素化に向け、区の率先行動として公用車のＺＥＶ（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ）化に取り組み、自動車利用に伴う
二酸化炭素排出量の削減を促進する。

事業概要

■省エネ・再エネポイントアクション事業 29,457千円
区内の世帯及び事業者が参加登録のうえ、電気・ガスの使用量
削減や再エネ電力メニューへの切替えに取り組み、その結果報告により
「省エネ・再エネポイント」を獲得し、獲得ポイント数に応じて、せたがや
Ｐａｙポイントを交付する。２か月間のエネルギー使用量削減に
取り組む「夏の省エネコース」（８・９月）と「冬の省エネコース」
（１１・１２月）、また再エネ電力メニューへの切り替えに取り組む
「再エネでんきコース」の３つのコースを実施する。
獲得できるポイントは、省エネコースは夏・冬それぞれ最大で
４，５００ポイント、再エネコースは１０，０００ポイント。

・スケジュール
令和５年６月１５日 「夏の省エネコース」募集開始

(８月３１日まで)
「再エネでんきコース」募集開始

(令和６年２月２９日まで)
９月１５日 「冬の省エネコース」募集開始

(１１月３０日まで)

■エコ住宅補助（旧環境配慮型住宅リノベーション推進事
業補助）80,480千円
○補助金額
工事経費の１０％（窓の断熱改修、太陽熱ソーラーシステム・
温水器は２０％）
○補助上限
合計２０万円（外壁断熱改修は４０万円、太陽光発電システム
（太陽光パネル）は３０万円、蓄電池は定置型５万円・
小型ポータブル１万円。その他定額補助有。）
・スケジュール
令和５年４月１日から令和６年１月末まで受付
（※エネファーム、蓄電池等は、令和６年２月末まで）

■公用車のZEV化 39,126千円
公用車の更新については、原則、軽貨物のＥＶとすることで、
公用車の利用に伴う二酸化炭素排出量を着実に削減する。
・スケジュール
令和５年４月 ＥＶリース（リースバック含む）への切り替え開始

問い合わせ先
環境政策部環境・エネルギー施策推進課 電話：03-6432-7134
／公用車のＺＥＶ化について：財務部経理課 電話：03-5432-2142



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 暮らし・コミュニティ

事業名 産業振興 予算額 893,340千円

事業目的

区内商店街や中小・小規模事業者を支援することで、自らの創意工夫を促すとともに、多様な人材を活用することにより、
経済成長のみならず、地域経済の発展と地域や社会の課題解決を両立する「地域経済の持続可能な発展」を目指す。

事業概要

〈主な取り組み〉
■区内事業者に対する伴走型支援 207,134千円
・地域連携型ハンズオン支援事業
新たな需要を取り込む製品、商品の開発、販路拡大など、ビジネスを変革しようとする区小規模事業者に対し、
経営課題の解決を支援するコーディネーターと実務専門家の伴走型の支援及び事業費の補助を行う。
①ＳＥＴＡＣＯＬＯＲ ＰＲＯ（フルサポート型）
②ＳＥＴＡＣＯＬＯＲ ＬＩＧＨＴ（スポット型サポート）
③ＳＥＴＡＣＯＬＯＲ ＮＥＩＧＨＢＯＲ ＳＣＨＯＯＬ（スクール型サポート）
・【新規】未来を創る商店街支援事業
時代の流れに対応した「新たな商店街づくり」に取り組む商店街に対して、計画策定から実行までを東京都とともに
伴走型の支援及び事業費の補助を実施する。

■旧池尻中学校跡地を活用した新たな産業活性化拠点 242,319千円
区内産業の再活性化やイノベーションを創出・加速することで、地域経済の持続可能な発展の拠点となることを目指す
旧池尻中学校跡地施設について、開設に向けた用途変更工事や外構工事を行う。

問い合わせ先
経済産業部商業課 電話：03-3411-6652
経済産業部産業連携交流推進課 電話：03-3411-6644



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 暮らし・コミュニティ

事業名
新区民会館オープン、

区民利用・交流拠点施設開館準備事業

予算額 46,827千円

事業目的

本庁舎等整備における区民利用・交流拠点施設の開館に向けた各種事業をとおし、改修後の世田谷区民会館及び
新設する区民交流スペース等の存在や施設の機能等を広く区内外に周知する。

事業概要

■【新区民会館】オープニングイベントの実施 41,869千円
・概要
世田谷区民会館の開館を記念するとともに、歌舞伎舞踊や東京フィルハーモニー交響楽団等による優れた音楽等の公演と、
区民参加の公演を組み合わせた文化事業を展開し、誰もが気軽に文化・芸術に触れることができる機会の創出と、
文化・芸術の新たな拠点となる世田谷区民会館の多様な魅力を広く発信する。

・スケジュール（予定）
令和６年１月～３月

■【区民利用・交流拠点施設】区民向けシンポジウム等の開催 4,958千円
・概要
世田谷区民会館や区民交流スペースを中心とした区民利用・交流拠点施設の
利用や運営について、これまでの検討経過を紹介し、区民に広く周知するとともに、
区民交流スペースの開設に向けた検討を引き続き行う。

・スケジュール（予定）
令和５年７月

問い合わせ先
生活文化政策部市民活動推進課 電話：03-6304-3166
生活文化政策部文化・国際課 電話：03-6304-3427 



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 地域行政・DXの推進

事業名 地域行政推進計画・DX推進方針に基づく取組み 予算額 42,284千円

事業目的

令和４年１０月に施行した世田谷区地域行政推進条例の基本方針の一つとして、DXの推進による区民の利便性の向上や区政への
区民参加の促進を図るとともにデジタル化への対応が困難な区民等への支援を行うことが位置づけられている。条例を受けて策定した世田谷区
地域行政推進計画に基づく取組みをDX推進方針を踏まえながら実施し、条例の目指す安全・安心で暮らしやすい地域社会を実現していく。

事業概要

１ オンライン相談等のモデル実施の拡充 6,674千円
・ 総合支所や本庁に行かなければできなかった相談や手続きを、オンライン会議システム等のICT技術を
活用して、まちづくりセンターにおいて行う取組みのモデル実施を行っている。モデルまちづくりセンター５か所
のつなぎ先を総合支所保健福祉センター４課から総合支所の他の所管課や本庁の所管課に拡大して、
令和６年度からの全まちづくりセンターでの実施に向けて検証を行っていく。

２ マイナンバーカードの更新手続き窓口の拡充 2,586千円
・ 窓口混雑の解消に向けて、上馬、梅丘、奥沢、祖師谷及び上祖師谷の５地区を先行実施まちづくり
センターに選定し、電子証明書の発行・更新、暗証番号初期化・再設定、
マイナンバーカード交付申請書の交付を行う。

３ 高齢者のデジタルデバイド対策 33,024千円
① まちづくりセンターにおいて、ＩＣＴに不慣れな高齢者を対象にスマートフォン講座を各地区または
地域の実情に応じた手法で開催する。

② あんしんすこやかセンターにおいて、四者連携での地区のニーズ等を踏まえ、高齢者の介護予防講座や
交流（孤立防止）の場としてオンライン利活用につなげるため、スマートフォン講座を地区ごとに実施する。

問い合わせ先

１について ：地域行政部地域行政課 電話：03-5432-2037
２について ：地域行政部番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課 電話：03-6413-0952
３①について：各総合支所地域振興課 電話 世田谷：03-5432-2812、北 沢：03-5478-8000

玉 川：03-3702-1133、 砧 ：03-3482-1323
烏 山：03-3326-1202

３②について：高齢福祉部介護予防・地域支援課 電話：03-5432-2953

オンライン相談等のモデル実施イメージ



地域防災力の向上 230,913千円
・【新規】地域防災計画修正に向けた各地区別防災カルテの作成
・【新規】在宅避難の推進及び在宅避難者支援の強化
・【新規】社会情勢の変化や新たな被害想定を踏まえた避難所運営の見直し

避難行動要支援者支援の推進 18,802千円
・【拡充】災害対策基本法等の改正を踏まえた個別避難計画の作成

【新規】地域公共交通の推進 32,643千円

みどりとまちづくりの強化 4,009,964千円
・公園・スポーツの場の整備等
（玉川野毛町公園拡張工事、北烏山公園七丁目緑地用地取得、
上用賀公園拡張工事）

安心安全・都市づくり



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 安心・安全

事業名 地域防災力の向上 予算額 230,913千円

事業目的

新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとする社会情勢の大きな変化や、首都直下地震の新たな被害想定を踏まえ、区は、大規模地震への
備えをより確実なものとすることを目指し、指定避難所運営の見直し等に向けた検討を進める。あわせて、避難所での密集を回避し、
適切な運営を図るためにも、震災時においては、自宅が安全な場合は在宅避難をするよう区民の理解と家庭の備えを促すとともに、
在宅避難者への支援体制の整備に取り組む。

事業概要

■地区別防災カルテの作成 8,921千円
都が公表した新たな被害想定を踏まえ、地区ごとの被害の詳細な分析・検証を行い、
地区別のカルテを作成する。また、あわせて地区の住民への意識調査などを行うことで
地域防災計画への反映や災害関連施策に資するものとする。

■避難所運営の見直し 71,874千円
避難所運営マニュアルの見直しと並行して、避難所初動対応用物品、テント及び
ダンボールベッドの配備や、避難所運営に関するアドバイザーの派遣等、避難所運営の見直しを行い、
大規模災害への備えをより確実なものとすることを目指す。

■在宅避難者に対する震災時の電力提供体制の整備 121,395千円
停電が発生した場合のスマートフォンや在宅で使用している医療機器等の電源確保のため、
一部地区会館、区民集会所において、在宅避難者のための充電スポットを整備する。あわせて、
指定避難所においても、避難者の充電体制の強化のため、発電機及び蓄電池の備蓄を拡充する。
※都の「首都直下地震等による東京の被害想定」に基づき、停電の影響を受けると想定される
区民等１７万人が、１日２時間、３日間充電するために必要な数量を配備する。

問い合わせ先 危機管理部災害対策課 電話：03-5432-2262



災害対策の大きな転機を迎えて
～在宅避難の推進と避難所運営の見直しについて～

当区の指定避難所…小中学校の体育館など９４か所。
当区では、町会・自治会、ＰＴＡなどの地域の住民で構成する避難所運営組織に
より開設・運営。

在宅避難の推進と在宅避難者支援の強化

避難所に行かなければ支援を受けられないという不安感、
各家庭における水や食料などの備蓄の不足

➡家庭での備えを推進、自宅が無事である場合は自宅で
「在宅避難」をするよう啓発キャンペーンを展開
➡安心して在宅避難生活ができる環境を作るための
在宅避難者への支援の強化 など

さらなる取り組みの促進のための区民の参加と協働について
一連の取り組みをより一層実効性のあるものとするためには、区民の方々に避難所運営の課題を自らの課題として
とらえていただくことが重要。ひとりでも多くの区民に、避難所は地域の方々により運営されることを知っていただき、
そこから避難所運営への参加や、家庭での在宅避難のための備えにつなげていく。

区は、広報活動や、意見交換の場を設けることなどにより、積極的な情報発信に努めていきます。

避難所運営の見直し（避難所運営マニュアルの見直し）

被災地支援の経験や知見を持つ関係機関の協力を得て、
マニュアルの見直し
➡令和５年２月～ 避難所運営マニュアル見直し（案）に
関する避難所運営組織への説明・意見交換、
障害者団体等との意見交換など

避難所のスペースや備蓄が限られる中、過密な状態で過ごすことで体調を崩す人も。
避難所が過密な状態になることで、地震による直接の被害だけではなく２次的な被害につながる恐れ。
➡力強く復旧・復興に立ち上がるためには避難生活者の心身の健康維持が不可欠
➡避難所の過密化対策は、震災による被害を抑えるために大きな課題



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 安全安心・都市づくり

事業名 災害対策基本法等の改正を踏まえた個別避難計画の策定 予算額 18,802千円

事業目的

令和３年５月の災害対策基本法の改正を受け、区では令和４年４月に「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」の改定を行った。
プランに基づき、同年より多摩川洪水浸水想定区域の同意いただいた避難行動要支援者の個別避難計画の作成に取り組んできた。
令和５年度においては作成の対象を区内全域に広げ、同意していただいた方の計画の作成を進めていく。

事業概要

令和４年度より取り組んできた個別避難計画の作成の成果と合わせ、
区内全域の避難行動要支援者に対し、同意を得られた方から作成や更新を実施する。

①既に作成済の方（多摩川洪水浸水想定区域内の３２０名）※令和４年１０月末時点
改めて作成した個別避難計画を送付し内容の確認

②多摩川洪水浸水想定区域内の新規対象者及び未作成者（約２５０名）
転入等による新規対象者及び多摩川洪水時個別避難計画の
未作成者に調査や同意確認を行い、個別避難計画を作成

③主に震災を対象とした対象者（多摩川洪水浸水想定区域を除く区内全域 約８，０００名）
避難行動要支援者全員を対象に調査や同意確認を行い、個別避難計画の作成

※参考 地域別内訳（令和４年１１月時点）

問い合わせ先 保健福祉政策部保健医療福祉推進課 電話：03-5432-2428



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 安全安心・都市づくり

事業名 【新規】地域公共交通の推進 予算額 32,643千円

事業目的

区民の誰もが快適に安全・安心な移動ができる世田谷を実現するため、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく
地域公共交通計画の策定に着手する。
また、ワゴン車を活用した新たな公共交通不便地域対策の有効性等を確認するため、検討を進めてきた砧モデル地区において、
区民参加によるデマンド型交通の実証運行を実施する。

事業概要

■地域公共交通計画の策定 10,816千円
・事業の概要
区民、学識経験者、交通事業者、交通管理者などから構成される法定協議会を設置するとともに、「地域公共交通計画」策定に向けた
検討に着手し、区民アンケートや公共交通の利用実態調査などを実施する。
・スケジュール
令和５年度 策定作業着手・法定協議会の設置
令和６年度 「地域公共交通計画」の策定（令和７年３月予定）

■砧モデル地区デマンド型交通の実証運行 21,197千円
・事業の概要
狭あいな道路が多い公共交通不便地域における新たな対策検討にあたり、
砧１～８丁目、大蔵１～３丁目を運行区域として利用者の予約状況に応じて運行する
デマンド型交通の実証運行を実施する。
実施にあたっては、地域・事業者・区が協働で取り組む。
・スケジュール
令和５年５月 実証運行開始

など

問い合わせ先 道路・交通計画部交通政策課 電話：03-6432-7945

【実証運行体制イメージ】

安全運行
運行管理

乗って支える
利用促進ＰＲ活動

運行支援
運行に関する協議・調整



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 安全安心・都市づくり

事業名 玉川野毛町公園拡張事業 予算額 345,442千円

事業目的

世田谷区みどりの基本計画において、「みどりの量の確保」「みどりの質の向上」「協働の推進」の３つの視点
から各種事業に取り組み、みどり率３３％の達成をめざしている。区民や事業者など多様な主体と
連携した公園づくり「玉川野毛町パークらぼ」で検討を重ね、１００年後も地域に愛される質の高い
公園として育てていく。

事業概要

玉川野毛町公園の拡張予定地は、オープンスペースと大きな樹々が残っており、既設の公園内には野毛大塚古墳、周辺に等々力渓谷、
国分寺崖線に沿ってみどりのネットワークが形成されている。区民参加による活動の試行やデザインの検証を繰り返し行うことで、みどりの将来像や
実際の公園利用を見据えた質の高い公園整備の検討を進めてきた。区民参加で作り上げた設計をもとに令和５年度から本整備に着手し、
令和６年度に全体開園をめざす。

問い合わせ先 みどり３３推進担当部公園緑地課 電話：03-6432-7907

玉川野毛町パークらぼ
検討のサイクル 将来像をイメージしたバックキャスティングによる設計

令和４年度
活動の試行と検証
設計/準備工事

令和５年度
活動組織の立ち上げ
第１期工事/一部開園

令和６年度
活動組織のプレ運営
第２期工事/開園

スケジュール



世田谷区令和５年度当初予算（案） 主要事業

テーマ（分野） 安全安心・都市づくり

事業名 みどりとまちづくりの強化 予算額 3,664,522千円

事業目的

区内でも貴重な大規模用地を活用した新たな公園づくりにより、世田谷区みどりの基本計画に基づく
せたがやみどり３３の実現や、災害に強い街づくりの推進など、みどり豊かで安全安心な都市づくりを推進していく。

事業概要

問い合わせ先
地域の森づくり～北烏山七丁目緑地～：みどり３３推進担当部みどり政策課 電話：03-6432-7902
上用賀公園拡張計画 ：スポーツ推進部スポーツ施設課 電話：03-5432-2744

■地域の森づくり～北烏山七丁目緑地～ 3,633,888千円
北烏山七丁目緑地は、地域に残る貴重な緑の空間として地域に愛され
親しまれてきた樹林地であり、区では、将来にわたってこの環境を
保全するため、用地取得を進めている。

今後、令和８年度までの期間で用地を取得し、地域の森として自然に
親しみ・憩い・楽しむことができる緑地の整備に取り組んでいく。また、
樹林地内で寄付された東西方向の道路用地を地先道路として先行整備し、
地域の防災性の向上なども図る。

■上用賀公園拡張計画 30,634千円
上用賀公園拡張計画は、全区的なスポーツ大会の開催や
パラスポーツ推進の拠点として中規模体育館を整備するとともに、
緊急輸送道路である世田谷通りに接していることを踏まえ、
大規模備蓄倉庫や物資集積場所、ボランティア等の活動拠点等、
災害時を想定した区の防災拠点としての機能を備えていく。
令和５年度基本計画策定、令和８年度以降設計・工事、
令和１０年度以降の開設をめざす。

上用賀公園拡張

スポーツみどり

防災・安全

■ 公園拡張計画の進め方
（イメージ）

緑地内にあるプラタナスの大木

住民参加 官民連携


