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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。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

生活環境改善推進

生活環境改善推進（P114） 独自 45,735 40,971 4,764

公共の場所（道路、公園等）における喫煙対策

喫煙所設置対策（P114）
拡充
独自

304,228 176,109 128,119

客引き防止対策の推進

客引き行為等の防止対策（P114） 独自 44,867 37,537 7,330

その他

防犯カメラ設置補助（P116）
拡充
独自

44,397 23,997 20,400

監察業務の運営（P155） 新規 11,904 0 11,904

公衆便所維持管理（清掃費）（P160） 拡充 38,614 30,660 7,954

公衆トイレのリフレッシュ（P156） 独自 425,000 135,000 290,000

公園維持管理（清掃費）（P160） 拡充 152,151 140,219 11,932

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

31予算額 30予算額

清潔で、風格ある、安全・安心なまちづくりを進めます 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標４】 

1 

●路上喫煙や路上障害物、ごみがないすっきりとしたまちが実現できている。 

●身近な地域での喫煙場所が整備され、喫煙者と非喫煙者の共生が進んでいる。 

●客引き行為等がなく、安全で安心なまちのイメージが定着している。 



▶安全生活課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
生活環境改善関連事業 

 394,830 千円※ 

( 254,617  千円) 

 １ 生活環境改善推進  45,735 千円 

拡充 ２ 喫煙所設置対策  304,228 千円 

 ３ 客引き行為等の防止対策  44,867 千円 

    ※の額は、１～3の合計  

 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、生活環境改善のた

め、公共の場所における喫煙対策や客引き行為などの防止に積極的に取り組みま

す。 

 

１ 生活環境改善推進 

  区では、全国に先駆けて路上喫煙禁止を定めた生活環境条例に基づき、区民の

方々や地域の企業、学校、警察などの関係機関とともに、月 1～2回の「合同パ

トロール」や年 2回の「一斉清掃の日」などを実施しています。さらに、職員に

よる路上喫煙者の指導・取締りや、道路上の置き看板・商品陳列などの路上放置

物に対する是正指導を行い、まちの環境美化に努めています。 

  平成 31年度は、「千代田区公共サインデザインマニュアル」に基づき、引き続

き、区内全域に設置する路上喫煙禁止などのサインを日・英・中・韓の 4か国語

表記に改め、国籍を問わずより多くの来街者に分かりやすい条例の周知に努めて

いきます。 

 

２ 喫煙所設置対策 

区では、喫煙スペースを確保するため、民間事業者がビルの空き店舗などを活

用して誰もが利用できる屋内喫煙所を設置する場合に、その工事費用と維持管理

費用の助成を行っています。 

平成 31年度は、法令が定める設備基準を満たすため、屋内喫煙所設置助成に

おける初期費用限度額を 500万円から 700万円に増額するとともに、喫煙スペ

ースの面積要件を撤廃し、省スペースの喫煙ブースなど、さまざまな形態に助成

を適用します。また、喫煙所整備に多角的に取り組むため、区敷地内における屋

内喫煙所の設置や喫煙トレーラーの増設、既設民間喫煙所の開放促進などにより

喫煙所の整備を積極的に推進します。 

今後も、「ちよだみらいプロジェクト－千代田区第三次基本計画 2015－」に掲

げた「めざすべき 10年後の姿」喫煙所設置数 100か所の実現に向けて、喫煙所

整備を加速化し、喫煙者と非喫煙者の共生できるまちの実現をめざします。 

  

 

 

 



POINT 既設民間喫煙所の開放促進はどのように行うのですか？ 

ＪＴ（日本たばこ産業株式会社）と連携し、区と喫煙所情報に係る協定を締結

する事業者を開拓します。 

今後は、既設民間喫煙所の開放を促進することにより、民間事業者と行政が一

体となった喫煙所の整備を進めます。 

【協定締結のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 客引き行為等の防止対策 

駅周辺の繁華街など一部の地域で客引き行為などが目立ち、通行の妨げやまち

のイメージの低下などさまざまな悪影響が生じています。そこで、区は独自に客

引き防止条例を定め、安全で快適なまちの実現に取り組んでいます。 

特に重点的に取り組む必要のある地域については、「客引き行為等防止重点地

区」を指定し、地域の推進団体の活動を支援しています。現在、秋葉原東部地域

及び神田駅周辺を重点地区に指定しており、「粋な神田」、「秋葉原イースト」とい

う推進団体がそれぞれの地域ルールによりパトロールなどの活動をしています。 

また、地域が行う活動を支援するため、重点地区において、民間警備員による

巡回パトロールを実施し、より実効性を高めています。今後も継続して、客引き

行為等に対するまちの強い姿勢を示すための気運醸成を図り、重点地区の拡大に

ついて地域と協議を行っていきます。 

平成 31年度は、客引き行為等が多い地区における民間警備員による巡回パト

ロールを強化するとともに、客引き防止を啓発する街頭スピーカーにより、来街

者への注意喚起を図り、安心して訪れることのできるまちの実現をめざします。 

今後も地域や警察と密に連携を取り、それぞれの地域が抱える課題に対して柔

軟な対応を図っていきます。 

区 ①協定情報提供依頼 

ＪＴ 事業者 
②協定に関する情報を提供し、締結を促進 

③提供状況の報告 ⑤協定締結の意向確認 

④協定締結の働きかけ 



▶安全生活課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
防犯カメラ設置補助 

 44,397 千円 

( 23,997  千円) 

 区では、防犯パトロールを実施している町会や商店街等の地域団体が防犯カメラ

を設置する際に経費の補助を行うなど、地域団体の取組みを支援しています。ま

た、補助については、設置経費だけでなく、運用にかかる電気料などの維持管理経

費についても対象としています。 

 平成 31年度からは、近年の防犯カメラ設置に伴う犯罪抑止の期待の高まりを踏

まえ、維持管理経費の補助率を２分の１から３分の２へ引き上げるとともに、新た

に移設経費の補助メニューを創設し、地域団体の負担をさらに軽減することで長期

的に安全・安心を確保できるように努めていきます。 

 今後も地域団体・警察・区が連携し、より安全で安心して暮らすことのできるま

ちづくりの実現をめざします。 

 

● 助成概要 

 設置経費 維持管理経費 移設経費【新規】 

補助限度額 600万円又は 750万円 50万円（年間） 50万円（年間） 

補助率 6分の 5又は 12分の 11 3分の 2【拡充】 6分の 5 

対象経費 
防犯カメラ購入経費、取付工

事費など 
電気料、修繕費など 移設費など 

 

POINT 移設経費補助とは？ 

無電柱化政策に伴い、防犯カメラの設置位置変更など、地域団体の費用負担の

増大が予想されます。区は新たに移設経費の補助メニューを創設し、地域団体の

負担軽減を図ります。 

 



 

 
 

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。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

シティプロモーションの推進

観光協会運営補助（P119） 拡充 166,815 112,851 53,964

地方との連携

地方との連携支援（P118）
拡充
独自

16,202 10,806 5,396

文化資源の見える化の展開

文化財サインの更新 27,227 36,886 △ 9,659

観光案内所との連携

観光支援事業 独自 17,209 16,664 545

水辺の活用

（仮称）外神田一丁目公共施設整備（P132） 559,900 332,509 227,391

その他

さくらまつり（P119） 99,046 79,882 19,164

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

31予算額 30予算額

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 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標９】 

2 

●区民が千代田区に誇りを持ち、実感できるまちとなっている。 

●地方から見て、千代田区が情報発信拠点として魅力を感じるまちとなっている。 

●地域ごとに観光・文化資源が整理・活用され、回遊性が増し、近隣自治体とも連携し国

際的な観光地として賑わっている。 

●千代田区観光協会が、観光の多様な連携の中核を担う組織となっている。 

 



▶商工観光課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
地方との連携支援 

 16,202 千円 

( 10,806  千円) 

区と地方は、人材はもとより、食料品や電気や水などのライフラインに係る資源

について、深く関わり合いながら活動しています。このことから、区は、地方とお

互いの強みを活かし、相互に補完し合い、地方との連携事業のさらなる充実を図る

ことで、共生の理念に基づき共に発展していくことをめざしています。 

その実現を図るため、平成 30年９月に地方との連携に関する区の考えを示した

「千代田区における地方との連携のあり方」を策定しました。 

区は、本あり方にのっとり、情報発信力や集客力を活かし、区が主体となった連

携事業のほか、本あり方に沿う民間主導の取組みへの参加や側面的な支援・関与な

ど、産学官連携による地方との連携事業も進めており、平成 31年度も引き続き積

極的に連携事業を進めていきます。 

 

（１）区が主体となって進める地方との連携 

   平成 30年度は、区内の提携飲食店で岩手県大槌町の特産品である海産物を

取扱う「大槌グルメフェア」を開催しました。開催期間限定のメニューを提供

することで大槌町の魅力発信を図るとともに、区民などに産地直送の食材を堪

能する機会の創出を図りました。 

平成 31年度は引き続き地方の自治体とのグルメフェアを行うとともに、区と

地方の企業のマッチングを支援するイベントなどを実施します。 

 

（２）民間主導の取組みに区が参加・支援などを行う地方との連携 

  区は、平成 27年度から、ちよだフードバレーネットワークが主催する事業

に参加しています。同団体はマルシェの開催、常設店「ちよだいちば」の運営

のほか、地方の食の魅力を体験できるバスツアーなどの活動を通じて、地方と

の連携事業を推進しており、この活動に区も参加・支援をしています。 

 平成 31年度は、常設店「ちよだいちば」の運営を強化し、引き続き区民な

どに新鮮な地方特産品の提供を行うとともに、飲食店に対する地方特産品の販

路拡大にも取り組みます。 

 

POINT ちよだフードバレーネットワークの活動 

ちよだフードバレーネットワークは平成 26 年２月に設立された任意団体であ

り、加盟する全国 68 の自治体・地域（平成 30 年 12 月現在）とさまざまな連

携を行っています。 

同団体は、全国のこだわりの特産品や名産品を扱う常設店「ちよだいちば」の

運営、全国の旬な特産品を販売するマルシェの開催、さらには区民向けの農業体

験ツアーを行うことで、食と農で地方と都市を結ぶ活動を行っています。 
 



▶商工観光課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 観光協会運営補助等 
 265,861 千円 

( 192,733  千円) 

拡充  観光協会運営補助  166,815 千円 

  さくらまつり  99,046 千円 

一般社団法人千代田区観光協会は、区の観光施策を担う中核組織として、区内の

多様な活動主体を結び付け、また、区の魅力を磨き上げ発信する役割を果たしてお

り、区は観光協会の取組みを側面から支援するため、運営補助などを行っていま

す。 

 平成 30年度は、観光面における効果的なシティプロモーションを図るため、ホ

ームページのリニューアルや総合ガイドブックの作成、観光案内窓口への多言語対

応スタッフの配置などを行いました。 

 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を目前に控えるなか、平成

31年度は情報発信機能をより一層強化すべく、以下の取組みに重点を置く観光協 

会に対して、区からの補助を行います。 

（１）外国人向け情報発信の強化（ＳＮＳ・ブログ運営、外国人向け体験レポート

動画制作など） 

（２）ホームページのコンテンツ拡充（観光スポットの特集記事制作・観光スポッ 

ト紹介動画制作など） 

（３）ガイドブックの多様化（エリア別のガイドブック作成と多言語化の促進） 

（４）観光案内所機能の拡充（観光案内窓口の土日祝営業） 

 

POINT 観光協会が主催する主なイベントについて 

〇さくらまつり 

国内外で桜の名所として有名な千鳥ヶ淵を中心に「さくらまつり」を開催し、

千代田区の魅力を発信しています。また、外国人観光客の増加を踏まえ、パンフ

レットなどの多言語化も図っています。平成 30年は 1２日間の開催で、約 128

万人の来場者が訪れました。 

〇納涼の夕べ 

千鳥ヶ淵ボート場を活用して約 600 個の灯ろう流しや音楽の演奏による演

出を施し、夏の風物詩として、千代田区の魅力発信を図っています。 

〇東京大回廊写真コンテスト 

千代田区の魅力を国内外のさまざまな人々の視点で写真として発掘してもら

い、千代田区の新たな魅力発見につなげることを目的に開催しています。なお、

入選作品は千代田区の魅力発信ツールとして観光協会のホームページなどで積

極的に活用しています。 

 



 

 
 

中小企業の経営安定化への支援や、起業支援を行うとともに、商工業の活性化に向けた自

主的な取組みを支援します。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  
 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

起業支援の充実／中小ビルの活性化／商工融資・経営相談

商工融資事業 独自 1,134,241 1,157,260 △ 23,019

中小企業等経営支援（P121） 拡充 6,211 4,919 1,292

新たなビジネス展開等への支援

産業財産権取得支援事業 4,000 4,000 0

商工関係団体への支援

商工関係団体等支援事業 独自 95,768 80,423 15,345

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

31予算額 30予算額

中小企業や商工業の活性化を支援します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 10】 

3 

●起業しやすいまちとして活力に満ちあふれている。 

●異業種交流や情報交換の場が充実し、努力する中小企業が事業展開しやすいまちとなっ

ている。 

●商工関係団体等の精力的な取組みにより、まちが国内外の来街者で賑わっている。 

●区内中小企業の経営が安定し、産業が活性化している。 



▶商工観光課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 中小企業等経営支援 
 6,211 千円 

( 4,919 千円) 

 区内の事業所は、従業員が 20名以下の中小企業や個人事業主（以下「中小企業

等」という。）が約８割を占め、経営規模が小さいなどの理由で経営が不安定な事業

所が多いことから、中小企業等に対する支援が課題となっています。 

 この状況を踏まえ、平成 30年度は、区をはじめ国・都など公的機関の実施する

支援事業を課題分野ごとに整理し紹介する「千代田区中小企業支援ガイドブック」

を新たに作成するとともに、事業名称を「中小ビル経営支援」から「中小企業等経

営支援」に改め、中小企業等全般への支援を強化しました。 

 平成 31年度は、新たに「中小企業販路拡大事業支援補助」を開始します。これ

は、優れた製品、技術又はサービスを有する一方で、創業期や事業転換期などリス

クの高い局面にある中小企業等の販路拡大の機会を確保するため、これらの中小企

業等が展示会に出展する場合、経費の一部を補助するものです。また、商工関係団

体が展示会を開催する場合にも、経費の一部を補助します。 

 

POINT 
「起業しやすいまち」、「新たなビジネス展開のしやすいまち」を目指

すため、新規の補助制度を創設します 

〇「中小企業販路拡大事業支援補助」の内容 

※一定規模以上の商工関係団体…区内に主たる活動の拠点を置く商工関係団体の

うち、区内の事業者を中心とした 100社以上の会員により構成されるもの 

補助対象事業 展示会への出展 展示会の開催 

補助対象者 
一定規模以上の商工関係団体

に所属する区内の中小企業者 
一定規模以上の商工関係団体 

補助率 ３分の２ ３分の２ 

補助限度額 10万円 200万円 

補助対象経費 出展小間料 会場費、設営費、周知費など 

 



 

 
 

誰もが生涯を通じて多様な学習・スポーツ活動を行うことができるよう、仕組みづくりと

人材育成を進めます。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿 
 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

（仮称）生涯学習大学の創設

ちよだ生涯学習カレッジ（P126）
拡充
独自

22,862 22,052 810

新スポーツセンターの整備

新スポーツセンター基本構想の策定（P126） 5,280 6,090 △ 810

講座・講習会の充実／人材育成・派遣制度の充実

九段生涯学習館（指定管理料） 89,020 88,550 470

講座・講習会の充実

東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業 3,800 6,720 △ 2,920

障害者スポーツ体験 11,198 15,999 △ 4,801

Ｌｅｔ’s２０２０（P123） 新規 55,663 0 55,663

人材育成・派遣制度の充実

スポーツ推進委員活動 3,737 4,084 △ 347

区立図書館サービスの充実

図書館・図書文化館事業運営 883,537 846,838 36,699

四番町図書館の仮施設整備・運営（P130） 443,143 71,500 371,643

その他

夢の島東少年野球場（P124） 拡充 133,111 6,382 126,729

スポーツ振興基本計画の改定（P125） 新規 3,457 0 3,457

外濠公園総合グラウンド整備（P168） 57,000 200,000 △ 143,000

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

31予算額 30予算額

区民が自主的に学習活動に取り組み、また、スポーツに親し

める環境づくりを進めます【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 28】 4 

●区民一人ひとりが、多様な学習活動の機会を得て交流を深め、生涯にわたって学びを深

めることができ、その成果を活かすことのできる生涯学習社会となっている。 

●東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機に、スポーツへの関心

が高まり、区民がスポーツ・運動を通じて、様々な人たちと交流し、健康で生き生きと

生活している。 



▶生涯学習・スポーツ課 

（オリンピック・パラリンピック担当課長） 

平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 Ｌｅｔ’ｓ２０２０ 
 55,663 千円 

( ―  千円) 

 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会まで残り１年余となり、平成

31年度は、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運の醸

成など、取組みを進める実質的な最終年度となります。そこで、子どもと地域住民

が参加できる行事などを活用した気運醸成事業の実施や補助制度を拡充し、大会へ

の気運をさらに高めていきます。 

 

（１）区立学校などを会場としたイベント展開 

   区内の幼稚園・保育園や小・中学校を会場に行っている園・学校行事のほ

か、園児や児童・生徒と地域の方が一緒に参加（参観）・交流を行っている既存

の行事・イベントにおいて、アスリートを招聘し、区内開催競技の体験などを

実施するとともに、新たなイベントを企画するなど東京 2020オリンピック・

パラリンピック競技大会に向けた気運を高め

る取組みを行います。 

    なお、事業の実施にあたっては、事業者を 

  公募のうえ決定し、効果的・効率的で、より 

 地域が一体となって盛り上がれるような企画 

としていきます。 

 

（２）東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会気運醸成事業補助金 

  区内に所在する団体・企業・私立学校が、オリンピアン・パラリンピアンな

どのアスリートや有識者を招き、体験会や講演会などを実施した際の、委託に

係る経費や会場費、謝礼などに補助金を交付しています。 

  平成 31年度は、この補助制度を平成 30年度に続き、更に拡充します。 

 

 

 

 

POINT Ｌｅｔ’ｓ２０２０ではどのようなことを行うのですか？ 

実際の内容は、例えば、アスリートとの触れ合い 

を通じた、区内開催オリンピック・パラリンピック 

競技の体験やデモンストレーション、地域の文化団 

体による伝統文化の発表、また、区民体育大会にお 

けるパフォーマンスなど、より多くの方の気運醸成 

に資するような取組みを進めていきます。  

 

平成 29年度 
補助率：2分の 1 
補助限度額：50万円 

 

平成 30年度 
補助率：3分の 2 
補助限度額：50万円 

 

平成 31年度 
補助率：4分の 3 
補助限度額：100万円 

 

▲車いすバスケットボール体験 

▲空手体験 



▶生涯学習・スポーツ課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 夢の島東少年野球場 
 133,111 千円 

( 6,382  千円) 

  運営一般  11,890 千円 

拡充 

 

 

 維持補修等  121,221 千円 

夢の島東少年野球場は、青少年のスポーツ活動を通した健全育成を目的として、

昭和 59年から東京都所有の埋め立て造成地の一部を借り受けているもので、主に

区内少年野球チームが使用しています。 

海沿いという立地上、風雨による土砂の飛散や流出、芝根の成長などにより、グ

ラウンドの凹凸が著しく、区の定期的な維持補修では限界に来ており、プレーに支

障をきたしています。 

また、野球場周辺に屋根のある施設がなく、昨今のゲリラ豪雨や猛暑による熱中

症対策として退避場所の設置が必要です。 

そこで、平成 31年度にグラウンドの改修及び退避施設の新設工事を実施し、機

能性・安全性が十分に確保された少年野球場を整備します。 

 

施設整備の概要 夢の島東少年野球場改修工事 

●所在地 ●延床面積 ●整備費 

江東区夢の島三丁目３

番 28（１）のうち 

19,509㎡ 

（江東区との共用部分

4,955㎡部分を含む） 

121,221千円 

●整備スケジュール 

平成 31年６月 

～８月 グラウンド改修工事 

      ９月 グラウンド利用開始 

平成 31年 12月 

～平成 32年１月 退避施設新設工事 

2月  退避施設利用開始 

 

POINT 改修工事概要 

 グラウンド内野面・外周部の整備、雨水排水設備設置（浸透桝２か所）、ダッグ

アウト新設（４か所）、退避施設設置（２棟、エアコン設置・断熱・電気工事含む） 

※グラウンド改修工事期間は、サンケイスポーツセンター（埼玉県三郷市）の少

年野球場を代替施設として利用します。 

 



▶生涯学習・スポーツ課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 スポーツ振興基本計画の改定 
 3,457 千円 

( ―  千円) 

 区では、平成 20年３月に区における生涯スポーツ社会の実現に向けて『スポー

ツが育む、豊かな “こころ”と“からだ”。スポーツがつなぐ、“ひと”と“地

域”』を基本理念とする「千代田区スポーツ振興基本計画」を策定しました。平成

25年６月にはこれを改定した「改定千代田区スポーツ振興基本計画」を策定し、総

合型地域スポーツクラブの設立などさまざまな事業を展開してきました。 

 区では、平成 29年４月に住民基本台帳人口が６万人を超え、今後もさらに人口

増加が見込まれます。また、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会が

開催されることから、スポーツへの関心が高まっており、大会後のレガシーも見据

えていく必要があります。 

こうした状況を踏まえ、区では子どもから高齢者まで、障害の有無に関わらず全

ての区内在住・在勤・在学者がスポーツに親しむ環境を整備することで、区ならで

はの「スポーツ文化」を育み、未来につなぐため、新たなスポーツ振興基本計画を

策定します。 

 

 POINT スポーツ振興基本計画策定のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年４月 

平成 31年１月 

平成 31年 4月 

平成 32年 2月 

平成 32年５月 

平成 32年 10月 

 

骨子・構成等の検討 

区から計画検討委員会へ

素案の提案 

計画検討委員会にて 

素案の検討・作成 

計画検討委員会から区へ

素案への提言 

区から区民へパブリックコメント

の実施・計画検討委員会へ報告 

新計画策定 

新計画スタート 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

ちよだ生涯学習カレッジ 

 

 22,862 千円 

拡充・独自 ▶生涯学習・スポーツ課 ( 22,052  千円) 

 

平成 28年 10月に開校した「ちよだ生涯学習カレッジ」は、平成 30

年度に第１期の卒業生を輩出しました。卒業生は、カレッジでの学びの

成果を活かし、「学びと地域のコーディネーター」として地域のさまざま

な場面で活動を始めています。 

引き続き、より多くの区民などが生涯にわたって学びを深めることが

でき、その成果を地域で活かすことができるよう、本事業の周知を強化

するとともに、卒業生による自主的な活動をより一層支援していく必要

があります。 

平成 31年度は、卒業生が始めた活動の経費を一部補助し、地域での

活動がより広がり、持続するよう支援します。 

現状 

在籍者数：第２期生 17名 

（平成 29年 10月入学、平成 31年７月卒業予定） 

     第３期生 27名 

（平成 30年 10月入学、平成 32年７月卒業予定） 

コース名：「学びと地域のコーディネーター養成コース」 

     「千代田まちマイスターコース」 

新スポーツセンター基本構想の策定 

 

 5,280 千円 

 
▶生涯学習・スポーツ課 

（オリンピック・パラリンピック担当課長） 

 

( 6,090 千円) 

 

 区では、老朽化した現在のスポーツセンターを多様化する利用ニーズ

や、社会環境の変化に対応した、誰もが利用しやすい新スポーツセンタ

ーとして整備するための検討を進めています。 

平成 30年度は、学識経験者や区内各団体の関係者、区民等で構成す

る「新スポーツセンター基本構想検討会」を設置し、５回の検討会を経

て、コンセプトや基本方針、導入する機能や施設などについてまとめた、

千代田区新スポーツセンター基本構想（素案）を策定しました。 

平成 31年度は、建設地が決定した段階で、施設の建設可能面積の

算出や導入する施設などを確定し、基本構想の策定をめざします。 

 



 

 
 

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。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

文化資源の見える化の展開

文化財サインの更新（再掲） 27,227 36,886 △ 9,659

文化芸術の秋フェスティバルや文化芸術鑑賞事業の展開

文化芸術鑑賞事業 独自 29,069 28,849 220

文化芸術の秋フェスティバル 9,786 9,686 100

障害者アート世界展２０２０（P128）
新規
独自

13,000 0 13,000

ちよだアートスクエア 10,568 13,916 △ 3,348

区立図書館サービスの充実

図書館・図書文化館事業運営（再掲） 883,537 846,838 36,699

四番町図書館の仮施設整備・運営（再掲）
（P130）

443,143 71,500 371,643

その他

文化芸術プランの改定（P129） 新規 7,132 0 7,132

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

31予算額 30予算額

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 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 29】 

5 

●豊かな文化資源を広く紹介できるよう、標柱・説明板等のデザインが刷新され、ＩＣＴ

技術の活用により、内外からの来街者にわかりやすいものになっている。 

●文化芸術の鑑賞や創作への区民参加、文化芸術活動が促進され、区民生活に潤いがも

たらされている。 

●図書館サービスが一層充実され、千代田ゲートウェイ（知識の入口）・知の拠点として、

活用されている。 



▶文化振興課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 

独自 
障害者アート世界展２０２０ 

 13,000 千円 

( ―  千円) 

 区では障害者アート支援事業として、アーツ千代田 3331 において、芸術の全国

公募展である「ポコラート全国公募展」を８回実施してきました。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、今まで日本国

内からの応募作品による公募展として実施してきたものを、文化の祭典として国外

からの作品も集結し、国内外の文化交流を促す「障害者アート世界展２０２０」へ

発展させ、平成 32 年度に実施します。 

平成 31 年度は、「障害者アート世界展２０２０」の開催に向け、各国における障

害者アーティストなどによる芸術作品について、事前調査を行います。 

 

POINT ポコラートとは？ 

「ポコラート（POCORART）」とは Place of “Core+Relation ART”の略

称であり、障害の有無に関わらず自由な表現の場を生み出すべく、スタートした

芸術の全国公募展です。 

初回は障害のある人たちの公募展として行われましたが、第２回から、障害の

あるなしに関わらず一人のアーティストとして、さまざまな表現を受け入れる公

募展として発展してきました。平成 30 年度開催の第８回ポコラート全国公募展

では全国から 1,200 点以上の作品が集まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ポコラート全国公募展 vol.8 入選展 

 



▶文化振興課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 文化芸術プランの改定 
 7,132 千円 

( ―  千円) 

 区の文化芸術振興施策を総合的・計画的に実施するため、区では文化芸術基本条

例に基づき、千代田区文化芸術プラン（第三次）を平成 27年に策定しました。現

在のプランが平成 32年３月で終了するため、第三次プラン策定後の社会情勢の変

化などを踏まえ、文化芸術プランを改定します。 

 なお、改定にあたっては、区民の方も委員として参加する検討委員会を組織し、

プランの検討を進めます。 

 

  

POINT 文化芸術プランについて 

〇文化芸術プランとは 

 区の「基本構想」とその道すじを具体化するための「基本計画」における分野別

計画で、文化芸術施策を具体的に推進するために策定するものです。文化芸術の振

興には、区民一人ひとりの主体的な活動が不可欠であり、ひいては区の「文化力」

の向上、発展につながっていきます。 

 第四次プランでは平成 36年度までの５年間で重点的に取り組む内容を示し、文

化芸術を通して千代田区の未来を拓いていきます。 

 本プランを足がかりとして、将来にわたって恒常的に文化芸術の視点から区の施

策を見直し、新たな取組みを進める姿勢を継続させ、区の「文化力」の向上のため

の継続的かつ発展的な取組みにつなげていきます。 

〇策定スケジュール 
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平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

四番町図書館の仮施設整備・運営  443,143 千円 

 ▶文化振興課 ( 71,500  千円) 

 

四番町図書館は、築 32年が経過しており、建物全般にわたる経年劣

化が進んでいるとともに、図書館施設の狭隘さを抱えているため、隣接

する四番町保育園・児童館、区営四番町住宅等も含めた一体的な施設整

備を行います。 

新四番町図書館が整備されるまでの間、地域住民の方への図書館サー

ビスを継続して実施するために、仮施設を確保し、図書館業務を行うた

めの整備を進めていきます。 

 



 

 
 

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。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

様々な活動主体の連携、協働への支援

地域コミュニティ醸成支援 9,034 8,798 236

コミュニティ活動事業助成 13,950 13,950 0

町会・連合町会への支援

町会・連合町会補助金 60,742 61,012 △ 270

昼間区民との連携

大学等との連携 9,756 9,748 8

出張所・区民館の整備

（仮称）外神田一丁目公共施設整備（再掲）
（P132）

559,900 332,509 227,391

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

31予算額 30予算額

地域力の向上を支援します【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 30】 6 

●地域に住み、働き、学び、集う全ての人や団体が、「住みやすいまち、居心地のよいま

ち」をつくるという共通目標に向かって相互に連携・協働し、主体的な活動が行われて

いる。 

●町会、大学、企業などの交流が活発化し、地域の絆がより強まっている。 



▶万世橋出張所 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 （仮称）外神田一丁目公共施設整備 
 559,900 千円 

( 332,509  千円) 

  工事費  510,000 千円 

  工事監理委託料  40,000 千円 

  事務費  9,900 千円 

秋葉原地域は、日本全国はもとより海外からも多くの観光客が訪れ、「電気の街」、

「ポップカルチャーの聖地」とも言われる代表的な観光地です。また、ＪＲ秋葉原駅、

御茶ノ水駅や地下鉄神田駅、淡路町駅、小川町駅に近接しており、交通の利便性が高

い地域であるとともに、神田須田町・淡路町と秋葉原駅周辺の地域の結束点に位置し

ています。 

とりわけ外神田一丁目地区は、神田川や万世橋、ＪＲ中央本線高架のレンガアーチ

などに近接しており、都心部に残された貴重な水辺空間を活用し、秋葉原全域の魅力

や価値を引き立てる潜在力を持っています。 

以上のような地域特性を踏まえ、平成 31 年度は、万世橋出張所・区民館、子ども

の施設などを主とする公共施設の建設工事を引き続き行い、平成 32 年度秋の開設を

めざします。 

 

POINT （仮称）外神田一丁目公共施設の建設地 

  

 

施設整備の概要 （仮称）外神田一丁目公共施設 

●所在地 ●延床面積 ●階数 

外神田一丁目１番 13 号 3,651.44 ㎡ 地上８階、地下 1 階 

●整備費（設計を含む） ●主な機能 ●開設予定 

約 3,458 百万円 出張所、区民館など 平成 32 年度 

●整備スケジュール 

  平成 30～32 年度 建設工事 平成 32 年度 開設 

東京国道事務所 

万世橋出張所 

万世橋出張所・区民会館 

外神田一丁目公共施設 
神田川護岸（北側） 



 

 
 

性別による不平等がなく、誰もが自分らしい生き方を選ぶことができ、その選択が認めら

れて参画できる社会の実現をめざします。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

男女共同参画センターＭＩＷの運営

男女共同参画センター運営 49,864 51,775 △ 1,911

仕事と子育ての両立への支援

中小企業従業員仕事と家庭の両立支援 独自 6,750 6,950 △ 200

その他

男女平等推進行動計画の推進（P134） 拡充 883 356 527

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

31予算額 30予算額

男女共同参画社会の実現をめざします 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 32】 
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●性別にかかわらず一人ひとりが個人として尊重され、その個性と能力が発揮できている。 

●ライフステージに応じた支援の充実により、働きたい人が、働き続けられている。 

●一人ひとりの仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現されている。 



▶国際平和・男女平等人権課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 男女平等推進行動計画の推進 
 883 千円 

( 356  千円) 

 区は、男女共同参画推進施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、

平成 28年３月に「第５次千代田区男女平等推進行動計画」を策定しました。 

 第 5次計画は、社会情勢などの変化を踏まえ、女性の活躍の推進や男性の家事・

育児への参画、仕事と生活の調和、性的マイノリティへの配慮など新たな視点を加

え、基本理念である「性別による不平等がなく、だれもが自分で生き方を選ぶこと

ができ、その選択が認められて参画できる社会の実現」に向けて取り組んでいま

す。 

 平成 31年度は、平成 29年度から人権週間（12月 4日～10日）の中で１～２

日実施していた「性的マイノリティ相談会」を「ＬＧＢＴｓ相談」として月１回に

拡充します。ＬＧＢＴｓ相談を定期的に実施することにより、性自認や性的指向で

悩んでいる方や生きづらさを感じている方又はそのご家族などを支援します。 

   

POINT ＬＧＢＴｓ相談とは？ 

Q ＬＧＢＴｓとは何ですか？ 

A ＬＧＢＴｓとは、Ｌ：レズビアン（女性同性愛者）、Ｇ：ゲイ（男性同性愛者）、

Ｂ：バイセクシュアル（両性愛者）、Ｔ：トランスジェンダー（心と体の性が一

致しない人）の頭文字と、それ以外の多様な性の存在をｓで表しています。 

 

Q ＬＧＢＴｓ相談はどこで行うのですか？ 

A 区役所 10階にある男女共同参画センターＭＩＷの相談室で行います。 

 

Q どのような人が相談員になるのですか？ 

A ＬＧＢＴｓの相談支援経験が豊富な相談員がお話を伺います。 

秘密は厳守します。 

 

Q どのような人が相談できますか？ 

A 当事者やそうかもしれないと悩んでいる方、そのご家族などからの相談に対

応します。 

     



 

 
 

ドメスティック・バイオレンス（DV）※１、いじめや虐待、ハラスメント※２などすべての

暴力をなくし、安全・安心な社会を実現します。 

 

※１ ドメスティック・バイオレンス（DV）とは、配偶者または事実婚のパートナー等の親密

な関係にある相手からの身体的・経済的・性的暴力をいいます。 

※２ ハラスメントとは、嫌がらせのことをいいます。性的な言動による「セクシャル・ハラ

スメント」や、職権などの権力を背景にした「パワー・ハラスメント」、妊娠や出産者に

対して行われる「マタニティ・ハラスメント」などがあります。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

DV被害者への支援事業

DV対策の推進（P136） 拡充 6,923 5,204 1,719

児童の虐待防止・早期発見

要保護児童等支援事業（再掲）（P50） 新規 43,836 0 43,836

子どものいじめ防止対策

心の教育の推進（再掲）（P59） 独自 7,506 9,379 △ 1,873

「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

31予算額 30予算額 増(△)減額

人権侵害のない社会をめざします 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 33】 
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●DV やハラスメント、いじめや虐待等を許さない人権意識が区民全体に浸透している。 

●児童相談所を含め関係機関の連携が円滑となり、一人ひとりの子どもの人権が尊重され

ている。 

●暴力によって尊厳を傷つけたり、年齢・性別・国籍・障害等による偏見・差別がなく、

発言や能力を妨げる行為のない地域社会が実現されている。 

 



▶国際平和・男女平等人権課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 ＤＶ対策の推進 
 6,923 千円 

( 5,204  千円) 

 区では、配偶者など親しい間柄での暴力（ＤＶ・デートＤＶ）対策として、男女共

同参画センターＭＩＷにおける一般相談・法律相談や、ＤＶ被害者が裁判所、弁護士

事務所などへ行く際の付添いを行う同行支援事業などを行っています。 

配偶者暴力相談支援センター（以下「センター」という。）の設置は、平成 13年

に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づ

き、都道府県に義務付けられていましたが、平成 19年の法改正により、区市町村

に対しても努力義務とされています。 

近年、児童虐待の通報件数が増加していますが、児童虐待とも密接に関係する

DV被害の早期発見・早期支援を可能にするため、センターの機能に関する検討を

開始します。平成 31年度は、センターの機能に関する基礎調査を行い、千代田区

の地域特性を踏まえたセンターの役割、機能、利用イメージなどの検討を行いま

す。 

 

POINT 配偶者暴力相談支援センターとは？ 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第３条第 2項に、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、区が設置する適切な施設

において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう

努めるものとする、と規定されています。 

 

【配偶者暴力相談支援センターの機能（例）】 

① 相談や相談機関の紹介 

② カウンセリング等による心身回復 

③ 緊急時における安全の確保及び一時保護 

④ 自立して生活するための情報提供やその他の援助 

⑤ 保護命令制度に関する情報提供やその他の援助 

⑥ 被害者を移住させ、保護する施設の利用に関する情報の提供やその他の援助 

※6つの機能は他機関（警察や東京都等関係機関を含む。）と連携できます。 

 



 

 
 

区民や地域の主体的・自主的な国際交流・協力や平和活動を推進するとともに、外国人住

民も暮らしやすい共生の地域づくりを進めます。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

交流機会の創出・提供／国際交流・協力ボランティアの活用

区民国際平和交流（P138）
拡充
独自

2,490 1,987 503

講座・講習会等の実施

地球市民講座 1,275 1,442 △ 167

区民参加の海外事情調査 9,811 10,006 △ 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

31予算額 30予算額 増(△)減額

国際交流・協力や平和活動を推進します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 35】 
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●区民の平和に対する意識が高まっている。 

●区民と地域で活動する（住み・働き・学ぶ）外国人が主体的・自主的に交流を図り、外

国人にとって地域で快適に過ごせる環境が整備されている。 



▶国際平和・男女平等人権課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
区民国際平和交流 

 2,490 千円 

( 1,987  千円) 

 区では、国際理解の促進と恒久平和の確立のため、諸外国・諸自治体・諸都市と区

民を含めた様々な交流を推進しています。 

平成 31年度は、区と区内大使館等との連絡会議を定期的に開催し、情報共有を行

うとともに、大使館と共催でイベントなどを実施します。イベントなどを通して区民

の国際交流をより一層推進し、相互理解や多文化共生をはじめ、さまざまな分野にお

ける相互協力や国際平和の確立へとつなげていきます。 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、訪日外国人

のさらなる増加が見込まれるため、国際交流・協力ボランティアバンク登録者の活用

と併せて、区の歴史・文化・見どころ等の魅力をＰＲできるボランティア養成に取り

組みます。 

 

POINT 区内大使館等との連携・区独自ボランティア養成の概要 

〇区内大使館等との連携 

平成 29 年度はチュニジア大使館、平成 30 年度はパラグアイ大使館と共催で

国際交流イベントを実施しています。 

区内には 15 か国の大使館等があるため、国際交流イベントを通じてより多く

の国と交流を深め、連携を強化することを目的として、平成 30 年度に区内大使

館等連絡会議を立ち上げました。平成 31 年度は定期的に連絡会議を開催するこ

とで顔の見える関係をつくり、国際交流のさらなる推進を図るとともにさまざま

な分野での相互協力体制構築をめざします。 

 

〇区独自ボランティアの養成 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の都市ボランティアを補完

し、千代田区を世界にＰＲするため、千代田区を知り、その魅力を来訪者に伝え

ることのできるボランティアを養成します。語学力を活かしたボランティアだけ

でなく、外国人への配慮や異文化の理解につながる養成講座を実施します。 

      



 

 
 

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。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

行政評価

行政評価制度の推進 11,351 11,899 △ 548

計画的な人材育成

職員研修 27,079 27,092 △ 13

職員研修（海外派遣研修） 7,176 7,176 0

職員提案の実施

企画財政一般事務費 10,327 11,112 △ 785

マイナンバー制度導入による事務の効率化

証明書コンビニ交付 20,924 124,166 △ 103,242

その他

住居表示台帳整備（P140） 拡充 11,500 20,396 △ 8,896

旧箱根千代田荘活用調査検討（P142） 新規 5,000 0 5,000

総合窓口の運営（P141） 拡充 159,873 157,147 2,726

ＲＰＡ・ＡＩ の導入（P191） 新規 35,970 0 35,970

公共用地の広場整備（P192） 新規 79,900 0 79,900

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

31予算額 30予算額

質の高い、効果的で効率的な区政運営を推進します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 37】〔190 ページに再掲〕 
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●行政評価の実施により区政の透明性が向上し、区民との信頼関係が構築されるととも

に、ＰＤＣＡサイクル※が確立され、効果的・効率的な区政運営が行われている。 

●機動力のある執行体制のもと、高い倫理観・使命感を持ち、区民の目線に立って自ら考

え行動できる職員が育つことにより、質の高い行政サービスが迅速に提供されている。 

●ユニバーサルデザインの考え方に基づく取組みが進み、ハード（施設整備等）・ソフト

（サービス提供等）の両面において区民満足度が向上している。 

●税や保険料の収納率向上、使用料等の受益者負担の適正化が進み、健全な財政運営や区

民負担の公平性の確保が図られている。 

●公共サービスが、最適な実施主体により運営されることで、コストの削減や効率性の向

上などの効果が表れるとともに、区民サービスが向上している。 

●ＩＣＴが活用され、区民の利便性が向上するとともに、事務の効率化が図られている。 

※ＰＤＣＡサイクルとは、施策や事務事業の企画・立案、実施、評価、見直し（Plan-Do-Check-

Action）のサイクルを継続して行うことにより、施策や事務事業を見直し、その結果を実施方

法の改善や予算へ反映させる手法をいいます。 



▶コミュニティ総務課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 住居表示台帳整備 
 11,500 千円 

( 20,396  千円) 

区では、建物に住居番号を付定するなどの住居表示業務を行っています。 

これまで、昭和 39年～昭和 55年に作成された台帳を手書きで加筆・修正して

きましたが、台帳の老朽化や事務処理の正確性・迅速性を向上させるため、平成 29

年度の町名変更に伴う該当地域（神田三崎町・神田猿楽町）の建物調査等に引き続

き、平成 30年度もその他の住居表示実施地域の建物調査と台帳などの整備・電子

データ化を進めています。 

平成 31年度には電子データ化した台帳などをもとに住居表示業務を管理するシ

ステムを構築・稼働し、より正確かつ迅速な住民サービスを実現していきます。 

 

POINT 「住居表示」とは何ですか？ 

Ｑ 「住居表示」とは？ 

Ａ 「住居表示」とは、住所の番号を街区符号である「番」と住居番号である「号」

によって住所を表示し、誰にとってもわかりやすくするものです。 

 

Ｑ 「住居表示」制度をなぜ実施する必要があったの？ 

Ａ 住居表示実施前の住所は、土地を管理する地番を番地として用いていました。

しかし、時代の経過とともに枝番、欠番、飛番ができたことなどにより、住所を

表示する手段としてふさわしくなくなりました。 

また、町の境界が入り組んでいたり、規模なども不統一であったり、郵便の配

達や訪問に大きな不便を感じるようになりました。 

そこで国は、このような問題を解消するため、「住居表示に関する法律」を制

定し、これに基づき千代田区では昭和 39年から住居表示が実施されました。 

 

Ｑ 現在、千代田区ではどのくらいの地域で住居表示が実施されているの？  

Ａ 平成 31年１月１日現在、千代田区の住居表示実施率は 74.10％となってお

り、残りの地域については、住居表示が実施されていない（地番で住所を表記

している）地域となります。 

 



▶総合窓口課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 総合窓口の運営 
 159,873 千円 

( 157,147  千円) 

総合窓口では、３Ｓ（スピード・スマイル・信頼）を基本理念に、来庁者に満足

いただけるサービスの提供をめざしています。住民異動などに伴う各種届出や関連

業務の受付をワンストップ（一箇所の窓口）で行うとともに、各種証明書の発行や

公金の収納なども行っています。また、区政などに関する相談・問合せや日常生活

相談に対応するため、区民相談及び区政情報コーナーの運営を行っています。 

平成 29年度から、区の窓口（総合窓口課・税務課・保険年金課・障害者福祉

課・千代田図書館・えみふる・各出張所）にタブレット端末を配置し、日本語が話

せない外国人の方や聴覚障害をお持ちの方に対して、テレビ電話による通訳サービ

スを提供しています。 

 

（１）外国語通訳 

タブレット端末を介したテレビ電話により英語・中国語・韓国語の通訳サービ

スを提供していますが、これら以外の言語を使用する外国人住民も増加傾向にあ

るため、平成 31年度から新たに９か国語を追加し、誰もが利用しやすい窓口を

めざします。 

 

（２）手話対応 

区は、「千代田区障害者の意思疎通に関する条例」を制定し、障害者の意思疎通

の手段に関して、選択の機会の確保と拡大に努めています。 

現在、タブレット端末のテレビ電話機能を利用して本庁舎の手話対応スタッフ

と出張所をつなぎ、出張所窓口でも手話対応が可能となっています。 

 

POINT 新たに９か国語を追加し、12か国語に対応します 

〇外国語通訳の対応言語 
 

 平成 30年度まで 平成 31年度～【拡充】 

対
応
言
語 

英語 

中国語 

韓国語 

英語 

中国語 

韓国語 

スペイン語 ポルトガル語 ベトナム語 

フランス語 フィリピン語 タイ語   

ネパール語 ヒンディー語 ロシア語 

３か国語 12か国語 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

旧箱根千代田荘活用調査検討 

 

 5,000 千円 

新規 ▶コミュニティ総務課 ( ―  千円) 

 

 旧箱根千代田荘については、平成 29年度までの庁内検討の結果を踏

まえ、平成 30年度には「低未利用区有財産活用調査検討」事業におい

て、区民や外部専門家などに幅広く意見を聞きながら多様な視点で活用

方策を検討してきたところです。 

平成 31年度は、これまでの経緯も踏まえた宿泊施設の事業化につい

てさらに検討を深めるとともに、併せて、福祉的な視点も踏まえた事業

化の可能性について検討します。 

 


	01_【00】H31予算の概要_地域振興部_00（部扉）_H291228
	02_１清潔で、風格ある、安全・安心なまちづくりを進めます（目標４）
	03_【01】H31予算概要（生活環境改善関連事業）310116
	04_【02】H31予算概要（防犯カメラ設置補助）310116
	05_２千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（目標９）
	06_【03】H31予算概要（地方との連携）310116
	07_【04】H31予算概要（観光協会運営補助）310116
	09_３中小企業や商工業の活性化を支援します（目標10）
	10_【05】H31予算概要（中小企業等経営支援）310116 
	11_４区民が自主的に学習活動に取り組み、また、スポーツに親しめる環境づくりを進めます（目標28）
	12_【06】Ｈ31予算概要（Let's2020）310116
	13_【07】Ｈ31予算概要（夢の島東少年野球場）310116
	14_【08】Ｈ31予算概要（スポーツ振興基本計画の改定）310116
	15_【09】【10】Ｈ31予算概要（ちよだ生涯学習カレッジ・新スポーツセンター基本構想の策定）310116
	16_５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（目標29）
	17_【11】H31予算概要（障害者アート世界展2020）0111
	18_【12】H31予算概要（文化芸術プランの改定）0111
	19_【13】H31予算概要（四番町図書館の仮施設整備・運営）
	20_６地域力の向上を支援します（目標30）
	21_【14】H31予算概要（（仮称）外神田一丁目公共施設整備）310111
	22_７男女共同参画社会の実現をめざします（目標32）
	23_【15】H31予算概要（男女平等推進行動計画の推進）0111修正版
	24_８人権侵害のない社会をめざします（目標33）
	25_【16】H31予算概要（DV対策の推進）310116
	26_９(イラスト追加)国際交流・協力や平和活動を推進します（目標35）
	27_【17】H31予算概要（区民国際平和交流）310116
	28_10質の高い、効果的で効率的な区政運営を推進します（目標37）
	29_【19】H31予算概要（住居表示台帳整備）310111
	30_【18】H31予算概要（総合窓口の運営）310115
	31_【20】H31予算概要（旧箱根千代田荘活用調査検討）0111

