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地域の合意に基づいて、「地区計画制度」など都市計画の諸制度を活用し、住宅とオフィ

ス・店舗等が調和した街並みや、街区内に緑、空間を配置するなど、良好な市街地の形成

を推進します。 

 

「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）

地区計画制度の活用

地区計画制度の適用（P150） 14,740 18,246 △ 3,506

地域別まちづくりの推進／公共空間の活用検討

地域別まちづくりの推進（P147） 独自 356,767 506,785 △ 150,018

その他

都市計画マスタープランの改定（P146） 13,327 13,986 △ 659

緑の基本計画の改定（P149） 新規 7,353 0 7,353

駐車場整備計画の改定（P149） 新規 10,030 0 10,030

地区整備プランの作成（P149） 9,615 3,240 6,375

九段下まちかど広場の維持管理（P150） 新規 9,457 0 9,457

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

地域ごとのまちづくりのルールをつくります 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標１】 

 

1 

●地域で共有されたまちづくりのルールの適用により、住宅とオフィス・店舗等が調和し

た街並みなど、良好な市街地の形成が進んでいる。 

●地域のまちづくりのルールを運用・活用するための団体（エリアマネジメント団体等）

が継続的に活動している。 



▶景観・都市計画課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 都市計画マスタープランの改定 
 13,327 千円 

( 13,986  千円) 

 区は、平成 10年 3月に都市計画マスタープランを策定し、区民・企業・行政の

三位一体によるまちづくりを積極的に進め、住機能の確保、住環境の向上を図ると

ともに、防災性の向上、緑化の推進、歩道の整備等、定住人口５万人の回復に向け

た取組みを進めてきました。 

一方、策定後 20年を経過し、まちづくりを取り巻く内外の環境が大きく変化す

るとともに、現行プランの目標年次（平成 30年～32年頃）も近づいています。 

現在のまちの動向を的確に把握し、現行プランに基づく都市計画の運用やまちづ

くり施策の成果・課題を検証しながら、今後のまちづくりの方向性を明らかにして

いくことが必要であり、平成 30年度は、現行プランの成果検証を行い、千代田都

市づくり白書の作成に取り組みました。 

こうした成果検証とまちづくりの方向性の検討を踏まえ、都市計画法に基づき、

区民やさまざまな関係者のご意見も伺いながら改定に向けて取り組みます。また、

新たなプランにおける進捗をマネジメントする仕組みについても検討を進めます。 

 

POINT 都市計画マスタープランとは何ですか？ 

都市計画マスタープランは、都市計画法に基づき「都市計画に関する基本的な

方針」を定めるものです。多様な主体との間でまちづくりの方向性を共有し、連

携・協働しながら、まちづくりに係る取組みを進めていくための指針となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▶地域まちづくり課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 地域別まちづくりの推進 
 356,767 千円 

( 506,785  千円) 

  秋葉原地域まちづくりの推進  5,012 千円 

  飯田橋・富士見地域まちづくりの推進  12,674 千円 

    

 

 神田駿河台地域まちづくりの推進  323,229 千円※ 

  神田駅周辺地域まちづくりの推進  15,852 千円 

 ※ うち 320,000 千円は、御茶ノ水駅聖橋口駅前広場整備に係る負担金 

１ 秋葉原地域まちづくりの推進 

秋葉原地域は、戦後の電気部品から家電、オーディオ、パソコン、ソフトへと

常に先見性を有しながら、世界に誇る「電気のまち」として発展を遂げてきまし

た。また、近年では、電気街としてだけでなく、日本を代表する文化のひとつと

して成長したアニメやゲーム、フィギュアなどのサブカルチャーの集積地・ＩＴ

産業の拠点として大きく変貌を遂げています。一方、外神田一丁目神田川沿岸地

区においては、川沿い空間における親水空間の整備や公共施設の機能更新が進ん

でいない状況が課題となっています。 

平成 31 年度は、神田川沿岸地区意見交換会において、外神田一丁目地区のま

ちづくりの検討を行っていきます。 

※万世橋出張所・区民館などの施設整備「（仮称）外神田一丁目公共施設整備」につ

いては、P132 参照 

■スケジュール 

［外神田一丁目地区］ 

平成 31 年度 外神田一丁目地区のまちづくりの検討 

 

２ 飯田橋・富士見地域まちづくりの推進 

飯田橋・富士見地域では、町会、商店会、大学、開発事業者、鉄道事業者など

とまちづくり協議会を設置し、地域で活動する方々と連携しながらまちづくりを

進めています。この協議会では、まちの将来像を共有するための基本構想を策定

し、その中で、地域の最重要課題として飯田橋駅及び駅周辺の環境整備が示され

ています。平成 27 年度からは長年の課題であったＪＲ飯田橋駅の安全対策に着

手し、新たなホーム設置に向けたさまざまな工事が現在進められています。 

平成 31 年度は、引き続きＪＲ飯田橋駅の安全対策や西口広場などの整備を推

進するほか、駅東口周辺で検討されている複数の開発計画の具現化や大神宮通り

沿道のまちなみガイドラインの検討に取り組みます。 

■スケジュール  

［飯田橋駅周辺地区］ 

平成 31 年度 飯田橋・富士見地域まちづくり協議会等運営支援 

 

 



３ 神田駿河台地域まちづくりの推進 

神田駿河台地域では、町会、商店会、大学、開発事業者、鉄道事業者などの地

域を構成する方々と「神田駿河台地域まちづくり協議会」を設置し、地域、行

政、事業者が連携・協働しながら、地域の課題解決に向けたまちづくりを進めて

います。特にこの地域では、近年、いくつもの大規模な開発事業が進められてき

ましたが、これらの開発に関しては、まちづくり協議会において計画の段階から

議論し、地域の環境改善につながる整備を進めてきました。 

平成 31 年度は、引き続きＪＲ御茶ノ水駅の聖橋口駅前広場整備やバリアフリ

ー対策などの駅改良に取り組むとともに、駅周辺の道路整備（明大通りの歩道拡

幅整備・お茶の水橋の長寿命化修繕）を計画的に進めていきます。また、駿河台

下交差点まちづくり協議会において、意見交換などを行いながら、交差点周辺の

まちづくりについての検討を行っていきます。 

■スケジュール 

［御茶ノ水駅周辺地区］ 

平成 31 年度 JR 御茶ノ水駅聖橋口駅前広場整備・駅改良工事 

平成 35 年度 JR 御茶ノ水駅聖橋口駅前広場供用開始（予定） 

 

４ 神田駅周辺地域まちづくりの推進 

神田駅周辺地域では、商業・業務・住居の各機能が調和し、活気とにぎわいが

あり、安全で安心して活動できるまちをめざすため、神田駅周辺環境整備懇話会

を設置し、地域と協働しながらまちづくりを進めています。懇話会では、｢駅｣

「みち」「まちなか」の将来像を共有し、駅周辺の環境整備について検討を行って

います。 

神田駅北口周辺地区においては、平成 23 年度から地区内の電線類地中化や道

路整備を推進するため、地域関係者等と協議を重ねながら計画を進めてきまし

た。平成 31 年度は、引き続き多町大通りを含めた地区内の電線類地中化につい

て、神田駅北口周辺道路整備推進協議会において、地域関係者と意見交換を行い

ながら整備を推進していきます。 

また、神田警察通り沿道においては、地域を構成する方々と「神田警察通り沿

道整備推進協議会」を設置し、地域の将来像を描き、その実現に向けた取組みを

進めています。平成 31 年度は、沿道だけでなくその周辺を含めた地域の魅力を

高め、道路や広場など公共的な空間のにぎわい形成を実現していくための検討を

行っていきます。 

■スケジュール 

［神田駅周辺地域］ 

平成 31 年度 神田警察通り沿道整備推進協議会運営支援、まちづくりの検討 

 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

緑の基本計画の改定 

 

 7,353 千円 

新規 ▶景観・都市計画課 ( ― 千円) 

 

 緑の基本計画は、都市緑地法第４条に基づき定める緑地の保全及び緑

化の推進に関する基本計画です。平成 10年 3月に現行の「千代田区緑

の基本計画」を策定して以来、都市における緑の機能や整備の考え方、

評価の視点などが変化してきました。 

現行計画の目標年次が近づくなかで、平成 30年度の「緑の実態調査」

などを踏まえた成果検証を行うとともに、地域特性に対応した緑の整備

やネットワーク化の推進に向け、都市計画マスタープラン改定との整合

を図りながら、緑の基本計画の改定の検討を進めます。 

駐車場整備計画の改定 

 

 10,030 千円 

新規 ▶景観・都市計画課 ( ― 千円) 

 

 駐車場整備計画は、駐車場法第 4条に基づき定める路上・路外駐車場

の需要・供給の現況や将来の見通しを勘案して、路上・路外駐車場の整

備に関して定めることができる計画です。 

平成 16 年 1 月に現行の「千代田区駐車場整備計画」を改定して以

来、自動車の使用・保有動向や駐車場需要の変化、まちづくりにおける

駐車場の課題など、駐車場を取り巻く状況が変化してきました。 

平成 31年度は、駐車場の需給現況はもとより、荷捌きや観光バスな

ど駐車需要の多様化の状況を把握するとともに、地域特性を踏まえたま

ちづくりの視点から駐車場の配置適正化に向けて、都市計画マスタープ

ラン改定との整合を図りながら、駐車場整備計画の改定の検討を進めま

す。 

地区整備プランの作成 

 

 9,615 千円 

 ▶景観・都市計画課、地域まちづくり課 ( 3,240  千円) 

 

都市計画マスタープランにおける地域目標の実現に向けて、地域の

人々とともにまちづくりの基本的方向性を検討し、将来の市街地像のイ

メージを共有化するため、調査の実施や整備構想の策定などを行いま

す。 

平成 31年度は、日本テレビ通り沿道のまちづくりの動向に合わせた

検討などに取り組みます。 

  



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

地区計画制度の適用 

 

 14,740 千円 

 ▶地域まちづくり課 ( 18,246  千円) 

 

区は、建築物の配置や空地・緑地などの公共的空間整備を総合的に誘

導できる地区計画制度を活用して、地域の方々とまちの将来像を共有し

ながら地域特性に応じたまちづくりに取り組んでいます。 

地区計画には、市街地環境の保全を主な目的とする一般型地区計画、

千代田区独自の住宅供給促進を主な目的とする千代田区型地区計画、大

規模建築物の建替えなどにあわせた都市基盤の再整備や改善を目的と

する拠点開発型地区計画など、さまざまなタイプがあり、地区の特性に

応じてまちのルールを定めています。 

現在の地区計画の策定状況は、一般型・千代田区型・拠点開発型を合

わせて、38 地区で決定されており、地区の面積は約 500 ヘクタール

で、皇居、北の丸公園などを除いて千代田区の約 63％に及んでいます。 

平成 31年度は、六番町偶数番地周辺地区の調査・検討を進めるとと

もに、新たな地区計画の策定に向けたまちづくりの動向に対応していき

ます。 

九段下まちかど広場の維持管理 

 

 9,457 千円 

新規 ▶地域まちづくり課 ( ― 千円) 

 

 九段下駅周辺に位置する九段南一丁目の民有地について、所有者が再

利用に着手するまでの間、区が広場として活用します。一般の区民など

に開放する「九段下まちかど広場」と子どもの遊び場事業用の広場とに

分けて整備し、平成 31年 4月から供用を開始します。 

「九段下まちかど広場」の部分は内堀通りに面しており、九段下界隈

の散策時の休憩などに活用いただけるよう維持管理していきます。 

        



 

 
 

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。 

 

「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）

様々な分野・主体との連携による住まい・住環境づくり

居住安定支援家賃助成 独自 9,115 9,235 △ 120

次世代育成住宅助成（P152） 独自 169,212 171,972 △ 2,760

マンション管理の適正化の推進

マンション管理の適正化の推進 独自 899 10,438 △ 9,539

既存住宅の更新・再生の推進

都市居住再生促進事業 独自 27,000 116,562 △ 89,562

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（P152） 335,430 294,579 40,851

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

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【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標２】 

 

2 

●様々な分野・主体との連携により居住の場としての魅力の向上に向けた取組みが進めら

れ、住みたいまち・住み続けたいまちが形成されている。 

●多様な人々がつながりや支えあいを実感し、それぞれのライフステージやライフスタイ

ルに応じた住まいを選択しながら住み続けることができるまちになっている。 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

次世代育成住宅助成 

 

 169,212 千円 

独自 ▶住宅課 ( 171,972  千円) 

 

 近年、人口の回復傾向が続き、子育て世帯が増加しており、子育て世

帯が安心して住み続けられる住まい・住環境づくりが求められていま

す。 

 そのため、区は、親元近居のために住替えを行う子育て世帯・新婚世

帯や、子どもの誕生・成長に伴い区内転居する子育て世帯を対象に、家

賃等の一部助成を実施しています。 

 この助成は、民間住宅ストックを活用しながら区内での定住や世代間

共助のライフスタイルを支援する区独自の事業です。親世帯と子世帯が

適度な距離感を保ちつつ、育児や介護等で互いに助け合う「近居」への

ニーズにも対応しながら、次世代の育成を担う子育て世帯などの居住を

支援します。 

 

（仮称）区立麹町仮住宅の整備 

 

 335,430 千円 

 ▶住宅課 ( 294,579  千円) 

 

 区営四番町住宅（保育園・児童館・区民集会室併設）及び区営四番町

アパート（図書館併設）の建替えの際の仮移転先として、（仮称）区立麹

町仮住宅を整備します。 

平成 31 年度は、引き続き仮住宅の本体工事を進め、平成 32 年度中

の入居者の仮移転をめざします。併せて、仮住宅使用後の利活用などに

ついて「旧千代田保健所麹町庁舎跡地利用検討協議会」において、地域

の方のご意見などを踏まえながら検討を行います。 

 

■施設の概要 

 ●施設名称 （仮称）区立麹町仮住宅 

 ●所 在 地 平河町二丁目７番４号 

 ●施設規模 延床面積 3,491.45 ㎡（地上 12 階、地下 1 階） 

       戸数：53 戸 

 ●整備経費 （解体・設計等含む）：約 2,607 百万円 

 

■スケジュール 

 平成 29 年 12 月～平成 32 年８月 新築工事（地下解体含む） 

 平成 32 年度中          開設（予定） 

     



 

 
 

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。 

 

「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）

自転車利用の推進

コミュニティサイクル事業（P160） 拡充 10,930 3,090 7,840

放置自転車対策（P154） 拡充 151,162 157,500 △ 6,338

自転車道の整備（P161） 65,000 124,000 △ 59,000

バリアフリー歩行空間の整備

電線類地中化の推進（P157） 788,020 487,020 301,000

歩道の設置・拡幅整備（P157） 202,200 249,000 △ 46,800

その他

監察業務の運営（再掲）（P155） 新規 11,904 0 11,904

駐車場整備計画の改定（再掲）（P149） 新規 10,030 0 10,030

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

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

橋梁の整備（P161） 1,144,302 1,666,200 △ 521,898

交通安全地域整備（ゾーン30等）（P162） 5,000 2,000 3,000

公園維持管理（清掃費）（再掲）（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

だれもが移動しやすい環境の整備を進めます 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標３】 

 

3 

●自転車道・自転車レーンや自転車駐車場が整備され、多くの人がコミュニティサイクル

を利用するなど、自転車が区民の日常の足として安全で快適に移動できる便利な手段と

なっている。 

●歩道や駅など、歩行空間のバリアフリー化が進み、誰もが安全に安心して移動すること

ができている。 



▶環境まちづくり総務課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 放置自転車対策 
 151,162 

 
千円 

( 157,500  千円) 

区内の駅周辺では路上放置自転車が多く、歩行者の通行の妨げになっています。

区はこれらの放置自転車をなくすことにより、歩行者の誰もが安全で安心して通行

できる歩行者空間を確保するとともに、まちの景観を向上させ、安全で快適な道路

環境づくりをめざしています。平成 31年度は、以下の地区を重点に取り組みます。 

 

（１）秋葉原駅周辺地区の取組み 

平成 30 年度は、秋葉原駅周辺放置自転車連絡会議メンバーなどの関係者と協

力して、自転車放置禁止のイベントなどによる周知や、休日撤去や短時間撤去の

実施、警告の強化などを行いました。平成 31 年度も引き続き関係者と連携・協

力し、放置自転車の削減に取り組みます。 

 

（２）東京駅・有楽町駅周辺地区の取組み 

平成 30 年度に有楽町駅周辺を「自転車等放置禁止区域」として新たに指定し

ました。これに加え、平成 31年度は 100台規模のコインパーキングの設置に向

けて取り組みます。また、東京駅周辺地区についても「自転車等放置禁止区域」の

指定に向けた取組みを進めていきます。 

 

（３）神田駅周辺地区の取組み 

神田駅周辺は、平成 29年度の調査で放置自転車が区内で最も多い地区となり、

重点的な取組みを行っている地区です。神田駅の周辺には、年間登録制の自転車

駐車場が２か所設置されていますが、それに加え一時利用者向けのコインパーキ

ングを設置します。今後も放置自転車対策重点地区として、駅周辺の状況を見な

がら効果的な対策を講じていきます。 

 

POINT 放置自転車台数の推移（原動機付自転車・バイク含む） 

 

 

※平成 27年度から平成 29年度は都内主要駅放置自転車台数調査、平成 30年度は区調査。 

平成30年度

順位 台数 順位
台数

(前年比増減)
順位

台数

(前年比増減)

台数

(前年比増減)

秋葉原駅 2位 597台 14位
306台

(▲291台)
10位

305台

(▲1台)

306台

(+1台)

東京駅 5位 461台 19位
289台

(▲172台)
52位

169台

(▲120台)

101台

(▲68台)

神田駅 10位 352台 14位
306台

(▲46台)
7位

338台

(＋32台)

229台

(▲109台)

平成27年度 平成28年度 平成29年度



▶環境まちづくり総務課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 監察業務の運営 
 11,904 

 
千円 

( ―  千円) 

区の管理する道路や公園などの土木施設で、屋台や立て看板などの放置や営業行

為などの不正使用が増え、多くの人々の迷惑となっています。なかでも、日常的に

さまざまな人が往来する道路上にまで店の飲食スペースを拡げたり、屋台や立て看

板などを置いたりする行為は、円滑な往来を妨げるばかりでなく、道幅を狭め、交

通事故の原因にもつながることから、より一層の対策が求められています。 

 こうした状況を踏まえ、土木施設の不正使用の未然防止を図ることや、不正使用

に対する注意・指導を行うためのパトロールを強化し、安全・安心なまちづくりを

進めていきます。 

 

POINT 監察パトロールの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 31 年度は、特に日常パトロールを強化します。 

 

移送・保管

ホームレス対応 状況確認（本人への確認）

福祉所管部署への連絡

監察パトロール
ホームレス対応 状況確認（本人への確認）

福祉所管部署への連絡

緊急出動(苦情対応等) 状況確認 物件（看板・不法投棄） 注意・指導

行政指導

移送・保管

日常パトロール 軽微な違反 注意・指導（随時）

悪質な物件 行政指導



▶道路公園課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 公衆トイレのリフレッシュ 
 425,000 千円 

( 135,000  千円) 

 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、区内 32か所の公衆

トイレ・公園トイレの一斉改修を実施し、だれもが安全・安心・快適に利用できる

ユニバーサルデザインを取り入れたトイレ環境の整備を進めます。 

 平成 30年度は、10か所の設計と４か所の整備を実施しました。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のマラソンコース周辺のト

イレを優先的に整備します。 

■スケジュール 

平成 31年度 設計・改修工事 

平成 32年度 改修工事 

 

POINT 主な整備内容 

（１） バリアフリーやおもてなし向上のための設備 

・和式便器の洋式化、段差解消、手すり、小物置、 

ベビーチェア、おむつ替えシート、温水洗浄便座 

 

（２） ユニバーサルデザイン等による利用案内 

・わかりやすいピクトグラムの採用 

・多言語表記（日・英・中・韓） 

 

（３） 清潔性や安全を確保するための工夫 

・汚れにくく耐久性の高い素材の採用 

・乾式清掃仕様の床材、壁掛け式便器 

 

（４） 環境への配慮と光熱水費の削減 

・節水型トイレの採用、ＬＥＤ照明 

・自動水洗、自動洗浄便器 

 

（５） 千代田区にふさわしい風格あるデザインの採用 

・区の花「桜」、区の木「松」、区の鳥「白鳥」をモチーフに伝統色で表現 

 

 

 

 

 

 

 

▲ピクトグラム 

▲壁掛け式便器 

▲自動水洗 

男子トイレ 

ベースカラー：紺青色 

アクセント ：白練色 

モチーフ  ：白鳥 

女子トイレ 

ベースカラー：緋色 

アクセント ：桜色  

モチーフ  ：さくら 

だれでもトイレ 

ベースカラー：鶸
ひわ

色 

アクセント ：松葉色  

モチーフ  ：まつ 

▲おむつ替えシート 

▲ベビーチェア 

▲多言語表記 



▶道路公園課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 バリアフリー歩行空間の整備 
 990,220 千円 

( 736,020  千円) 

  電線類地中化の推進  788,020 千円 

  歩道の設置・拡幅整備  202,200 千円 

 誰もが安全で快適に移動できるまちをめざして、道路のバリアフリー化を推進し

ています。その中で、災害時の円滑な救援活動に資するとともに、歩行空間の確保

や景観の向上に寄与するため、電線類の地中化及び歩道の設置・拡幅整備に取り組

んでいます。 

 平成 31年度は、４地区で電線類地中化に取り組みます。また、歩道の設置・拡

幅は、１地区で設計、３地区で工事に取り組みます。 

 

POINT 各地区のスケジュール 

〇電線類地中化の推進 
・大神宮通り地区 富士見２－３～飯田橋１－６ 延長約 400ｍ 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度以降

道路整備工事電線共同溝工事

 
・多町大通り南周辺地区 内神田３－23～内神田３－20 延長約 487ｍ 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度以降

電線共同溝工事 道路整備工事支障移設工事

 
   ・二七通り地区 三番町 18～九段南３－１ 延長約 410ｍ 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度以降

電線共同溝工事 道路整備工事支障移設工事

 
   ・和泉公園周辺地区 神田佐久間町２－18～神田和泉町２ 延長約 410ｍ 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度以降

道路整備工事電線共同溝工事

 
※地中化事業の実施にあたっては、地元協議会等を設置して、地域と協議・調整しな

がら推進していきます。 

 

〇歩道の設置・拡幅整備 

 ・明大通り  平成 31年度 設計・工事 

 ・大門通り  平成 31年度 工事 

 ・代官町通り 平成 31年度 工事※ 

  （※「北の丸公園周辺地域整備の推進」に予算を計上） 

 



平成31年度 主な整備予定箇所
環境まちづくり部 道路公園課

水道橋駅
飯田橋駅

市ケ谷駅

四ツ谷駅

日
本
橋
川

(地-３) 電線共同溝整備
(二七通り地区)

(東-１) 東郷元帥記念公園改修整備

(歩-２) 歩道拡幅工事
(明大通りⅡ期)

(地-１) 電線共同溝整備
（大神宮通り地区)

(自-１)自転車通行環境整備
（国会通り他）

(北-１) 歩道拡幅工事
(代官町通り)

(北-２) 九段坂公園改修整備

(外-１) 外濠公園総合グラウンド整備
（調査・設計）

（維-２）道路補修工事
（国会通り）

(公-１)錦華公園調査委託

（橋-２）後楽橋補修・補強（設計）

（橋-３）雉子橋補修・補強（設計）



東京駅

有楽町駅

神田川

秋葉原駅

御茶ノ水駅

神田駅

(地-４) 電線共同溝整備
(和泉公園周辺地区)

(地-２) 電線共同溝整備
(多町大通り南周辺地区）

(歩-１) 歩道拡幅工事
(大門通りⅢ期)

（橋-１）橋梁補修・補強工事
（お茶の水橋）

(自-２)自転車通行環境整備
（神田警察通りⅡ期 設計）

(サ‐２)交通安全施設工事
(東京国際フォーラム脇歩道)

（維-１）道路補修工事
（秋葉原駅西側交通広場）

(常-１)国史跡常磐橋の修復

★北の丸公園周辺地域整備の推進

北-１ 歩道拡幅工事 代官町通り

北-２ 九段坂公園改修整備 九段坂公園

★バリアフリー歩行空間の整備≪電線類地中化の推進≫

地-１ 電線共同溝整備 大神宮通り地区

地-２ 電線共同溝整備 多町大通り南周辺地区

地-３ 電線共同溝整備 二七通り地区

地-４ 電線共同溝整備 和泉公園周辺地区

★バリアフリー歩行空間の整備≪歩道の設置・拡幅整備≫

歩-１ 歩道拡幅工事 大門通りⅢ期

歩-２ 歩道拡幅工事 明大通りⅡ期

★橋梁の補修

橋-１ 橋梁補修・補強工事 お茶の水橋

橋-２ 橋梁補修・補強工事 後楽橋（設計）

橋-３ 橋梁補修・補強工事 雉子橋（設計）

★自転車通行環境整備≪自転車道の整備≫

自-１ 自転車道の整備 国会通り他

自-２ 自転車道の整備 神田警察通りⅡ期（設計）

★維持補修等

維-１ 道路補修工事 秋葉原駅西側交通広場

維-２ 道路補修工事 国会通り

★道路標示工事・交通安全施設工事（オリ・パラ関連）

サ-１ 道路通称名設置工事 千代田区管内

サ-２ 交通安全施設工事 東京国際フォーラム脇歩道

★交通安全地域整備（ゾーン３０）

交-１ 交通安全地域整備（ゾーン３０） 千代田区管内

★公衆トイレのリフレッシュ

便-１ 公衆トイレのリフレッシュ 千代田区管内

★公園維持管理

鉄-１ 鉄道施設沿い法面樹木の安全管理 外濠公園他

★公園・児童遊園の整備

公-１ 錦華公園調査委託

公-２ 公園サイン施設工事 千代田区管内

★国史跡常磐橋の修復

常-１ 国史跡常磐橋の修復

★外濠公園総合グラウンド整備

外-１ 外濠公園総合グラウンド整備 調査・設計

★東郷元帥記念公園の整備

東-１ 東郷元帥記念公園改修整備

平成31年度 主な整備予定箇所一覧表



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

コミュニティサイクル事業 

 

 10,930 千円 

拡充 ▶環境まちづくり総務課 ( 3,090  千円) 

 

 区は、環境意識の向上やまちの魅力向上、放置自転車の削減など幅広

い効果を期待し、平成 26 年 10 月にコミュニティサイクル事業（ちよ

くる）を開始しました。平成 30 年 12 月末時点では、区内のポート数

は 76 か所となり、累計利用回数は 200 万回を超え、公共交通を補完

するサービスとして定着しています。 

また、周辺区との広域連携も、平成 30 年４月から９区（千代田区・

中央区・港区・新宿区・文京区・江東区・品川区・大田区・渋谷区）と

なり、利便性もますます向上しています。 

 平成 31 年度は、課題となっている、各ポートへのバランスの良い自

転車の再配置を工夫するなど、区民利用のさらなるサービス向上に努め

ていきます。 

 

公衆・公園便所の維持管理（清掃費） 

 

 

 

 190,765 千円※ 

拡充  ( 170,879  千円) 

 １ 公衆便所維持管理（清掃費）  38,614 千円 

 ２ 公園維持管理（清掃費）  152,151 千円 

 ▶道路公園課 ※の額は、1～2の合計 

 

公衆トイレの清掃は、これまで、タイルなどの床に水を撒いて清掃す

る湿式清掃を行っていましが、この方法は、床面が短時間で乾かないた

め、その間に歩行すると、清掃した床面が汚れてしまったり、排水溝に

溜まった清掃水により、雑菌の繁殖や臭いの原因になっていました。 

リフレッシュ工事により、床面の改良などを実施した公衆・公園トイ

レについて、水を使用した洗浄作業を極力減らしながら床面を清掃する

乾式清掃を行うことにより、滑りにくく、衛生的なトイレの維持管理に

努めます。 

※公園維持管理（清掃費）には、公園便所だけでなく公園の清掃に要す 

る経費も含まれています。 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

橋梁の整備 

 

 1,144,302

0,000 

千円 

 ▶道路公園課 ( 1,666,200 千円） 

 

 区が管理する橋梁は、大正から昭和初期に架けられた古いものも多く

あり、区は予防保全の観点から５年に１回点検をして、傷んだ箇所は早

めに修繕し、少しでも長く利用できるように工夫しています。また、大

きな地震に備え、壊れにくい丈夫な橋となるように修繕していきます。 

 平成 31年度は、平成 27年度に実施した橋梁健全度調査の結果を踏

まえ、１か所の工事、２か所の設計を行います。 

 

■スケジュール 

  平成 31年度 お茶の水橋：工事 

雉子橋：設計 

後楽橋：設計 

 

自転車道の整備 

 

 65,000 千円 

 ▶道路公園課 ( 124,000 千円) 

 

 近年、健康や環境・災害対策などへの意識の高まりにより、自転車を

利用するニーズは高まっています。一方で、交通安全・マナーなどの問

題も増加していることから、区は、自転車の安全な走行環境の整備を進

めています。 

 平成 31年度は、神田警察通りⅡ期工事の着手に向け、沿道整備協議

会や地域などのご意見を踏まえ、協議・調整します。 

 また、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とし

て、国・東京都などで構成した検討会で設定した自転車推奨ルートであ

る皇居周辺地区の国会通りなどについて、自転車レーン及びナビマーク

による整備を行います。 

 



▲ゾーン 30路面標示 ▲速度抑制路面標示 

 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

交通安全地域整備（ゾーン３０等） 

 

 5,000 千円 

 ▶道路公園課 ( 2,000  千円) 

 

交通管理者（所轄警察署）が地元町会などと調整し、東京都公安委員

会が決定するゾーン 30のエリアについて、交通管理者と協力し、道路

管理者として安全な通行を確保するため、各種路面標示（ゾーン 30の

路面標示や交差点標示）や交差点４面発光鋲設置、注意喚起及び車両進

入抑制のためのカラー舗装など、各種標示工事を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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。 

 

「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）

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

建物の耐震化促進事業（P164） 拡充 621,249 672,978 △ 51,729

建築物の所有者に対する指導・助言

屋外広告物及び看板等の安全推進（P165） 新規 16,885 0 16,885

建築物の建替え・共同化の促進

都市居住再生促進事業（再掲） 独自 27,000 116,562 △ 89,562

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

建物の耐震化を促進します【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標６】 4 

●緊急輸送道路沿道の建物の耐震化が進み、地震発生時の避難経路等が確保されている。 

●住宅や事務所等の耐震化が進み、地域の防災力が向上している。 



▶建築指導課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 建物の耐震化促進事業 
 621,249 千円 

( 672,978  千円) 

区は、地震時における建築物の安全性の向上を図るため、耐震診断や耐震改修な

どを支援することで耐震化を促進し、安心して生活できる災害に強いまちづくりを

進めています。 

平成 31 年度は、特定緊急輸送道路の沿道で必要な耐震性を満たしていない建築

物の耐震化を促進するため、助成制度の拡充を図ります。また、区内の道路に面す

る安全性に問題のあるブロック塀に対して、改善工事の助成を行い、安全対策を図

ります。 

 

 助成内容  ※下線部分は拡充した箇所です。 

用途や規模、道路種別等によって補助率・上限額は異なります。（ ）：上限額 

 

POINT 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修助成を拡充します 

区内の特定緊急輸送道路の建築物は、依然として耐震化が進んでいない状況であ

り、このままでは、地震発生時の救援活動に支障をきたす事態が懸念されます。国

は平成 37 年までに耐震化を完了する目標を定めており、区も耐震化を加速させる

ため、国や都の制度を十分に活用しながら、耐震改修等の助成制度を拡充します。 

マンション     <道路>   <補助率>      <道路>   <補助率> 

耐震診断 
分譲 

一般 

10/10（600 万円） 

緊急 

10/10（700 万円） 

賃貸 3/4（450 万円） 4/5（560 万円） 

補強設計 2/3（500 万円） 10/10（750 万円） 

改修・除却・建替 23％（1 億 1,339 万円） 2/3（2 億 4,650 万円） 

事業所ビル等   <道路>   <補助率>       <道路>   <補助率> 

耐震診断 

一般 

2/3（265 万円） 

緊急 

4/5（400 万円） 

補強設計 1/3（250 万円） 2/3（500 万円） 

改修・建替（ 住 宅 部 分 ） 23%（150 万円） 2/3（430 万円） 

木造住宅           <補助率> 

耐震診断 10/10（15 万円）  

耐震改修 10/10（12０万円） 

除却 2/3（80 万円） 

特定緊急輸送道路沿道建築物    <補助率> 

補強設計 5/6 

改修・除却・建替 5/6 

ブロック塀         <補助率> 

撤去 10/10（40 万円）  

軽量フェンス等の設置 1/２（30 万円） 

   



▶環境まちづくり総務課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 屋外広告物及び看板等の安全推進 
 16,885 

 
千円 

( ―  千円) 

 近年、地震や津波などの自然災害が多く発生していますが、人命にかかわる大き

な危険要素として、道路に面したビルなどに設置されている屋外広告物（看板な

ど）の落下による事故もそのひとつと言えます。 

区は、東日本大震災後、区内の屋外広告物に対する現状調査を行い、その結果を

データ化し活用しています。この調査から５年が経過し、平成 31年度から再度の

調査を行うこととしました。これにより、屋外広告物の安全性に関するデータ更新

を図るとともに、危険な屋外広告物に対する是正・改善指導などに活用し、より一

層の安全・安心なまちづくりを進めていきます。 

 

 

POINT 屋外広告物の現状を把握し、安全対策に反映します 

（１）調査期間 

平成 31年度は麹町地域、平成 32年度は神田地域の調査を行います。 

（２）調査方法 

区内に設置されている屋外広告物の基数、形状、所有者、申請などを把握

するとともに、本体取付部などの錆、腐食、破損等の状況を調査します。 

（３）是正・改善指導等 

調査により危険性が認められた屋外広告物は、設置者に対して是正・改善

の指導を行います。 

また、判明した未申請の物件については、東京都屋外広告物条例又は道路

法の規定に基づき許可申請するよう指導します。 

 



 

 
 

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。 

 

 「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）

生物多様性の推進

生物多様性の推進 8,633 9,467 △ 834

地域と連携・協働した身近な緑の保全と創出

ヒートアイランド対策の推進（P175） 118,742 88,131 30,611

親水性の高い水辺空間の創出

北の丸公園周辺地域整備の推進（P167） 独自 958,000 867,920 90,080

その他

緑の基本計画の改定（再掲）（P149） 新規 7,353 0 7,353

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

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

東郷元帥記念公園の整備（P168） 432,000 314,000 118,000

錦華公園の整備（P168） 新規 16,060 0 16,060

河川管理施設点検等（P169） 新規 15,000 0 15,000

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

身近な緑を増やし、うるおいのあるまちをめざします 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標７】 
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●暮らしの中で、水や緑、生物に親しみながら、それらについて考えたり、意識したりで

きるようになっている。 

●地域と連携・協働しながら、緑地の保全や創出が進んでいる。 

●濠の水質が改善されるとともに、河川の活用が進み、うるおいのある水辺空間が創出

されている。 



▶道路公園課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 北の丸公園周辺地域整備の推進 
 958,000 千円 

( 867,920 千円) 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、「風格あるま

ち」の実現をめざした皇居周辺地域の環境整備は、まさに千代田区にしかできない

「オリンピック・レガシー創出」の取組みです。 

とりわけ、競技会場となる日本武道館を抱える北の丸公園周辺地域は、九段坂公

園、旧麹町消防署九段出張所跡地、千鳥ヶ淵緑道、代官町通りなど、区が主体的に

整備できる施設に囲まれていることから、施設の整備、利用を区が先導して進め、

ハード、ソフト両面で「オリンピック・レガシー」の創造を図ります。 

平成 31 年度は、引き続き代官町通りの工事及び九段坂公園の工事を実施し、北

の丸公園を取り巻く豊かな自然環境、時代を重ねた景観、潤いある水辺空間など、

この地域の魅力を踏まえた取組みを進めていきます。 

 

施設整備の概要 代官町通り 

●所在地 ●延長 ●竣工予定 

北の丸公園１番地～ 

3番地 

約 1,080ｍ  平成 31年 12月 

●総工費 ●主な内容  

約 12億 4千万円 歩道拡幅  

●整備スケジュール 

 平成 31年度  工事  

 

施設整備の概要 九段坂公園 

●所在地 ●面積 ●竣工予定 

九段南二丁目２番 約 2,040㎡ 平成 32年 3月 

●総工費 ●主な内容  

約３億９千万円 ・バリアフリー 

・眺望広場 

●整備スケジュール 

 平成 31年度  工事  

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

外濠公園総合グラウンド整備 

 

 57,000 千円 

 ▶道路公園課 ( 200,000  千円) 

 

外濠公園総合グラウンドは、都心における限られた貴重な屋外スポー

ツ施設です。その一方で、雨天等によるグラウンドコンディションの不

良などにより、十分な活用が図られていない状況です。 

そこで、グラウンドの通年利用や多目的利用など、区民がスポーツに

親しめる環境を高めるための整備に向け、文化庁や財務省などの関係機

関及び各利用団体と協議や調整を行っています。 

平成 31年度は、外濠公園総合グラウンドの土壌調査を実施し、整備

のための設計を行います。 

 

【スケジュール】 

 平成 31年度 土壌調査、設計 

 

東郷元帥記念公園の整備 

 

 

 432,000 千円 

 

 

 ▶道路公園課 

 

 

( 314,000  千円) 

 

東郷元帥記念公園は、昭和 4年に震災復興公園として開園し、その後

隣接していた東郷平八郎私邸の寄附を受け、現在の形態となりました。 

改修整備にあたっては、歴史的経緯を尊重しながら、より一層地域に

愛される公園としてリニューアルするため、近隣住民や関係機関との合

意形成を図りつつ整備を進めています。 

平成 31年度は、施工中に基準値を超える鉛が検出された土壌の処理

を行うとともに、公園下段部広場工事を実施します。 

 

【スケジュール】 

 平成 29年度～平成 33年度 整備工事 

錦華公園の整備 

 

 16,060 千円 

新規 ▶道路公園課 ( ―  千円) 

 

錦華公園の改修整備にあたっては、公園に隣接するお茶の水小学校・

幼稚園の建替えと連携しつつ、より一層地域に愛される公園としてリニ

ューアルするため、近隣住民の方などとの合意形成を図りながら整備を

進めていきます。 

平成 31年度は、公園の調査・測量を実施します。 

 

【スケジュール】 

平成 31年度 調査・測量 

平成 32年度 設計 

平成 33～34年度 整備工事 

  



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

河川管理施設点検等 

 

 15,000 千円 

新規 ▶道路公園課 ( ― 千円) 

 

 護岸・転落防止柵など河川管理施設について、これまでも区が点検・

維持補修等を行っていますが、さらに新しく国・都の点検要領を踏まえ

た統一的な尺度で点検及び評価を行います。 

各施設の損傷内容・種類を系統的に捉えながら、適切な補修方法の検

討や計画的な補修につなげていきます。 

 

■主な作業内容 

 河川点検（日本橋川、神田川）：12,599ｍ 

  船上・徒歩で目視を主体とした点検を行いながら、損傷部分の計

測、触診、打音検査等を実施します。 

 

     



 
 

地域の個性や特性を踏まえ、千代田区らしい風格、気品、情緒などが感じられる景観を守り

育てていきます。 

 

「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）

景観まちづくり計画の策定

景観計画の策定等（P171） 7,668 6,113 1,555

景観まちづくり重要物件の保全・活用

景観まちづくり重要物件の保全・活用 独自 5,000 5,000 0

地区計画制度の活用

地区計画制度の適用（再掲）（P150） 14,740 18,246 △ 3,506

「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

地域ごとの特性を踏まえた景観を守り育て、千代田区の
魅力を高めます 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標８】 
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●景観まちづくり計画等により、地域ごとの特性を活かした良好な景観が形成されてい

る。 

●地域特性を活かした景観を形成する地区計画や景観ルールなどが定められている。 

 



▶景観・都市計画課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 景観計画の策定等 
 7,668 千円 

( 6,113  千円) 

 区は平成10年に｢千代田区景観まちづくり条例｣を制定し、事業者などとの対話

と協働のもと、個々の建設行為を対象に、「景観まちづくり協議・届出制度」を実

施し、良好な景観形成に取り組んできました。 

平成16年には、「良好な景観は、現在及び将来における国民共通の資産」とい

う基本理念や「地域における景観行政を担う主体は景観行政団体である」との考え

のもと、景観法が施行され、区においても景観行政団体移行をめざし、東京都と協

議を行うなど、検討・調整を進めてきました。 

景観行政団体に移行すると、新たに千代田区の景観計画を策定する必要がありま

す。これまでの区が独自に取り組んできた景観まちづくりの成果や、首都東京の中

心にあり、個性的なエリアで構成されるという地域特性を踏まえ、景観まちづくり

協議システムの充実を図るとともに、景観法に基づく千代田区の景観計画策定を進

めます。 

 

POINT 景観行政団体とは何ですか？ 

（１）景観行政を担う主体 

〇政令市、中核市、都道府県以外の区市町村は、都道府県知事との協議により景

観行政団体となることが可能。 

〇千代田区が景観行政団体となり、景観計画を策定した場合、東京都の景観計画

区域からは外れることになる。 

〇東京都では、これまでに 25自治体（23 区中 19区、25市中 6市）が景観

行政団体となっている。 

 

（２）景観行政団体ができること 

１．景観法に基づき「景観計画」を策定し、計画に定める行為の規制を行う。 

 

 

 

 

 

２．景観計画に即して、関連法・計画との連携による景観施策が可能 

 

 

 

景 観 計 画 

建築物・工作物等に 

関する規制 

景観重要建造物等の

指定 

景観重要公共施設の 

指定・整備 

景 観 協 定 等 



 

 
 

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、事業継続計画（ＢＣＰ）※の観点を含めた温暖化対策に取り組みます。 

 

※ 事業継続計画（ＢＣＰ）とは、Business Continuity Plan の略であり、災害発生時等

であっても重要な機能が失われることなく、継続的に維持できるよう事前に準備しておく

対応方針を定める計画です。 

 

 「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  

 

 

 
    
 

 

地球に優しい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 12】 
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●ＣＯ２排出量が、1990 年対比で△30％となっている。 

●災害時にも柔軟に対応可能な強靭（きょうじん）なエネルギーシステムが整備されてい

る。 

●ヒートアイランド現象が緩和されている。 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

消費するエネルギーを減らす

地球温暖化対策（P173） 拡充 110,736 107,905 2,831

（仮称）エコセンターの整備（P175） 独自 5,795 4,331 1,464

ヒートアイランド対策の推進

ヒートアイランド対策の推進（再掲）（P175） 118,742 88,131 30,611

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



▶環境政策課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 地球温暖化対策 
 110,736 千円 

( 107,905  千円) 

拡充  地球温暖化対策の推進  12,275 千円 

拡充  建築物の省エネ推進  90,405 千円 

  第4次実行計画の推進  8,056 千円 

１ 地球温暖化対策の推進 

区は、2020（平成 32）年までに区内のＣＯ2排出量を 1990（平成 2）年比

で 25％削減する対策目標を条例に掲げ、ＣＯ2排出量の削減に取り組んでいま

す。 

条例の目標年次を翌年度に控える平成 31年度は、区の地球温暖化対策の現状

やこれまでの取組み等を検証し、今後の方向性を検討します。 

また、平成 30年に公布された「気候変動適応法」を踏まえ、区における気候

変動適応に関する計画（地域気候変動適応計画）の策定に向けた調査・検討を行

います。 

 

２ 建築物の省エネ推進 

新築建物については、建築物環境計画書制度に基づく事前協議により環境に配

慮した建物の省エネ化を推進します。平成 31年度は、住宅の低炭素化を促進す

るため、住宅への低炭素建築物助成の助成対象基準を緩和します。 

また、既存建物については、省エネ改修等への助成制度の普及・啓発を行い、

事業所ビル等の建物の低炭素化を推進します。平成 31年度は、ＣＯ2排出量の削

減効果が高いＬＥＤ照明への改修を促進するため、改修費用への助成を拡充しま

す。 

 

３ 第４次実行計画の推進 

地球温暖化対策第４次実行計画（事務事業編）に基づき、区自らのＣＯ2削減を

進めるため、平成 31年度も引き続き区有施設の省エネ対策や低炭素型エネルギ

ーの導入などに取り組んでいきます。 

 

POINT 地域気候変動適応計画とは 

 地球温暖化対策は、温室効果ガスの排出を削減するための対策（緩和策）に加え、

気候変動の影響による被害を回避・軽減するための対策（適応策）が必要です。 

国は、平成 30年６月に「気候変動適応法」を公布し、適応策の実施について法

的に位置づけました。 

法の中で、地方公共団体は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた

気候変動適応に関する施策の推進を図るため、地域気候変動適応計画を策定するよ

う努めるものとされています。 

 



POINT 省エネルギー改修等助成制度について 

区内の中小事業所ビルやマンションにおける低炭素化を推進するため、省エネ

改修等を実施する方へ費用の一部を助成しています。 

 平成 31年度は、ＬＥＤ照明の助成率及び上限合計額を拡充します。 

 

◆ＬＥＤ照明の助成率 

平成 31年度 対象経費の 30％ 

平成 30年度 対象経費の 20％ 

 

◆助成対象別上限合計額 

 
住宅 

マンション共用部 

（規模に応じて） 
事業所ビル 

平成 31年度 75万円 150～450万円 150万円 

平成 30年度 50万円 100～300万円 100万円 
 

 

POINT 低炭素建築物助成制度について 

 建築物環境計画書制度に基づき算出した年間のＣＯ2 排出量が、一定以上削減さ

れている計画の建築主に対し、ＣＯ2削減量に応じて助成金を交付しています。 

平成 31年度は、住宅の低炭素化を促進するため、低炭素建築物助成制度の対象

要件であるＣＯ２排出削減率を同計画書制度の削減目標
※である 20％とします。 

 

※建築物環境計画書制度では住宅の削減目標を省エネ基準よりも 20％削減として

います。〔非住宅 35%削減〕 

 

◆低炭素建築物助成における要件（ＣＯ２排出削減率） 

 非住宅 住宅 

平成 31年度 35％ 20％ 

平成 30年度 35％ 35％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＥＤ 

〈申請の流れ〉 

事
前
協
議 

環
境
計
画
書
届
出 

目標基準達成 

住宅 

ＣＯ
2
20%削減 

非住宅 

ＣＯ
2
35%削減 

助
成
金
交
付
申
請 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

ヒートアイランド対策の推進 

 

 118,742 千円 

 ▶環境政策課 ( 88,131  千円) 

 

 ヒートアイランド現象の緩和や東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けての暑さ対策としてクールスポットの創出を推

進します。 

平成 31年度は、区内の公園４か所にドライ型ミストを設置します。 

また、区内事業者がドライ型ミストなどを設置する費用への助成も実

施し、クールスポットの創出を図ります。 

 

（１）区内公園のドライ型ミスト設置箇所 

  神田児童公園、和泉公園、芳林公園、千鳥ヶ淵公園 

（２）ドライ型ミスト設置の助成費用 

  助成率：10/10 上限額：10,000千円 

（仮称）エコセンターの整備 

 

 5,795 千円 

独自 ▶環境政策課 ( 4,331  千円) 

 

 地球温暖化対策地域推進計画 2015では、環境学習の拠点、環境マネ

ジメントシステム普及の拠点、リサイクルの拠点、環境に関するネット

ワークの拠点をめざし、（仮称）エコセンターの開設を計画しています。 

（仮称）エコセンターを区内事務所ビルの省エネのモデル施設として

整備し、その取組み・運用状況等の情報を積極的に発信することで、CO2

排出量の多くを占める事務所ビル等の低炭素化の促進をめざしていき

ます。 

平成 30年度は、区民、事業者、学識経験者などから構成される検討

会を立ち上げ、基本構想策定に向けて検討を重ねました。 

平成 31年度は、基本構想に基づき、基本計画の策定に取り組みます。 

  



 

 
 

リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）を促進し、区民・事業者・行政の緊密な連携

のもと、資源循環型都市千代田のさらなる構築に取り組みます。 

 

 「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）

ごみの減量

ごみ減量・リサイクル推進 33,105 33,776 △ 671

排出指導

事業系ごみ等対策（P179） 2,326 1,619 707

資源回収事業

（仮称）エコセンターの整備（再掲）（P175） 独自 5,795 4,331 1,464

資源回収事業（P178） 拡充 554,253 521,757 32,496

その他

ごみの収集・運搬（P177） 拡充 379,203 361,149 18,054

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

資源循環型都市をめざします 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 13】 
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●区内から発生する資源化されないごみ量が減量されている。 

●事業者自らがごみの減量に取り組んでいる。 

●リサイクル型の生活形態が定着している。 



▶千代田清掃事務所 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 ごみの収集・運搬 
 379,203 千円 

( 361,149  千円) 

 区は、資源とごみの集積所に掲示している看板を、東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会開催前に、「風格あるまち千代田」にふさわしい看板に付

け替えます。 

また、年々増加傾向にある粗大ごみの収集体制を見直し、区民サービスの向上を

図ります。 

 

（１）集積所看板の付け替え 

区内にある、資源とごみの集積所看板を、千代田

区公共サインデザインマニュアルに従ったデザイン

に変更し、付け替えます。 

 

（２）粗大ごみ収集体制の強化 

区民が申し込む粗大ごみについて、申し込みから

収集までの期間が長期にならないよう、粗大ごみ運

搬車両を増車し、収集体制の強化を行います。 

 

 

POINT 粗大ごみの収集量は増加傾向にあります 

粗大ごみ収集量 

区  分 平成 29 年度 平成 28 年度 増減率 

粗大ごみ 66,122点 58,210点 13.6％ 

 

【参考】燃やすごみ収集量 

区  分 平成２9 年度 平成 28 年度 増減率 

燃やすごみ 14,679ｔ 14,822ｔ ▲1.0％ 
 

 

▲新しい集積所看板デザイン 



▶千代田清掃事務所 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 資源回収事業 
 554,253 千円 

( 521,757  千円) 

 区は、蛍光管などの水銀使用廃製品の処理を、破砕して埋め立てる方法から、材

質毎に区分する資源化を実施します。 

水銀による環境汚染防止をめざす「水銀に関する水俣条約」が、平成 29年８月

に発効となり、水銀を使用している蛍光管の最終処分場埋め立てが、平成 31年度

末で終了します。 

これを受け、区は、埋め立て終了期限の１年前から、

今まで不燃ごみ処理センターで破砕し、海面処分場に埋

め立て処理をしていた蛍光管を、専門の処理業者に資源

化を委託します。併せて水銀を含む水銀体温計や収集車

両の火災原因となるカセットボンベ缶・ライター・電池

の処理を、同じく破砕・埋め立てる方法から、専門の処

理業者による資源化に変更し、資源化を推進します。 

 

 

 

POINT 蛍光管の回収量と資源化の方法 

（１）蛍光管の回収見込み量推計（平成 29 年度数値を基に算定） 

回収場所 現行 資源化した場合 

集 積 所 ― ※19.5ｔ 

ストックヤード 0.9ｔ  0.9ｔ 

計 0.9ｔ 20.4ｔ 

※平成 30年４月～７月に試験回収した際の蛍光管比率から算定 

 

（２）蛍光管の資源化の方法 

蛍光管は、専門処理業者の工場で破砕し、材質毎に選別されます。口金は金

属として、ガラスは水洗浄後にカレット材として、水銀は焙焼処理※し粗水銀と

して、それぞれ回収・資源化処理します。 

※焙焼処理とは、破砕した蛍光管を専用炉で加熱（600～800℃）し、含まれる

水銀を気化させて回収する処理のことです。 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

事業系ごみ等対策 

 

 2,326 

 

千円 

 ▶千代田清掃事務所 ( 1,619  千円) 

 

 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業者の責任で適正に処理す

るとともに、再生利用などを行い廃棄物の減量に努めることが「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」で定められています。 

23 区では、区内のごみの発生量に応じて、清掃工場や最終処分など

の経費をそれぞれの区が負担しています。大規模事業所から排出される

ごみは、区のごみの大半を占め、千代田区にとって、大きな財政負担と

なっています。 

 そのため、区は、事業用大規模建築物（延床面積 1,000 ㎡以上の事

業用建築物）への立入調査を行い、ごみの減量・リサイクルの取組みが

不十分な事業者に対して、改善に向けた指導を行っています。 

 あわせて、ごみの減量・リサイクルに積極的に取り組み、顕著な成果

を挙げた事業者を表彰し、優良な取組事例として区のホームページやパ

ンフレットなどを通じて紹介していきます。 
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