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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（P108）
拡充
独自

41,532 45,735 △ 4,203

ちよだ安全・安心ネットワークの推進（P110） 拡充 148,424 79,717 68,707

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（P108）
拡充
独自

351,058 304,228 46,830

客引き防止対策の推進

客引き行為等の防止対策（P108） 独自 52,294 44,867 7,427

その他

公衆トイレのリフレッシュ（P146） 独自 343,000 425,000 △ 82,000

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

２予算額 １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。 
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▶安全生活課 
令和2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 

 444,884 千円※ 

( 394,830  千円) 

拡充 １ 生活環境改善推進 

１ 

生活環境改善推進  41,532 千円 

拡充 ２ 喫煙所設置対策  351,058 千円 

 ３ 客引き行為等の防止対策 

 

 52,294 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の競技会場周辺を中心とした

ラストマイルの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。 

令和２年度は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会による内外

からの多くの来訪者に対するラストマイルの禁煙化を推進するため、区立公園等

のさらなる禁煙化（10 か所）を行うとともに、来街者に分かりやすい条例の周知

に引き続き努めていきます。 

 

POINT 今後、禁煙化予定の区立公園等は？ 

禁煙化予定の区立公園等は下記のとおり１０か所です。 

 

No 
名  称 住  所 面積(㎡) 

1 小川広場 神田小川町三丁目６番地 3,179.63 

2 隼町広場 隼町 1 番 395.24 

3 九段坂公園 九段南二丁目２番 18 号 1,548.06 

4 中坂児童遊園 九段北一丁目 13 番１号 87.92 

5 堀留南児童遊園 九段北一丁目６番９号 195.00 

6 神三児童遊園 神田神保町三丁目 10 番地 188.42 

7 三崎町児童遊園 神田三崎町二丁目 12 番 12 号 73.17 

8 四ッ谷駅前広場 麹町六丁目６番地先 658.80 

9 西神田けやきの広場 西神田三丁目 36 番 342.39 

10 西神田百樹の広場 西神田三丁目 39 番２ 808.87 

 

-108--108-



２ 喫煙所設置対策 

 区では、新たに禁煙化する区立公園等に案内員を重点配置し、近隣の喫煙可能な

場所の案内を行います。同時に喫煙所整備に多角的に取り組むため、既存の屋内喫

煙所への助成制度に加えて、「喫煙

できる場所」という観点から、喫煙

可能な飲食店等の調査を行い、その

情報を様々なツールで広く周知し

ていきます。 

 今後も、「ちよだみらいプロジェ

クト－千代田区第３次基本計画

2015－」に掲げた「めざすべき

10 年後の姿」である喫煙所設置数

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

者が共生できるまちの実現をめざ

します。 

 

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様々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」

に指定し、地域の推進団体の活動を支援しています。現在、神田駅周辺及び秋葉原

東部地域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等の活動をしています。 

  また、地域の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。 

  令和２年度は、客引き行為等が行われている上記２地区以外の実態を把握し、

必要に応じて新たな重点地区を指定し、その地域の推進団体を支援していきます。 

  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。 

 

▲喫煙トレーラー 
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▶安全生活課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 
ちよだ安全・安心ネットワークの推

進 

 148,424 千円 

( 79,717  千円) 

区は、区内全域を３台の青色回転灯パトロール車による 24 時間 365 日の巡回

体制で事件・事故等の発生を抑制し、区内の安全・安心の確保に努めています。近

年、受動喫煙対策の推進に伴う路上喫煙や夜間の客引き行為の注意・指導、特殊詐

欺の横行に伴う無人ＡＴＭの巡回や通学時の不審者対応など、対応件数が大幅に増

加しています。加えて看板などの路上放置物、夜間の騒音対策など、巡回パトロー

ルに寄せられる要望が複雑多様化しており、適宜、迅速な対応が求められています。 

令和２年度は、現行のパトロール体制の効率化を図り、特に事件・事故等の発生

頻度が高い夜間帯の巡回体制を強化し、客引き行為等への対応を重点的に行います。 

今後も、地域と連携してまちの安全・安心に資する取組みを推進し、まちの価値

の向上に努めていきます。 

 

POINT 安全・安心パトロールの過去２年間の報告内容 

 

 平成 30年度 平成 29年度 

公園灯等不点灯 125 228 

公園施設破損・故障等 38 18 

ごみ等の対応 64 22 

施設の破損・施錠忘れ等 9 1 

苦情・注意（公園内等） 4,452 1,225 

道路設備破損等 25 79 

放置自転車・置き看板・ビラ対応 13 20 

落書き・いたずら 0 0 

施設の消灯忘れ 0 0 

動物死骸処理 77 71 

拾得物届出 8 4 

ホームレス対応 2,802 2,107 

火災・交通事故対応 11 4 

客引き 2,539 1,574 

不審者重点警戒巡回 493 549 

特殊詐欺対策（無人ＡＴＭ巡回） 1,974 109 

登下校見守りサポート 1,156 605 

その他 2,951 463 

合 計 16,737 7,079 

 

（単位：件） 
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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

観光協会運営補助等（P113） 拡充 284,417 265,861 18,556

地方との連携

地方との連携支援（P112） 独自 17,204 16,202 1,002

文化資源の見える化の展開

文化財保護事業運営（P125） 拡充 134,380 73,932 60,448

観光案内所との連携

観光支援事業 独自 18,300 17,209 1,091

水辺の活用

（仮称）外神田一丁目公共施設整備（P128） 2,563,577 559,900 2,003,677

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

２予算額 １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。 
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▶商工観光課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 地方との連携支援 
 17,204 千円 

( 16,202  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、区の特性である情報発信力や集客力を活かした連携

事業を積極的に推進していきます。さらに連携相手先とは、相互の発展に向けた今

後の取組みの拠りどころとなる協定を締結することで、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係を明

確にしていきます。 

また、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いきます。 

（１）区が主体となって進める地方との連携 

   令和元年度は、区内の提携飲食店で静岡県西伊豆町及び新潟県糸魚川市の特

産品を取扱う「グルメフェア」をそれぞれ開催するなど、地方の自治体に魅力

発信を行う機会を提供しました。 

令和２年度は、引き続き地方の自治体に魅力を発信する機会を提供するにあた

り、区民や事業者、連携相手先がよりメリットを感じることができる事業を展開

していきます。 

また、区全体で連携事業を推進していけるよう、商工振興分野に限らず、他の

分野でも連携事業を実施します。 

※商工振興分野以外の事業費は各所管事業に計上しています。 

（２）民間主導の事業に区が参加する地方との連携 

  区は、平成 27年度から、任意団体「ちよだフードバレーネットワーク」が主

催するマルシェ、常設店「ちよだいちば」の運営などの活動に参画し、地方との

連携事業を推進してきました。 

  令和元年度は、常設店「ちよだいちば」の運営を強化し、参加する地方の自治

体数を増やし、区民などがより多くの地方の魅力に触れる機会を創出しました。 

令和２年度は、「ちよだいちば」で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 「ちよだいちば」とは？ 

ちよだいちば（錦町三丁目 21番地 ちよだプラットフォームスクウェア 1階）

は、ちよだフードバレーネットワークに加盟する全国の自治体のこだわりの特産

品を販売する常設店であり、食と農を通じた地方と都市の結節点となっています。 
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▶商工観光課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 観光協会運営補助等 
 284,417 千円 

( 265,861  千円) 

拡充  観光協会運営補助  186,607 

 

千円 

  さくらまつり  97,810 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。 

 令和元年度は、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、外

国人向けの情報発信機能を強化するため、ウェブサイトのコンテンツを拡充し、Ｓ

ＮＳやガイドブックの多言語化を進めました。さらに、観光案内所窓口の土日祝日

営業を開始し、観光案内所としての機能を高めました。 

令和２年度は、情報の効果的な発信を推進するとともに、観光客の多様なニーズ

に応えるべく、以下の取組みを重点的に行う観光協会に対して、区から補助を行い

ます。 

（１）地域イベントのプレスリリース（イベント情報の発信やＰＲ企画の立案） 

（２）ガイドブックなどのラインアップ拡充（英語版のエリア別ガイドブック、歴

史観光マップ、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺マ

ップ、季刊のパンフレットの作成） 

（３）観光プログラムの開発（インバウンド向けツアーの企画運営） 

（４）日比谷公園丸の内音頭大盆踊り大会の協賛（東京 2020オリンピック・パラ

リンピック競技大会に合わせた取組み） 

 

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、

区の魅力を発信しています。平成 31年は 1２日間の開催で、約 130万人の来場

者が訪れました。 

 

〇納涼の夕べ 

千鳥ヶ淵ボート場にて、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、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 

区の魅力を国内外の様々な人々の視点で写真として発掘してもらい、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。 
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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 1,130,176 1,134,241 △ 4,065

中小企業等経営支援（P115） 拡充 7,716 6,211 1,505

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 6,000 4,000 2,000

商工関係団体への支援

商工関係団体等支援事業（P117） 独自 96,883 95,768 1,115

その他

商工振興基本計画の改定（P116） 新規 5,500 0 5,500

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

２予算額 １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。 
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▶商工観光課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 中小企業等経営支援 
 7,716 千円 

( 6,211  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、区は「起業しやすいまち」、「新たなビジネス展開のしやすい

まち」をめざし、「千代田区中小企業支援ガイドブック」や「中小企業販路拡大事業

支援補助」により支援してきました。 

令和２年度は、新たに「クラウドファンディング活用事業者支援補助」を開始し

ます。これは、区内での創業希望者又は区内中小企業者等が「クラウドファンディ

ング」を活用する場合にかかる手数料について、東京都が補助した額の半額をさら

に区が補助するもので、手数料負担が最大で 45 万円軽減されます。これにより創

業希望者や中小企業等が事業資金を調達する手段の多様化を後押ししていきます。 

 

POINT 補助事業の概要 

【事業スキームのイメージ】 

 

 

創業希望者 

中小企業者 

クラウドファン

ディング事業者 

資金提供 

支援者 

資金調達 

千代田区 

手数料の 1／4 

最大 15万円 

 

手
数
料
一
部
補
助 

東京都 

 

手数料の 1／2 

最大 30万円 

手数料支払 

クラウドファンディング事業者への支払手数料の一部を補助 

45万円負担減 

手
数
料
一
部
補
助 
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▶商工観光課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 商工振興基本計画の改定 
 5,500 千円 

( ―  千円) 

千代田区商工振興基本計画は、「ちよだみらいプロジェクト－千代田区第３次基本

計画 2015－」の分野別計画です。本計画に基づき区は、地域活性化に取り組む中

小企業者などの成長と区内商工業の発展を後押ししており、現行計画の期間は令和

３年度末までとなっています。 

一方、近年、経済のグローバル化やデジタル化がますます進展し、急速に変化す

る社会経済環境の中で、区の商工業を取り巻く環境やニーズを的確に把握・分析し、

先を見据えた商工振興施策を展開することがこれまで以上に求められています。 

このため、令和４年度からの次期計画は２か年にわたり調査や検討などを行い、

策定の作業を進めます。令和 2年度は、区内商工業の現状をアンケートやヒアリン

グを通じて調査するほか、各種統計の分析や現行の商工振興基本計画の進捗状況の

分析を行うなど、より実情に即した計画の策定に向けた基礎調査などを行います。 

 

POINT 現行計画の重点業績評価指標と次期計画の検討体制 

現行計画は、基本理念と４つの基本施策からなっています。重点的な事業には

ＫＰＩ（重点業績評価指標）を設定し、計画の推進力と実効性を担保しています。 

基本施策 重点的な事業 

○基本施策１ 中小企業振興 
創業支援事業、経営相談の実施 

展示会等への出展支援 

○基本施策２ 商工業の活性化 
商店街等の主催イベント支援 

商店街等の多言語対応支援 

○基本施策３ 観光振興 
Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備 

観光案内所に対する支援 

○基本施策４ 地方との連携 ちよだフードバレーネットワークの活動支援 

 

○次期計画策定の検討体制・スケジュール 

区は、基礎調査を基に計画骨子案を作成し、学識経験者や民間事業者などで組

織する商工振興連絡調整会議やパブリックコメントの意見を踏まえ、計画を策定

します。 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度

４～３月 ４月 ５月 ６月 ７～９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

連絡調
整会議

検討 報告 検討 報告 検討
最終
報告

区
基礎調査

骨子案等作成
骨子案 素案

パブリッ

クコメン

ト
計画案 最終案 策定

令和３年度
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令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

商工関係団体等支援事業 

 

 96,883 千円 

独自 ▶商工観光課 ( 95,768  千円) 

 

区では、区内商工業の活性化や賑わいの創出を図るため、商店街など

区内商工関係団体等が主体的に行うイベントなどを支援します。 

また、使い捨てプラスチックの使用量削減など、区が直面する様々な

政策課題について、商店街の強みを活かしながら協働してその解決をめ

ざします。 
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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 独自 23,451 22,862 589

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（P122） 5,280 5,280 0

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） 89,920 89,020 900

人材育成・派遣制度の充実

スポーツ推進委員活動 4,781 3,737 1,044

区立図書館サービスの充実

（仮称）四番町公共施設整備（再掲）（P44） 361,300 1,021,097 △ 659,797

図書館・図書文化館事業運営 945,266 1,326,680 △ 381,414

その他

東京２０２０大会関連事業（P119） 拡充 113,262 59,463 53,799

外濠公園総合グラウンド整備（P157） 3,630 57,000 △ 53,370

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

２予算額 １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。 
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▶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） 

令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 東京２０２０大会関連事業 
 113,262 千円 

( 59,463 千円) 

 いよいよ 2020 年夏、世界のトップアスリートが東京に集結し、東京 2020 オ

リンピック・パラリンピック競技大会が開幕します。 

区では、気運醸成に向けた取組みを継続し、大会ムードを高めていくとともに、

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び東京都と

連携し、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を盛り上げるため、様々

な事業を実施します。 

 

１ 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 

これまで区は、学校、地域などのイベ

ントにオリンピアン、パラリンピアン

などのアスリートを招き、競技体験、ト

ークショーなどを行うとともに、区内

に所在する団体などが主催するスポー

ツ関連イベントなどに事業費の一部を

補助するなど、気運醸成につながる

様々な取組みを行ってきました。 

オリンピック・パラリンピックイヤ

ーとなる 2020年も、気運醸成の取組

みを継続します。 

 

（１）千代田区体育協会と連携したスポーツイベントの実施 

千代田区体育協会と連携し、スポーツセンターを会場としたスポーツイベント

を実施します。 

スポーツセンター内の設備を最大限活用し、複数の種目のオリンピアンなどの

アスリートを招き、スポーツ体験、実技指導など、子どもから大人まで楽しめる

イベントとします。 

（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 

平成 26年度から実施してきた東京 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についても、引き続き交付します（事業費の 4 分の

3（限度額 100万円））。 

 

２ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中イベント 

  大会期間中を中心に様々なイベントを実施し、区民だけでなく区を訪れる多く

の観戦客や観光客などにも楽しんでもらえる取組みを進めていきます。 

 

 

▲パラリンピック１年前イベントにお

ける障害者スポーツの体験の様子 
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（１）聖火リレー関連イベント 

オリンピック聖火リレーは７ 

月 21日に、パラリンピック聖 

火リレーは８月 22日に区内を 

通過します。 

区では、聖火リレーの中継地 

点などにおいて、聖火を迎える 

セレモニーなどを行い、聖火リ 

レーを盛り上げていきます。 

※パラリンピック聖火リレーの 

コースは 2020 年春に公表さ 

れる予定です。 

   

（２）コミュニティライブサイト 

東京 2020オリンピック・パ   

ラリンピック競技大会期間中、大  

型スクリーンを利用した競技中継  

などを通じて競技観戦を楽しみ、 

大会の臨場感や興奮と感動を共有 

できる機会を提供するコミュニテ 

ィライブサイトを区内２か所で実 

施します。 

競技中継のほか、ステージイベ  

ント、競技体験スペース、大会や 

区に関する展示スペースなど、一 

体的な盛り上げを行います。 

（３）東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会チケット活用事業 

 区では、区内で開催される競技を直接観戦することにより、スポーツ振興や障

害者スポーツの普及・啓発などを図るため、様々な分野でチケットを活用した事

業を実施します。 

※事業費は各所管事業に計上しています。 

 

３ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を振り返るパンフレットの

作成 

  東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会閉会後、大会を振り返るパ

ンフレットを作成します。 

  このパンフレットは、大会招致決定以後に区で行ってきた様々なイベントや大

会に向けた準備、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の区

内競技会場周辺やまちの様子などを「千代田区」視点で振り返るものです。 

 

 

▲区内のオリンピック聖火リレーのルート 

▲ステージイベントのイメージ 
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POINT 区内で開催される競技・東京2020大会関連事業の概要 

Q 区内で開催される競技は何ですか。 

A 区内では、次の競技が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このほか、パラリンピックのマラソン（9／6）では、区内に約９キロのコー

スが通っています。 

Q スポーツセンターのスポーツイベントで体験できる競技について教えて

ください。 

A スポーツセンターには、プール、主競技場のほか、柔道場、弓道場、相撲

場などの充実した設備がありますので、例えば、水泳、バレーボール、柔道、

卓球などを一例とし、それぞれの会場で実施するスポーツを楽しめます（実

施種目は今後決定します）。 

  子どもから大人まで楽しめる企画としていきます。 

Q 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

はどんな事業に使うことができるのですか？ 

Ａ 補助の対象となるのは、区内の事業者や団体（町会、商店会、PTAなど）

が区内で実施するアスリートや有識者を招いた事業で、大会気運の盛り上げ

につながり、誰でも参加ができるものです。 

  内容はスポーツに限らず、文化・芸術的な活動であってもよいですが、営

利・宗教目的の事業などは対象外です。 

  令和元年度の実績としては、オリンピアンなどのアスリートを招いての子

どもたちを対象としたスポーツ教室などに対し補助を行いました。 

Q コミュニティライブサイトはどこで行われるのですか。 

A 東京 2020 オフィシャルパートナーの協力を得て、次の２つの会場で行

います。 

会場 協力 

パレスサイドビル（一ツ橋一丁目１番１号） 株式会社毎日新聞社 

JPタワー「KITTE」（丸の内二丁目７番２号） 日本郵便株式会社 

 区内では、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中、東

京都主催のパブリックビューイング（競技中継）が都立日比谷公園で実施さ

れます。 
 

競技名 日程 会場

　柔道 ７／25～８／１ 日本武道館

　空手 ８／６～８／８ 日本武道館

７／25～７／29

８／１～８／５

　柔道 ８／28～８／30 日本武道館

　パワーリフティング ８／27～８／31 東京国際フォーラム

東京国際フォーラム　ウェイトリフティング

オリンピック

パラリンピック
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令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

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 ( 5,280  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、誰もが楽しくスポーツに親しめる多目

的な機能を備えた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年度には、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、千代田区新スポ

ーツセンター基本構想（素案）をまとめました。 

令和２年度は、引き続き建設地や規模などを含めて検討を行い、基本

構想の策定をめざします。 
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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／文化財の活用に向けた適切な保存・管理(※)

文化財保護事業運営（再掲）（P125） 拡充 134,380 73,932 60,448

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 27,593 29,069 △ 1,476

文化芸術の秋フェスティバル 9,814 9,786 28

障害者アート世界展２０２０（P124）
拡充
独自

87,000 13,000 74,000

ちよだアートスクエア 13,743 10,568 3,175

区立図書館サービスの充実

（仮称）四番町公共施設整備（再掲）（P44） 361,300 1,021,097 △ 659,797

図書館・図書文化館事業運営（再掲） 945,266 1,326,680 △ 381,414

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

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

２予算額 １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。 
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▶文化振興課 
令和２年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
障害者アート世界展２０２０ 

 87,000 千円 

( 13,000  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 9 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開催してきたものを、文化の祭典として広く

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（ポコラート）

世界展２０２０」へ発展させ、開催します。 

「障害者アート（ポコラート）世界展２０２０」では、令和元年度に実施した各国

の障害者アーティストによる芸術作品についての事前調査で選定した国内外の作品

を展示するとともに、トークショーやガイドツアー等のイベントを予定しています。 

１ 期 間  令和 2 年 7 月 17 日（金）～9 月 6 日（日） 

 ２ 会 場  アーツ千代田 3331（外神田 6 丁目 11 番 14 号）   

        ・アート展示会場  … 1 階メインギャラリー 

        ・イ ベ ン ト 会 場 … コミュニティスペースほか 

  

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回より、障害の

有無に関わらず一人のアーティストとして、様々な表現を受け入れる公募展とし

て発展してきました。令和元年度開催の第 9 回ポコラート全国公募展では、全国

から 1,000 点以上の作品が集まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ポコラート全国公募展 vol.9 
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▶文化振興課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 文化財保護事業運営 
 134,380 千円 

( 73,932  千円) 

拡充  企画展・特別展  19,295 千円 

拡充  文化財調査・研究  85,492 千円 

拡充  文化財保護一般  29,593 千円 

区には、歴史的、文化的に貴重な文化資源が数多く継承されています。 

これらの資料の積極的な活用を図り、区民はもとより、区を訪れる方々が地域の

歴史・文化資源などについて触れる機会を増やしていくことが必要です。区では、

区民からの寄贈などにより収集した歴史民俗資料・美術資料や、開発などに伴い調

査をした考古資料などについて、分類・登録作業を進めるとともに、展示及び講座

（文化財講演会・地域の歴史を知る講座・子ども体験教室）の実施、刊行物（文化財

研究紀要・文化財ニュース）の発行など、教育・普及活動も行っています。文化財保

護一般では、区指定文化財に関する業務、文化財サインの管理業務などがあります。 

令和２年度は、文化の拠点である日比谷図書文化館において、展示会の開催、収

蔵文化財の調査・研究、その他文化財保護に係る諸施策を充実させていきます。 

 

１ 企画展・特別展 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に合わせ、「（仮称）

浮世絵で見る江戸文化」を開催します。本展では、神田の代表的な商家・三谷家に

伝来する質・量ともに豊かな浮世絵コレクション（区指定文化財）を展示し、江戸

文化の華として発展した浮世絵が、当時の最大メディアとしていかに多様な機能

をもち、幅広い層の人々から親しまれていたのかを紹介します。 

本コレクションの蒐集者・三谷家八代目当主の長三郎は、文化芸術に造詣が深

く、幕末浮世絵界の最大流派であった歌川派の絵師たちと交流をもち、ときにパト

ロンとなって浮世絵制作に関与しました。コレクションの中には、歌川派の重鎮・

三代豊国や国芳の肉筆による下絵類も多数含まれており、浮世絵制作の裏側を垣

間見られる非常に稀有な資料群となっています。 

今や“Ukiyo-e”として海外でも人気の高い浮世絵を展示し、区内外をはじめ、

訪日外国人の方々にも広く日本美術の魅力と区の豊かな文化財を紹介します。 
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POINT 
区が誇る美術資料・三谷家浮世絵コレクション（区指定文化財）を公

開する特別展を開催します 

◎開催期間 

 令和２年７月 18 日（土）～９月 20 日（日） 

◎展示会場 

 日比谷図書文化館 特別展示室（日比谷公園１番４号） 

◎事業主体 

 千代田区 

◎展覧会の見どころ  

彫摺・保存ともに状態のすばらしい幕末明治の浮世絵版画を

中心に、貴重な下絵類など多彩な資料を公開します。 

 

２ 文化財調査・研究 

（１）国指定史跡常盤橋門跡常磐橋復旧工事に伴う文化財修理報告書の作成及び

文化財展示 

区が管理する「国指定史跡常盤橋門跡」は、平成 23 年の東日本大震災に被災

し、全解体修理を実施しています。令和２年度は、修理工事の内容などをまとめ

た報告書を作成します。また、常盤橋公園内に展示施設を設け、修理時に発見さ

れた建築部材などを見学できるようにし、区民をはじめ多くの方々に文化財に触

れる機会を提供します。 

（２）文化財総合調査に向けた準備 

文化財などの資源の顕在化と利活用を推進するため、地域の文化財の把握・調

査を進めます。今後、区における文化財の保存・活用に関する地域計画策定に向

けた文化財総合調査を実施するため、令和２年度は、文化財総合調査の調査手法

などの計画を作成します。 

 

３ 文化財保護一般 

文化財を適切に保存・管理するために、収蔵整理システムを導入し、文化財台

帳のデータベース化を行います。 

 

POINT 区の指定文化財・収蔵資料 

〇指定文化財 78 件 

【主なもの】紙本着色神田明神祭礼図巻・銅製梵鐘など 

〇美術資料  約 1,400 点 

【主なもの】三谷家美術資料・龍星閣竹久夢二コレクション 

〇考古資料  約 287,000 点 

【主なもの】平河町遺跡出土資料・紀尾井町遺跡出土資料など 

〇歴史・民俗資料 約 41,900 点 

【主なもの】原胤昭旧蔵資料・富士講の祭祀具など 

 

三代歌川豊国筆 ▶  

「四代目中村歌右衛門の石川五右衛門」   
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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／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 5,156 9,034 △ 3,878

町会・連合町会への支援

町会・連合町会補助金 62,084 60,742 1,342

昼間区民との連携

大学等との連携 9,754 9,756 △ 2

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）
（P128）

2,563,577 559,900 2,003,677

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

２予算額 １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。 
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▶万世橋出張所 
令和２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 
 2,563,577 千円 

( 559,900  千円) 

  工事費  2,477,300 千円 

  工事監理委託料  50,000 千円 

  事務費  1,950 千円 

新規  初度調弁  34,327 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、令和２年度は、万世橋出張所・区民館、学童クラ

ブのほか、福祉や観光などの用途を含む公共施設の建設工事を引き続き行い、令和

３年１月頃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９階（屋上を含

む）、地下 1 階 

●整備費（設計を含む） ●主な機能  

約 3,458 百万円 出張所、区民館など  

●整備スケジュール 

平成 30 年度～令和２年度 建設工事 令和３年１月頃 開設（予定） 

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） 
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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 44,607 49,864 △ 5,257

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（P131） 独自 5,190 6,750 △ 1,560

その他

男女平等推進行動計画の推進（P130） 拡充 5,341 883 4,458

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

２予算額 １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】 

7 

●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。 
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▶国際平和・男女平等人権課 
令和2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 
 5,341 千円 

( 883  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 29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、「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きました。 

令和３年度に現計画の最終年度を迎えるにあたり、令和 2年度から令和 3年度に

かけて、次期計画の策定を行います。 

 令和２年度は策定に向けて、区民及び区内事業所に、男女共同参画等に関する意

識・実態調査を実施します。あわせて、男女平等推進区民会議において計画の検討

を進めます。 

 

POINT 男女平等推進行動計画とは 

Ｑ どのような計画ですか？ 

Ａ 男女共同参画社会基本法（平成 11年）に基づく、男女共同参画社会の形成

促進に関する施策についての基本的な計画です。 

区では、男女共同参画社会基本法制定に先駆けて、平成９年 3 月に「千代

田区男女平等推進行動計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた取組

みを行ってきました。 

なお、現計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成

27 年）」に基づく女性活躍推進計画及び「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律（平成 13 年）」に基づく配偶者暴力対策基本計画と

して位置付けられます。 

 

○「（仮称）第 6次千代田区男女共同参画推進計画」策定スケジュール 

  令和 2年度  男女共同参画等に関する意識・実態調査の実施 

  令和 3年度  計画決定 

  令和 4年度  新計画実施 
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▶国際平和・男女平等人権課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 
中小企業従業員仕事と家庭の両立支

援 

 5,190 千円 

( 6,750 千円) 

区では、平成 14 年度から、仕事と子育て・介護を両立しやすい職場づくりに取

り組んでいる区内中小企業を支援するため、奨励金や助成金を交付しています。 

平成 29 年度からは「第５次千代田区男女平等推進行動計画」に基づき、男性の

育児休業・育児短時間勤務奨励金など、新たな支援制度を開始しました。 

令和２年度は、区内中小企業からの意見なども踏まえ、新たな奨励金の導入や既

存の支援制度の見直しを行い、企業のさらなる制度利用の促進を図り、ワーク・ラ

イフ・バランスの実現と女性の活躍を推進します。 

 

POINT 支援制度の内容 

【支援対象】 

区内に本店及び雇用保険適用事業所がある中小企業事業主（要件あり） 

【支援制度の内容】 

名称 交付要件 助成金額 

【新設】 

制度導入奨励金 

配偶者出産休暇、育児目的休暇、子の看護休

暇、介護休暇などを、有給休暇としているこ

とを就業規則等に新たに規定しているこ

と。 

休暇制度１件の制定

につき 15万円 

（１年度につき１件

まで） 

【見直し】 

配偶者出産休暇・

育児目的休暇奨励

金 

・配偶者出産休暇奨励金 

従業員の配偶者が出産した際、２日以上取

得できる有給の特別休暇制度を就業規則等

に規定し、従業員が取得していること。 

・【新設】育児目的休暇奨励金 

男性従業員が、子の出生後８週間以内に取

得できる育児支援のための休暇制度を、有

給の特別休暇制度として就業規則等に規定

し、従業員が取得していること。 

３万円 

（１年度につき５件

まで） 

子の看護休暇制度

奨励金 

子の看護休暇を有給としていることを就業

規則等に規定し、１人につき年度内３日以

上の取得者がいること。 

２万円 

（１年度につき５件

まで） 

男性の育児休業・

育児短時間勤務奨

励金 

男性従業員が育児休業を開始し 14 日以上

又は育児短時間勤務を継続１か月以上取得

していること。 

３万円 

（１年度につき５件

まで） 

介護休業・介護休

暇・介護短時間勤

務奨励金 

従業員が介護休業を開始し 14 日以上、介

護休暇を年度内３日以上又は介護短時間勤

務を開始し１か月以上取得していること。 

３万円 

（１年度につき５件

まで） 

代替要員引継期間

助成金 

育児休業・介護休業取得者の業務を代替要

員に引継ぐため、休業開始日の属する月の

前月１日以降に、代替要員を新たに雇入れ、

給与を支払っていること。 

代替要員１時間当た

り 1,000 円、上限

15万円 

（１年度につき５件

まで） 
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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  

 

 

 

 

 

 

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】 

8 

●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。 

（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

国際交流・協力の推進（P133）
拡充
独自

5,073 2,490 2,583

講座・講演会等の実施

平和啓発の推進 7,185 4,822 2,363

区民参加の海外事情調査 9,591 9,811 △ 220

「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

２予算額 １予算額 増(△)減額
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▶国際平和・男女平等人権課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
国際交流・協力の推進 

 5,073 千円 

( 2,490  千円) 

 区は、平成７年に「国際平和都市千代田区宣言」を発表しました。この宣言は、世

界の恒久平和を実現するため、同じ地球の仲間として世界の人々と友好を深め、互

いに理解しあおう、と呼びかけています。この宣言の趣旨に基づき、区民が国籍等

によらず互いの文化や歴史等の理解を深め、誰もが安心して暮らせる地域づくりを

めざし、国際交流イベントの実施やボランティアの養成を行っています。 

 令和２年度は、区内の複数の大使館等と合同で、国際交流イベントを実施します。

本イベントでは、単に外国の文化を紹介するだけでなく、外国人に日本文化を伝え

る内容を盛り込み、日本人・外国人双方にとっての異文化交流を図っていきます。

さらに、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に国内外から多

くの観光客が訪れることが予想されるため、国際平和都市千代田区の魅力を国内外

へアピールしていきます。 

 また、国際交流・協力ボランティア養成講座を引き続き実施するとともに、生活

者レベルでの交流を推進する場の提供を行います。 

 

POINT 区内大使館等との連携 

区内には 17か国の大使館・外国公館等が立地しています。 

区では、これらの大使館・外国公館等を区内の魅力的な地域資源の一つである

と考え、平成 30 年度から区内大使館等連絡会議を立ち上げて連携強化を図って

います。 

令和元年度は、この連絡会議を契機に、インスティトゥト・セルバンテス東京

（スペイン国営の文化機関）と共催で国際交流イベントを実施しました。また、

区民参加の海外事情調査（ポーランド国際交流体験ツアー）の事前・事後研修会

では、ポーランド広報文化センター（港区）やイスラエル大使館の外交官にご登

壇いただくなど、様々な場面で連携を図っています。 

令和 2年度も引き続き連絡会議を開催し、各国大使館・外国公館等と協力しな

がら様々な形での国際交流を推進していきます。 
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