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我が国の経済は、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、緩やかな回復に向かうこ

とが期待されるものの、世界経済が大きく変動する中で、景気が下押しされる懸念が

あります。 

こうした中、我が国の借金は１，０６６兆円にも膨らみ、国民一人あたりは８４０

万円と年々増加の一途をたどっています。さらには、平成２９年度の国の税収５８兆

円の見込みに対して、３４兆円の国債を新たに発行するなど、収支のアンバランスが

著しいものとなっています。 

これは、将来世代への大きな負担となり、これ以上国の財政状況が悪化すると、国

民生活に大きな影響を与えることが懸念されます。 

一方、千代田区では、１８年連続で新規の区債発行を行わないことにより、借金は

約１２億円、区民一人あたりは２万円程度と年々減少しているなど、極めて健全な財

政状況にあります。これは、借金をしない、いわゆる後年度に負担を残さないことに

心掛けた財政運営を行い、あわせて、質の高い区民サービスを持続的、安定的に提供

するため、不断の内部努力に取り組み、生み出した財源を効果的に配分してきた結果

です。 

次世代育成や高齢者施策をはじめ区民ニーズを的確に把握し効果的な施策を展開し

てきたことにより、住みやすい、住みたい自治体と評価され、都心回帰の流れと相ま

って、千代田区の人口は着実に増加しています。 

平成２９年度の予算についても、豊かな地域社会の実現に向け、限りある財源や人

員を効果的に配分し、住みたいまち、住み続けたいまちと思える自治体として、更な

る施策の充実を図ります。 

特に、「次世代育成に関する取組み」、「保健福祉に関する取組み」、「危機管理に関

する取組み」、そして「東京オリンピック・パラリンピック開催を契機とした取組み」

という四つの項目を昨年度に引き続き重点項目として定め、住民に最も近い基礎的自

治体としての重要な役割を果たしていく観点から、効果的な事業展開を図るための予

算としました。 

予算の特徴 1 

豊かな地域社会の実現に向け、 

区民生活の安心を支えるために 

効果的な事業展開を図る予算 
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●平成 29 年度の全会計の予算規模は、668 億 89 百万円、前年度対比△11 億 60 百万円、

△1.7％の減となりました。 

●一般会計は、546 億 73 百万円、前年度対比△11 億 86 百万円、△2.1％の減となり、区

民一人あたりの予算額は 91 万 4 千円（※）となりました。 

●国民健康保険事業会計は、60 億 91 百万円、前年度対比△13 百万円、△0.2％の減となり

ました。 

●介護保険特別会計は、45 億 38 百万円、前年度対比△12 百万円、△0.3％の減となりまし

た。 

●後期高齢者医療特別会計は、15 億 87 百万円、前年度対比 50 百万円、3.2％の増となり

ました。 

 

（※）平成 29 年度一般会計予算額を平成 29 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳人口 59,788 人で除して算出した

額です。（千円未満は四捨五入しています。） 

 

 各会計予算の編成状況 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

会 計 名 平成29年度 平成28年度 増(△)減額 増(△)減率

一 般 会 計 54,673 55,858 △ 1,186 △ 2.1%

国民健康保険 事業 会計 6,091 6,104 △ 13 △ 0.2%

介 護 保 険 特 別 会 計 4,538 4,551 △ 12 △ 0.3%

後期高齢者医療特別会計 1,587 1,538 50 3.2%

全 会 計 合 計 66,889 68,050 △ 1,160 △ 1.7%

※千円単位で計算し、表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合があります。

各会計予算の規模 2 
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●特別区税は、前年度対比 14 億 10 百万円、9.0％の増となりました。このうち特別区民税

は、納税義務者数の増などにより、前年度対比 13 億 74 百万円、11.7％の増、軽自動車

税は、登録台数の増などにより、前年度対比 2 百万円、8.4%の増、入湯税は、前年度対比

△3 百万円、△56.9％の減となりました。 

●利子割交付金は、市場金利の低下などにより、前年度対比△1 億円、△66.7％の減となり

ました。 

●地方消費税交付金は、前年度対比 9 億円、9.4％の増となりました。なお、平成 26 年度の

消費税法改正に伴う税率改定分については、社会保障費へ活用してまいります。 

●特別区交付金は、特別区民税の増による基準財政収入額の増などにより、前年度対比△12

億 16 百万円、△24.8％の減となりました。 

●財産収入は、「旧七生自然学園売却」の減などにより、前年度対比△8 億 46 百万円、△76.3％

の減となりました。 

●繰入金は、「社会資本等整備基金繰入金」の減などにより、前年度対比△13 億 30 百万円、

△15.2％の減となりました。 

 

 

歳入予算額の推移 
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歳入予算一覧表 

 

 

区　分 平成29年度予算額 平成28年度予算額

　科　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

1 特 別 区 税 17,049,883 31.2 15,640,207 28.0 1,409,676 9.0 

特 別 区 民 税 13,110,429 24.0 11,736,111 21.0 1,374,318 11.7 

軽 自 動 車 税 28,102 0.1 25,916 0.0 2,186 8.4 

特 別 区 た ば こ 税 3,909,001 7.1 3,872,730 6.9 36,271 0.9 

入 湯 税 2,351 0.0 5,450 0.0 △3,099 △56.9 

2 地 方 譲 与 税 300,000 0.5 300,000 0.5 0 0.0 

3 利 子 割 交 付 金 50,000 0.1 150,000 0.3 △100,000 △66.7 

4 配 当 割 交 付 金 200,000 0.4 200,000 0.4 0 0.0 

5 株式譲渡所得 割交 付金 150,000 0.3 150,000 0.3 0 0.0 

6 地 方 消 費 税 交 付 金 10,500,000 19.2 9,600,000 17.2 900,000 9.4 

7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 120,000 0.2 120,000 0.2 0 0.0 

8 地 方 特 例 交 付 金 8,000 0.0 8,000 0.0 0 0.0 

9 特 別 区 交 付 金 3,692,312 6.8 4,908,014 8.8 △1,215,702 △24.8 

10 交通安全対策特別交付金 25,000 0.0 25,000 0.0 0 0.0 

11 分 担 金 及 び 負 担 金 698,542 1.3 517,725 0.9 180,817 34.9 

12 使 用 料 及 び 手 数 料 4,981,813 9.1 4,914,692 8.8 67,121 1.4 

13 国 庫 支 出 金 4,828,540 8.8 4,979,065 8.9 △150,525 △3.0 

14 都 支 出 金 2,853,244 5.2 2,880,987 5.2 △27,743 △1.0 

15 財 産 収 入 262,646 0.5 1,108,552 2.0 △845,906 △76.3 

16 寄 附 金 42,763 0.1 40,430 0.1 2,333 5.8 

17 繰 入 金 7,413,875 13.6 8,744,256 15.7 △1,330,381 △15.2 

18 繰 越 金 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0 

19 諸 収 入 1,395,917 2.6 1,471,171 2.6 △75,254 △5.1 

歳 入 合 計 54,672,535 100.0 55,858,099 100.0 △1,185,564 △2.1 

増(△)減額 増(△)減率
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●議会費は、「議会運営システムの整備」の増などにより、前年度対比 23 百万円、5.0%の増

となりました。 

●子ども費は、「私立保育所等運営補助」の増などにより、前年度対比 12 億 90 百万円、10.8％

の増となりました。 

●保健福祉費は、「（仮称）二番町高齢者施設の整備」の増などにより、前年度対比 6 億 62 百

万円、10.3％の増となりました。 

●地域振興費は、「（仮称）外神田一丁目公共施設整備」の増などにより、前年度対比 2 億 73

百万円、5.8％の増となりました。 

●環境まちづくり費は、「（仮称）区営東松下町住宅の建設」の減などにより、前年度対比△9

億 82 百万円、△8.6％の減となりました。 

●総務費は、「公共用地購入費」の減などにより、前年度対比△11 億 53 百万円、△21.0％

の減となりました。 

●職員費は、定年退職者数の減による退職手当の減などにより、前年度対比△2 億 67百万円、

△2.3％の減となりました。 

●公債費は、「特別区債元金償還金」の減などにより、前年度対比△1 億 43 百万円、△27.3％

の減となりました。 

●諸支出金は、「社会資本等整備基金積立金」の減などにより、前年度対比△8 億 88 百万円、

△30.3％の減となりました。 

 

 歳出予算（目的別）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出予算（一般会計） 4 
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歳出予算一覧表（目的別） 

 

 

 

区　分 平成29年度予算額 平成28年度予算額

科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

1 議 会 費 483,854 0.9 460,967 0.8 22,887 5.0 

2 子 ど も 費 13,282,264 24.3 11,992,745 21.5 1,289,519 10.8 

3 保 健 福 祉 費 7,095,923 13.0 6,434,145 11.5 661,778 10.3 

4 地 域 振 興 費 4,954,468 9.1 4,681,085 8.4 273,383 5.8 

5 環 境 ま ち づ く り 費 10,476,906 19.2 11,458,725 20.5 △981,819 △8.6 

6 総 務 費 4,345,030 7.9 5,498,264 9.8 △1,153,234 △21.0 

7 職 員 費 11,464,119 21.0 11,731,615 21.0 △267,496 △2.3 

8 公 債 費 379,071 0.7 521,773 0.9 △142,702 △27.3 

9 諸 支 出 金 2,040,900 3.7 2,928,780 5.2 △887,880 △30.3 

10 予 備 費 150,000 0.3 150,000 0.3 0 0.0 

54,672,535 100.0 55,858,099 100.0 △1,185,564 △2.1 

増(△)減額 増(△)減率

歳 出 合 計
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次世代育成に関する取組み ········· 8 

 

保健福祉に関する取組み ·········· 11 

 

危機管理に関する取組み ·········· 13 

 

東京オリンピック・パラリンピック開催を 

契機とした取組み ············· 14 

 
 

重点事項 5 
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保育園と学童クラブにおける「待機児童ゼロ」を引き続き堅持するため、区

有地を活用した保育所整備や、保育士等の人材確保と定着率の向上を図り、子

どもの健やかな成長に向けた支援を行います。また、大人も子どもも共に成長

していく「共育」の理念のもとに、妊娠期を含む子育て世代や 0～18 歳までの

子どもの成長を見通した切れ目のない支援体制の充実や、子育て世代の経済的

負担軽減のため、子どもの予防接種や学校給食費の補助、就学援助の一部拡充

等を行い、子育て環境の向上をめざします。 

 

 

 

 

 

 

保護者の多様なライフスタイルに応じた子育てができる環境を整えます 

 

【拡充】私立保育所等整備補助
　　　　（私立保育所）（Ｐ16）

414,751千円 (279,821千円)

　　　　私立保育所等整備補助
　　　　（地域型保育事業）（Ｐ16）

50,250千円 (19,250千円)

【新規】保育所用地の整備（P16） 92,992千円 (0千円)

【新規】私立保育所等整備補助
　　　　（私立学童クラブ）（Ｐ16）

52,000千円 (0千円)

【拡充】私立保育所等運営補助（Ｐ17） 2,038,268千円 (1,366,449千円)

【拡充】地域型保育事業運営補助（Ｐ17） 513,678千円 (477,582千円)

【拡充】認証保育所等運営補助（Ｐ17） 1,153,607千円 (963,828千円)

【拡充】学校内学童クラブ（Ｐ17） 181,338千円 (162,354千円)

【拡充】私立学童クラブ運営補助（Ｐ17） 244,683千円 (233,720千円)

【新規】四番町保育園・児童館等の整備関連事業
　　　　（Ｐ17）

96,667千円 (0千円)

安心して子育てができ、子どもたちがすくすくと育つ地域づくりを進めます 

 

【拡充】総合相談（Ｐ18） 9,087千円 (4,455千円)

【新規】千代田区障害児通所給付事業助成（Ｐ19） 4,464千円 (0千円)

【拡充】就学援助（Ｐ19） 34,854千円 (33,991千円)

【新規】出産・子育て支援（Ｐ25） 2,669千円 (0千円)

【拡充】不妊治療助成（Ｐ25） 15,250千円 (6,000千円)

グローバル社会で活躍する資質・能力を育て、主体的・協働的・創造的に生きる力

を身に付ける質の高い教育を進めます 

 

【拡充】国際教育の推進（Ｐ21） 39,470千円 (38,253千円)

【拡充・独自】特色ある教育活動（Ｐ20） 57,389千円 (53,012千円)

【拡充】学校給食（Ｐ20） 315,179千円 (290,271千円)

児童・生徒が安全にのびのびと成長できる環境を整えます 

 

【新規】お茶の水小学校・幼稚園の整備（Ｐ21） 65,528千円 (0千円)

【新規】九段中等教育学校増築整備（Ｐ21） 73,396千円 (0千円)

※「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた施策の目標ごとの 29 年度の主な事業です。 

※数値は 29年度予算額であり、（）内は前年度予算額です。 

次世代育成に関する取組み 予算総額 13,662 百万円 

              （平成 28 年度 11,953 百万円） 

健福祉に関する取組み 予算総額●●百万円 
                     （28 年度 6,411 百万円） 
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● 子育て関連予算額の推移 
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● 児童・生徒１人あたりの小・中学校費決算額 23 区比較（平成 27 年度決算）

 

次世代育成に関する取組み 

※予算額：子ども家庭費から施設整備費を除いています。 

※地方財政状況調査及び学校基本調査を基に千代田区で作成しています。 

※投資的経費は除いています。 
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● 保育園の定員数と待機児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 学童クラブの定員数と待機児童数の推移 

 

次世代育成に関する取組み 
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ひとり暮らし高齢者や後期高齢者が今後も増加していくことから、国有地を

活用した高齢者施設の整備や、福祉の視点からの住まいの確保と支援の取組方

針を策定するなど、高齢者が地域で安心して生活できるよう、地域包括ケアシ

ステムの充実を図ります。また、「千代田区障害者の意思疎通に関する条例」に

基づき、様々な意思疎通の手段の確保・充実に向け、区はもとより民間事業者

の取り組みを促し、条例の基本理念の普及を図ります。さらに、健康寿命の延

伸と早世の減少に向けた健康づくり・介護予防の取り組みも進めます。 
 

 

 

一人ひとりの健康づくりを支援します 

 

【新規】健康千代田21の推進（Ｐ23） 839千円 (0千円)

【独自】歯科口腔保健の推進（Ｐ23） 31,698千円 (29,368千円)

安心して医療が受けられるしくみづくりと、医療と介護の連携の推進に努めます 

高齢者が安心して暮らせる地域づくりに向け、地域包括ケアシステムを構築・推進 

します 

 

【独自】高齢者総合サポートセンターの運営
　　　　（Ｐ24）

346,677千円 (436,830千円)

【新規】地域医療・介護サービス資源把握
　　　　（Ｐ24）

4,482千円 (0千円)

【独自】介護保険施設等人材確保・定着・育成支
　　　　援（Ｐ24）

47,148千円 (47,148千円)

【新規】（仮称）二番町高齢者施設の整備
　　　　（Ｐ24）

648,850千円 (0千円)

※「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた施策の目標ごとの 29 年度の主な事業です。 

※数値は 29年度予算額であり、（）内は前年度予算額です。 

障害があっても暮らしやすい地域をめざします 

 

【拡充・独自】障害者への合理的配慮の推進
　　　　　　　（Ｐ25）

4,239千円 (4,725千円)

【拡充】障害者就労支援施設運営（Ｐ25） 31,584千円 (23,541千円)

【拡充・独自】障害者福祉センター運営（Ｐ25） 241,642千円 (281,728千円)

感染症や食中毒等を予防し、発生時には迅速な対応をする体制を整備します 

 

【拡充】環境衛生（許可及び監視）（Ｐ22） 5,708千円 (462千円)

【新規】民泊サービスのあり方検討（Ｐ22） 4,038千円 (0千円)

福祉サービスの質の維持・向上に努めるとともに、生活困窮者に対する生活支援を 

強化します 

 

【拡充】生活困窮者自立支援（Ｐ26） 9,349千円 (12,905千円)

【新規】住宅福祉の推進（Ｐ26） 3,616千円 (0千円)

保健福祉に関する取組み 予算総額 6,666 百万円 

              （平成 28 年度 6,411 百万円） 

健福祉に関する取組み 予算総額●●百万円 
                     （28 年度 6,411 百万円） 
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● 高齢者のための福祉サービス予算額の推移 
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● 要介護認定者の推移（各年度末時点） 
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保健福祉に関する取組み 

※予算額：高齢者福祉費と他会計繰出金（国民健康保険事業会計を除く。）を集計し、職員給与費 

と施設整備費を除いています。 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都直下地震や集中豪雨などの自然災害に加え、感染症やテロ等の発生に備

えるため、災害時における区の危機管理対応の実効性を高めます。熊本地震に

おいて初めて導入されたプッシュ型支援に対応するため、災害時における他団

体からの支援物資やボランティアを受け入れる体制を構築するとともに、建築

物の耐震化を進め、社会インフラの安全性を確保するなど、ハード面の対策を

強化します。また、住民の参加意欲を促す避難所防災訓練を新たに導入するこ

とにより、地域の防災力の向上を図ります。さらに、災害時に病院機能を維持

するため、緊急医療救護所設置訓練を実施して、医療救護体制の検証と、迅速

かつ円滑な医療救護活動の実現を図ります。 

 

 

 

 

 

 

みんなで助けあう減災のまちづくりを進めます 

 

【拡充】災害医療連携の推進 20,745千円 (23,502千円)

【拡充】防災訓練（Ｐ34） 20,620千円 (3,959千円)

【拡充】備蓄物資・機器等の整備（Ｐ34） 175,609千円 (159,180千円)

【新規】被服の整備（防災被服の更新）（Ｐ34） 76,081千円 (0千円)

【新規】受援体制構築に向けた調査検討（Ｐ34） 7,692千円 (0千円)

建物の耐震化を促進します 

 

　　　　建物の耐震化促進事業（Ｐ32） 1,015,622千円 (1,040,701千円)

　　　　マンション建替え事業 18,000千円 (18,000千円)

※「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた施策の目標ごとの 2９年度の主な事業です。 

※数値は 2９年度予算額であり、（）内は前年度予算額です。 

清潔で、風格ある、安全・安心なまちづくりを進めます 

 

【独自】生活環境改善推進（Ｐ27） 35,462千円 (58,272千円)

【独自】喫煙所設置対策 89,640千円 (132,626千円)

【拡充・独自】客引き行為等の防止対策（Ｐ27） 35,147千円 (1,000千円)

【拡充】防犯カメラ設置補助（Ｐ27） 23,582千円 (15,000千円)

危機管理に関する取組み 予算総額 3,618 百万円 

              （平成 28 年度 3,435 百万円） 

健福祉に関する取組み 予算総額●●百万円 
                     （28 年度 6,411 百万円） 
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東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、区が持つ歴史・文化や

都心の魅力を区民自らが再認識できるようにするとともに、来街者の受入環境

の整備を充実します。北の丸公園周辺地域整備や公衆トイレのリフレッシュ、

文化財サインの更新などの取組みを進めていくことで、区民が誇りと愛着を持

つことができる「風格あるまち千代田」をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史・文化や都心の魅力があふれるまち 

（千代田区の持つ都心の魅力や歴史・文化を区民自らが再認識できるようにし、ま

た、区民と共にこれを高めていきます。） 

※「千代田区オリンピック・パラリンピック推進プロジェクト」に掲げた重点目標ごとの 29

年度の主な事業です。 

※数値は 29年度予算額であり、（）内は前年度予算額です。 

誰にとっても居心地の良いまち 

（千代田区に住み、働き、学び、集うすべての人びとが、言葉や習慣の違いを超え

て安心して快適に過ごせる環境を整えます。） 

東京オリンピック・パラリンピック開催を契機とした取組み 

 予算総額（主な事業）2,253 百万円  （平成 28 年度 2,006 百万円） 

                      

【拡充・独自】特色ある教育活動（Ｐ20） 57,389千円 (53,012千円)

【新規】東京2020フラッグツアー 2,008千円 (0千円)

【新規・独自】商店街等における外国人観光客
　　　　　　　のおもてなし対応

2,790千円 (0千円)

　　　　東京オリンピック・パラリンピック
　　　　気運醸成事業

2,000千円 (2,000千円)

【新規】文化財サインの更新（Ｐ28） 55,379千円 (0千円)

【独自】生活環境改善推進（Ｐ27） 35,462千円 (58,272千円)

【独自】喫煙所設置対策 89,640千円 (132,626千円)

【拡充・独自】客引き行為等の防止対策（Ｐ27） 35,147千円 (1,000千円)

【独自】観光支援事業（Ｐ28） 13,334千円 (9,174千円)

　　　　Ｗｉ‐Ｆｉ環境整備の推進 96,324千円 (135,027千円)

　　　（仮称）外神田一丁目公共施設整備
　　　（Ｐ29）

380,471千円 (60,731千円)

　　　　コミュニティサイクル事業（Ｐ31） 8,580千円 (10,873千円)

【拡充】放置自転車対策（Ｐ31） 148,478千円 (137,303千円)

【新規・独自】北の丸公園周辺地域整備
　　　　　　　の推進（Ｐ32）

120,384千円 (0千円)

【拡充】公衆トイレのリフレッシュ（Ｐ31） 25,200千円 (4,200千円)

　　　　電線類地中化の推進 870,020千円 (576,020千円)

　　　　歩道の設置・拡幅整備 178,800千円 (352,350千円)

　　　　自転車道の整備（Ｐ31） 132,000千円 (283,120千円)
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各部の主な取組み 
―「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた 10年後の姿を実現するために― 

6 
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子ども部 

 

■ 保護者の多様なライフスタイルに応じた子育てができる環

境を整えます 

 

保護者の就業形態等の多様化に応じた教育・保育の形態が選べ、どの教育・保育の

形態でも子どもたちがのびのび成長できるような良好な環境を整えます。 

 

● 増大する保育需要に対応するため、私立認可保育所２か所の開設に加え、区有地

２か所を活用して私立認可保育所を整備することで、保育定員の拡大を図り、保育

園の待機児童ゼロを継続します。 

● 区内に保育所を開設する事業所に対し、開設前に実施する研修経費等への助成や、

保育従事者用の宿舎借り上げ経費の補助、処遇改善加算を充実させ、私立保育所等

における保育人材の確保と定着率の向上を図り、質の高い保育サービスの提供につ

なげていきます。 

● 一部の学童クラブにおいて定員拡充を図るとともに、私立学童クラブ 1 か所の開

設をめざすことで、学童クラブの待機児童ゼロを継続し、子どもの生活の場として

の居場所づくりを充実します。 

 

  

（単位：千円）

主な事業

待機児童ゼロ対策（保育園・学童クラブ）

私立保育所等整備補助（私立保育所） 拡充 414,751 279,821 134,930

私立保育所等整備補助（地域型保育事業） 50,250 19,250 31,000

保育所用地の整備 新規 92,992 0 92,992

私立保育所等整備補助（私立学童クラブ） 新規 52,000 0 52,000

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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（単位：千円）

主な事業

民間事業者支援（保育園）

私立保育所等運営補助 拡充 2,038,268 1,366,449 671,819

地域型保育事業運営補助 拡充 513,678 477,582 36,096

認証保育所等運営補助 拡充 1,153,607 963,828 189,779

代替園庭利用の公園・児童遊園の整備 20,594 33,500 △ 12,906

民間事業者支援（学童クラブ）

学校内学童クラブ 拡充 181,338 162,354 18,984

いずみこどもプラザ運営補助
※児童館的機能、一時預かり保育分も含む

拡充 77,083 62,806 14,277

富士見わんぱくひろば事業運営
※児童館的機能、一時預かり保育分も含む

拡充 94,312 77,266 17,046

私立学童クラブ運営補助 拡充 244,683 233,720 10,963

児童施設の整備

四番町保育園・児童館等の整備関連事業 新規 96,667 0 96,667

その他

保育所等指導・監査 6,480 3,888 2,592

公立・私立園の連携強化 拡充 3,177 1,098 2,079

放課後子ども教室 117,652 107,594 10,058

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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■ 安心して子育てができ、子どもたちがすくすくと育つ地域づ

くりを進めます 

 

妊娠・出産から子育てまで継続した支援を行い、子育てに関する不安が少なく、次

世代を担う子どもたちが健やかに成長できるまちづくりをめざします。 

 

● 子育ての知識や経験を有した相談員（子育てコーディネーター）が、子育てに一

人で悩む「孤育て」に陥らないよう、区役所等の窓口だけでなく、児童館や保育所

などの保護者に身近な施設を巡回し、子育て支援の情報提供や悩みを抱える保護者

に寄り添う形での相談などを引き続き実施します。 

● 子どもと家庭に関わる相談体制について、休日や夜間も専門の資格や経験を有す

る相談員を確保することによって強化を図り、24 時間 365 日相談に応えます。 

● 障害児通所支援事業について、18 歳以降も引き続きサービスを利用できるように

することで、高校 3 年間相当の期間を継続的に療育を可能とするとともに、保護者

の経済的な負担を軽減するため、区独自の助成制度を設けます。 

 

  

（単位：千円）

主な事業

子ども・子育てに関する総合相談／児童の虐待防止・早期発見

子育てコーディネーター事業 13,559 10,623 2,936

保育士養成校による地域子育て支援事業 拡充 1,920 1,320 600

総合相談 拡充 9,087 4,455 4,632

子育てひろば 4,228 1,976 2,252

地域子育て支援事業運営補助 59,522 22,169 37,353

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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■ 他者を思いやり、人との関係をより良く築く力を共に育む教

育を進めます 

 

個に応じた指導の充実を図るとともに、多様な人間関係の中で、他者を思いやり、

相手の立場に立って考えられる力を育むため、心の教育を充実します。 

 

● 大きな社会問題となっている「いじめ問題」等に対して、子どもたちが多様な人

と関わる経験から、思いやりの心や規範意識を醸成する心の教育を進めるとともに、

子どもがいじめのない生活を送れるよう、学校・家庭・地域がともに手を携えて、

いじめの未然防止・早期発見に引き続き取り組みます。 

● 特別支援教室の設置に伴い、特に専門性の高いアドバイザーが各校園へ巡回指導

を行うとともに、外国人児童・生徒や帰国児童・生徒が日本語を用いて安心して学

校生活を送れるよう、在籍校への訪問指導を引き続き行っていきます。 

  

（単位：千円）

主な事業

子どもを支援するための給付

児童手当等の支給 独自 887,865 867,645 20,220

こども医療費助成 独自 361,920 301,321 60,599

障害児通所給付事業 67,959 29,372 38,587

千代田区障害児通所給付事業助成
新規
独自

4,464 0 4,464

就学援助 拡充 34,854 33,991 863

その他

子ども発達センター「さくらキッズ」 独自 84,725 84,681 44

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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（単位：千円）

主な事業

きめ細かな指導の推進／健康・食育・体力向上プランの推進／伝統文化理解教育の推進

特色ある教育活動
拡充
独自

57,389 53,012 4,377

ＩＣＴ教育の推進 独自 213,523 220,308 △ 6,785

学校給食 拡充 315,179 290,271 24,908

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額

 

 

 

■ グローバル社会で活躍する資質・能力を育て、主体的・協働

的・創造的に生きる力を身に付ける質の高い教育を進めます 

 

社会の変革に対応するため、国際教育の一層の推進に努め、学力・体力の向上を図

るとともに、各学校の実情を活かした特色ある教育の充実を図ります。 

 

● 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みや、他国の文化に触れるだ

けでなく、学校・園で長年行っている伝統的な行事を継承していくことにより、地

域等との連携を図っていきます。 

● 区立小学校・中学校・中等教育学校において、ＩＣＴ機器を活用し、児童・生徒

が教え合い、学び合う協働学習などを行うＩＣＴ教育を引き続き進めます。 

● 区の学校給食は、質の高いメニューを提供していることもあり、給食費の保護者

負担が他区より高い水準にあります。このことから、保護者負担の軽減を図るため、

区独自に給食費補助を行います。 

 

（単位：千円）

主な事業

心の教育の推進／多様な体験活動の充実／子どものいじめ防止対策

心の教育の推進 独自 9,259 10,048 △ 789

個に応じた指導の充実

個に応じた指導の充実 119,397 127,769 △ 8,372

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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■ 児童・生徒が安全にのびのびと成長できる環境を整えます 

 

児童・生徒が一日の大半を過ごす教育施設を、発育状況にあわせて良好な環境に整

えるとともに、子どもが安全で健やかに成長できるまちづくりをめざします。 

 

● お茶の水小学校・幼稚園について基本設計に着手し、児童・園児にとってより良

い教育環境を速やかに実現できるよう整備を進めます。 

● 九段小学校・幼稚園は、新校園舎の建設工事の適切な進捗管理を行うとともに、

引き続き仮校園舎の円滑な運営に努めます。 

● 九段中等教育学校は、生徒の安心・安全の確保とともに、教育活動の円滑化を図

るため、九段校舎の敷地内に校舎を増築するための基本・実施設計等を行います。 

● 子どもたちが安全でのびのびと外遊びができ、健やかに成長できる環境づくりを

進めるため、旧永田町小学校で本格実施を開始するなど、子どもの遊び場事業のさ

らなる推進に努めます。 

 

（単位：千円）

主な事業

国際教育の推進

国際教育の推進 拡充 39,470 38,253 1,217

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額

（単位：千円）

主な事業

教育施設の整備

お茶の水小学校・幼稚園の整備 新規 65,528 0 65,528

九段小学校・幼稚園の整備関連事業 1,947,113 1,993,399 △ 46,286

九段中等教育学校増築整備 新規 73,396 0 73,396

子どもの遊び場確保の取組み

子どもの遊び場確保の取組み 独自 51,366 89,494 △ 38,128

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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保健福祉部 

 

■ 感染症や食中毒等を予防し、発生時には迅速な対応をする体

制を整備します 

■ 一人ひとりの健康づくりを支援します 

 

区民等の生命と健康を守るため、感染症等の予防とともに健康危機発生の際には迅

速に対応できる体制を整備します。また、区民がいきいきと健康で生活し続けられる

よう、心身の健康づくりを支援します。 

 

● 国が住宅を活用した民泊新法の制定を予定しており、区でも、都心区として高ま

る民泊需要に対して区にふさわしい適切なルールづくりを検討するとともに、違法

な民泊に対しては調査・指導を強化します。 

● 子どもの予防接種については、子育て世代の経済的負担の軽減のため、インフル

エンザ予防接種を 23 区で初めて高校３年生（相当年齢）まで無料化しており、引

き続き区独自の事業として継続します。 

● 健康寿命の延伸や早世の減少を目標として策定した「健康千代田 21」に示す取組

内容について、実効性を高めて推進していく観点から、健康づくりに関心を持たな

かった人も含めて効果的な事業のあり方を具体的に検討します。 

● 「千代田区歯と口腔の健康づくり推進条例」の理念のもと、歯と口腔の健康推進

のため、引き続き普及啓発活動を行うとともに、外出が難しい方への訪問歯科健診

も継続します。 

 

 

（単位：千円）

主な事業

生活衛生関係施設への監視指導

環境衛生（許可及び監視） 拡充 5,708 462 5,246

民泊サービスのあり方検討 新規 4,038 0 4,038

予防接種の推進

子どもの予防接種
拡充
独自

301,946 266,227 35,719

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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■ 安心して医療が受けられるしくみづくりと、医療と介護の連

携の推進に努めます 

■ 高齢者が安心して暮らせる地域づくりに向け、地域包括ケア

システムを構築・推進します 

 

地域包括ケアシステムは、生活の基礎となる住まいで、介護、医療、介護予防、生

活支援、福祉サービスが相互に連携しながら高齢者の在宅での生活を支えていく仕組

みです。 

区は、この地域包括ケアシステムを推進するために必要な福祉人材の確保や処遇改

善、区民が医療や介護サービスを選択しやすい環境の整備、高齢者施設の整備などに

取り組みます。 

 

● かがやきプラザ研修センターにおいて、区と養成校、介護事業所等が協定を結び、

区内の専門学校等で社会福祉士、介護福祉士などを目指す学生の実習先やボランテ

ィア先として、区内の介護事業所等を積極的に紹介することで、福祉人材の育成と

区内福祉事業所の人材確保を支援します。 

● 医療や介護サービス利用者の利便性の向上を図るため、区内にある診療所、歯科

診療所、薬局、介護事業所等「どこにどのような医療機関、介護事業所等があるの

か」を区ホームページから閲覧できるようにします。 

● 24 時間 365 日サービスを提供する介護保険施設等の人材確保のために、処遇改

善や人材育成のための補助、職員の増配置等に対する助成など、区独自の支援を継

続します。 

● 安心して暮らし続けられる区の実現に向け、二番町の国有地を活用した民設民営

による特別養護老人ホームなどの高齢者施設の整備を進めます。 

（単位：千円）

主な事業

生活習慣病予防の啓発

健康千代田21の推進 新規 839 0 839

歯と口腔の健康増進

歯科口腔保健の推進 独自 31,698 29,368 2,330

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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■ 障害があっても暮らしやすい地域をめざします 

 

区では、障害者への合理的配慮の提供にはお互いの意思疎通が欠かせないという理

念のもと、「千代田区障害者の意思疎通に関する条例」を制定し、意思疎通の手段に関

して選択の機会の確保と拡大を図り、障害のある人もない人も分け隔てなく相互に理

解し暮らすことのできる地域社会の実現を目指しています。 

 

● 条例の趣旨の普及を図るため、区が共催・後援する事業や区内事業者が開催する

講演会等への手話通訳・要約筆記等の派遣を誘導するしくみを作ります。 

● 手話通訳者と出張所やえみふる等をタブレット端末でつなぐ遠隔手話通訳を開始

することで、障害のある方にも利用しやすい環境づくりを進めます。 

● 障害者就労支援施設「ジョブ・サポート・プラザ ちよだ」では、利用者の重度

化や加齢に伴いこれまで同様のサービスでは利用が難しくなっている状況も見受け

られることから、新たに生活介護のサービスを開始します。 

● 障害者福祉センター「えみふる」においても、満員となっている生活介護の定員

を拡充することで、今後増加が見込まれる利用希望者の受け入れ態勢を整えるとと

もに、「ジョブ・サポート・プラザ ちよだ」・「えみふる」両施設の特性を活かした

生活介護サービスを提供します。 

 

（単位：千円）

主な事業

多職種協働による在宅医療と介護の連携推進／相談体制の充実

高齢者総合サポートセンターの運営 独自 346,677 436,830 △ 90,153

多職種協働による在宅医療と介護の連携推進

地域医療・介護サービス資源把握 新規 4,482 0 4,482

介護施設等の基盤整備

介護保険施設等人材確保・定着・育成支援 独自 47,148 47,148 0

（仮称）二番町高齢者施設の整備 新規 648,850 0 648,850

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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■ 安心して子育てができ、子どもたちがすくすくと育つ地域づ

くりを進めます 

 

妊娠・出産から子育てまで継続した支援を行い、子育てに関する不安が少なく、次

世代を担う子どもたちが健やかに成長できるまちづくりをめざします。 

 

● すべての妊婦に対して保健師が面接を行うことで、妊娠期や育児に関する各種相

談に応じるとともに、区が実施するさまざまなサービス等の情報提供につなげます。 

● 新たに産後ケア事業を開始し、病院等での宿泊や助産師による家庭訪問により、

母子の心身のケアや育児相談等に応じることで、産後間もない方を支援します。 

● 不妊治療助成では、都の制度の見直しに合わせて、区の上乗せ助成分の上限額を

引き上げるとともに、新たに不妊検査や一般不妊治療への助成を開始し、不妊治療

に関する相談や妊娠後のサポート等へ円滑につなげていきます。 

 

（単位：千円）

主な事業

差別解消の対応要領の公表

障害者への合理的配慮の推進
拡充
独自

4,239 4,725 △ 486

地域移行支援の推進

障害者就労支援施設運営 拡充 31,584 23,541 8,043

障害者福祉センターの運営

障害者福祉センター運営
拡充
独自

241,642 281,728 △ 40,086

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額

（単位：千円）

主な事業

妊娠・出産から育児まで切れ目のない母子保健サービス

出産・子育て支援 新規 2,669 0 2,669

不妊治療助成 拡充 15,250 6,000 9,250

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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■ 福祉サービスの質の維持・向上に努めるとともに、生活困窮

者に対する生活支援を強化します 

 

生活困窮者など困難な課題を持つ人が、地域で自立した安定的な生活を送れるよう、

効果的な支援を行います。 

 

● 働くことを希望しながら直ちに一般就労に結びつかない方への就労準備支援を新

たに開始し、日常生活や社会生活に関する自立支援から就労体験、一般就労に向け

た知識・技術習得など、計画的かつ一貫した支援を行うとともに、子どもの学習支

援では、子どもの参加を促すために必要な家庭に対する送迎支援を開始します。 

● 今後増加が見込まれるひとり暮らし高齢者や後期高齢者の生活支援の仕組みづく

りや障害のある方の「介護者なき後」を見据えた仕組みづくり、住居を失うおそれ

がある方への住まいの確保支援などが求められていることから、福祉の視点からの

住まいの確保と支援の取組方針を策定します。 

 

（単位：千円）

主な事業

隙間のない相談支援体制の構築／住居確保のための給付金の支給

生活困窮者自立支援 拡充 9,349 12,905 △ 3,556

その他

住宅福祉の推進 新規 3,616 0 3,616

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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地域振興部 

 

■ 清潔で、風格ある、安全・安心なまちづくりを進めます 

 

区民や事業者、千代田区を訪れる人など、すべての人々の主体的な取組みを通じて、

清潔で、風格ある、安全・安心なまちづくりを進めます。 

 

● 生活環境条例の理念に立ち返り、行政だけでなく区民等が路上放置物や路上喫煙

等の条例違反者に対し注意指導ができるよう、生活環境条例啓発員制度を設立し、

地域の活動を支援していきます。 

● 客引き行為の防止対策については、地域の活動を支援するため、民間警備員によ

る巡回パトロールの実施や街頭スピーカーの設置による啓発活動を充実します。 

● 町会や商店街等の地域団体が設置した防犯カメラの維持管理経費に対する補助率

を引き上げることで、地域団体の負担軽減を図り、地域の主体的な防犯活動を支援

します。 
 

 

 

■ 千代田区の魅力を効果的に発信するとともに、地方との連携

により、区内地域の活力を高めます 

 

区民と共に区の魅力を高めることにより、区民が誇りを持ち、多くの人々が訪れる、

賑わいのあるまちにしていきます。 

（単位：千円）

主な事業

生活環境改善推進

生活環境改善推進 独自 35,462 58,272 △ 22,810

客引き防止対策の推進

客引き行為等の防止対策
拡充
独自

35,147 1,000 34,147

その他

防犯カメラ設置補助 拡充 23,582 15,000 8,582

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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● 地方と共に発展していくことを目指し、「ちよだフードバレーネットワーク」を通

じた支援を引き続き行うとともに、今後、千代田区として目指す地方との連携の姿

を模索し、共生のあり方を打ち出すため、調査・研究を行います。 

● 増加する外国人旅行者に対応するため、観光案内所の事業者に対し、多言語での

観光案内を行うための人材確保に要する経費の一部補助を引き続き行います。 
 

 

 

■ 豊かな歴史や文化資源、文化芸術を気軽に楽しみ、親しめる

環境づくりに取り組みます 

 

本区の持つ豊かな歴史や文化資源、文化・芸術活動について、誰もが気軽に楽しみ、

親しめる環境づくりに取り組みます。 

 

● 東京オリンピック・パラリンピックに向けて策定した「千代田区公共デザインマ

ニュアル」に基づき、区内の文化財サインを、統一的なデザインでより親しみやす

い内容に更新し、文化資源の見える化を図ります。 

● 区立図書館５館（千代田図書館、日比谷図書文化館、四番町図書館、昌平まちか

ど図書館、神田まちかど図書館）を一体的に運営管理することにより、図書館全体

のサービス向上に努め、各館の地域性や特色を活かした魅力ある図書館サービスを

提供します。 

（単位：千円）

主な事業

地方との連携

地方との連携支援
拡充
独自

16,806 9,000 7,806

文化資源の見える化の展開

文化財サインの更新 新規 55,379 0 55,379

観光案内所との連携

観光支援事業 独自 13,334 9,174 4,160

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額



29 

 

 

 

■ 地域力の向上を支援します 

 

地域の絆を大切にし、いざという時に助けあえる環境を整備するため、町会、個々

の在住区民、昼間区民など多様な主体の活動や連携を支援します。 

 

● マンション管理組合や連合町会等へのファシリテーター等の専門家派遣により、

マンション内コミュニティの醸成、マンションと地域との交流や地域課題解決に向

けた取り組みを支援するとともに、取り組み事例の情報共有を図ります。 

● （仮称）外神田一丁目公共施設については、地域の意見を反映して実施設計を行

い、工事に着手します。 

 

（単位：千円）

主な事業

文化資源の見える化の展開

文化財サインの更新（再掲） 新規 55,379 0 55,379

区立図書館サービスの充実

図書館・図書文化館事業運営 拡充 1,001,214 786,230 214,984

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額

（単位：千円）

主な事業

個人としての地域活動への参加支援

地域コミュニティ醸成支援 拡充 8,504 748 7,756

出張所・区民館の整備

（仮称）外神田一丁目公共施設整備 380,471 60,731 319,740

その他

神田冠称及び住居表示台帳整備 新規 15,533 0 15,533

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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環境まちづくり部 

 

■ 多様な暮らし方に対応した住まい・住環境づくりを進めます 

 

様々なライフステージやライフスタイルに対応した住まい・住環境づくりを進め、

居住の場としての魅力の向上に取り組みます。 

 

● 区営四番町住宅及び区営四番町アパートの建替えの際の仮移転先として、旧千代

田保健所麹町庁舎を解体し、（仮称）区立麹町仮住宅の建設に着手します。 

● 引き続き次世代の育成を担う子育て世帯を支援し、安心して住み続けることので

きる住まい・住環境づくりに取り組みます。 

 

 

■ だれもが移動しやすい環境の整備を進めます 

 

歩行者や自転車、車など、誰もが安全で、安心して、快適に移動しやすい地域交通

環境を整備します。 

 

● 周辺の関係者と協力して、秋葉原駅や東京駅、有楽町駅などの駅周辺の放置自転

車対策強化のため、自転車駐車場を新設・増設するとともに引き続き、短時間撤去

の実施など警告・撤去作業に取り組みます。 

● 高齢者ドライバーを含む区民の安全安心の観点から、高齢者が運転免許証を返納

するための促進策を検討します。 

● 道路については、自動車の円滑な通行のみならず、人や自転車も含めた、誰もが

安全・安心、快適に利用できるユニバーサルデザインの整備が求められています。

（単位：千円）

主な事業

様々な分野・主体との連携による住まい・住環境づくり

次世代育成住宅助成 独自 176,376 168,900 7,476

まちづくりと連動した住まい・住環境づくり

（仮称）区立麹町仮住宅の整備 617,058 162,622 454,436

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額

後日、副区長修正予定 
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その考え方に基づいて、環境、防災、景観の視点や道路緑化のあり方も含め、道路の

将来像を示すとともに、整備の考え方（道路整備方針）をまとめます。 

● 東京オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人観光客、高齢者、障害者な

どが安心して公衆トイレを利用できるよう、平成 28 年度に実施した民間トイレの

実態調査を踏まえ、多目的トイレの改修など具体的な方策を検討します。また、便

座等の修繕や清掃方法の改善及びサインの統一も行います。 

 
 

■ 建物の耐震化を促進します                

 

地震による建物の倒壊等の被害から、区民の生命・財産を保護するとともに、避難

経路等の閉塞を防ぐため、建物の耐震化を促進します。 

（単位：千円）

主な事業

自転車利用の推進

コミュニティサイクル事業 8,580 10,873 △ 2,293

放置自転車対策 拡充 148,478 137,303 11,175

自転車道の整備 132,000 283,120 △ 151,120

その他

交通安全推進 拡充 5,833 3,249 2,584

千代田区道路整備方針の策定 新規 6,000 0 6,000

区道街路樹の樹木診断調査 新規 37,560 0 37,560

公衆トイレのリフレッシュ 拡充 25,200 4,200 21,000

橋梁の整備 579,900 170,500 409,400

交通安全地域整備（ゾーン30等） 5,000 22,840 △ 17,840

鉄道施設沿い法面樹木の安全管理 新規 41,600 0 41,600

28予算額 増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額
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● 建物の倒壊から主要幹線道路等の閉塞を防ぐため、耐震基準を満たさない建築物

の耐震化を支援します。 

 
 

■ 身近な緑を増やし、うるおいのあるまちをめざします 

 

区内に残された自然環境を次世代に引き継ぐとともに、身近な緑や親水性の高い水

辺空間を創出します。 

 

● 豊かな水辺と緑の歩行空間の創出をめざし、東京オリンピック・パラリンピック

に向けて、競技会場となる日本武道館やそれに繋がる九段坂公園、代官町通りを含

む北の丸公園周辺地域の整備に取り組みます。 

● 緑豊かな皇居周辺を有する都心において、身近に取り組むことのできる環境に配

慮した活動のきっかけ作りとして、新たに養蜂事業に目を向け、これに取り組む区

内大学などの団体を積極的に支援します。 

 

 

（単位：千円）

主な事業

建物の耐震化促進事業 1,015,622 1,040,701 △ 25,079

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額

耐震化の啓発／建築物の所有者に対する指導・助言／耐震改修等に対する支援・助成

（単位：千円）

主な事業

ちよだミツバチプロジェクト 新規 3,000 0 3,000

クールスポットの創出 新規 1,944 0 1,944

北の丸公園周辺地域整備の推進
新規
独自

120,384 0 120,384

地域と連携・協働した身近な緑の保全と創出

親水性の高い水辺空間の創出

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額

生物多様性の推進
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■ 地球に優しい環境づくりを進めます 

 

かけがえのない地球環境を次世代に引き継ぐため、政治・経済の中心地である千代

田区の地域特性を踏まえ、温暖化対策に取り組みます。 

 

● 「千代田区地球温暖化対策地域推進計画 2015」で掲げた削減目標（区内のＣＯ2

排出量を 2024 年度までに 1990 年度比 30％削減）の達成に向け、建物の省エネ

ルギー化に関する基本的考え方を整理していきます。 

● 区は、樹木の維持管理で回収した枝や幹などをチップ化し道路や公園のクッショ

ン材や肥料などに有効利用してきました。今後は、アップサイクル（新たな価値と

有用性を生み出し、活用すること）を中心とした再活用を考えていきます。 

 

（単位：千円）

主な事業

外濠公園総合グラウンド整備 15,981 8,000 7,981

東郷元帥記念公園の整備 新規 124,000 0 124,000

国史跡常磐橋の修復 1,000,000 670,309 329,691

その他

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額

（単位：千円）

主な事業

消費するエネルギーを減らす

地球温暖化対策の推進 拡充 124,799 219,690 △ 94,891

建築物の省エネ化のあり方検討 新規 6,889 0 6,889

樹木の再活用の検討 新規 2,485 0 2,485

ヒートアイランド対策の推進

クールスポットの創出（再掲） 新規 1,944 0 1,944

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

2９予算額 2８予算額 増(△)減額
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政策経営部 

 

■ みんなで助けあう減災のまちづくりを進めます 

 

区民、事業者、来街者等、地域を構成するすべての人々の助けあいによる減災のま

ちづくりを進めるとともに、危機管理即応態勢を構築していきます。 

 

● 地域の防災力の向上を図るため、避難所ごとに実施している従来の訓練に加え、

ＨＵＧ訓練（ゲーム感覚で避難所の運営を学ぶことができる訓練）などの新たなメ

ニューを採り入れた防災訓練を実施します。 

● 熊本地震において初めて導入されたプッシュ型支援（被災地の要請を待たずに支

援物資を輸送する仕組み）など新たな支援スタイルに柔軟に対応するため、外部か

らの人的・物的支援を円滑に受け入れることを目的に、応援受入の体制・手順等を

検討します。 

 

 

 

■ 質の高い、効果的で効率的な区政運営を推進します 

 

 多様なニーズを持つ区民に対し、区民の目線に立った質の高い行政サービスを提供

するため、限られた財源や職員を最大限に活用していきます。 

 

● インターネット社会のリスクであるサイバー攻撃による個人情報流出を防ぐとと

（単位：千円）

主な事業

防災・減災対策の推進

防災訓練 拡充 20,620 3,959 16,661

備蓄物資・機器等の整備 拡充 175,609 159,180 16,429

被服の整備（防災被服の更新） 新規 76,081 0 76,081

受援体制構築に向けた調査検討 新規 7,692 0 7,692

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

29予算額 28予算額 増(△)減額
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もに、マイナンバーの自治体間連携開始に対応するため、全庁ＬＡＮの機器更新を

契機に、情報セキュリティを抜本的に強化します。 

● 各部所で保有していた情報を共有し新たな行政需要を把握するため、統合型ＧＩ

Ｓ（地理情報システム）を導入するなど、ＩＣＴの効果的な活用による行政サービ

スの充実を図ります。 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業

その他

新公会計の整備推進 9,170 22,586 △ 13,416

全庁ＬＡＮの運営
（情報セキュリティ強化）

拡充 321,634 76,880 244,754

統合型ＧＩＳの導入 新規 17,195 0 17,195

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年
後の姿を実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

2９予算額 28予算額 増(△)減額


	☆
	2
	各会計予算の規模

	☆
	1
	予算の特徴




