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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

地区の計画等の検討（P141） 16,289 24,355 △ 8,066

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（P139） 独自 34,853 356,767 △ 321,914

その他

都市計画マスタープランの改定（P138） 16,521 13,327 3,194

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。 
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▶景観・都市計画課 
令和2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 
 16,521 千円 

( 13,327  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、歩道の整備など、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～令和２年頃）も迎えています。 

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

市づくり白書を作成しました。また、令和元年度は、都市計画マスタープランの改

定に向けた「中間のまとめ」に関する意見聴取・公聴会及び意見交換会を踏まえ、

改定骨子を作成しました。 

令和２年度も都市計画法に基づき、区民や様々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。 
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▶地域まちづくり課 
令和２年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 地域別まちづくりの推進 
 34,853 千円 

( 356,767  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  13,107 千円 

    

 

 神田駿河台地域まちづくりの推進 

 

 13,208 

 

千円※ 

  神田駅周辺地域まちづくりの推進  3,526 千円 

※ うち 10,000 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、世界に誇る「電気のまち」として発展を遂げてきましたが、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一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。こうした中、令和元年度は、外神田一丁目神田川沿岸地区意見

交換会を中心にまちづくりの検討を進め、平成 22 年 3 月に策定した「外神田一

丁目計画基本構想」を改定しました。 

令和２年度は、引き続き外神田一丁目地区のまちづくりの具体化に向けた検討

を行っていきます。 

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

ては、Ｐ128 参照 

■スケジュール 

［外神田一丁目地区］ 

令和２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様々な工事が現在進められています。 

令和２年度は、引き続きＪＲ飯田橋駅の安全対策の整備を推進します。また、

ＪＲ飯田橋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・富士見地域］ 

令和２年度 飯田橋・富士見地域まちづくり協議会等運営支援 
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［飯田橋駅周辺地区］ 

令和２年度 JR 飯田橋駅の西口駅舎、西口広場、新設ホームの一部供用開始 

 

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。 

令和２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。 

■スケジュール 

［御茶ノ水駅周辺地区］ 

令和２年度 JR 御茶ノ水駅聖橋口駅前広場整備・駅改良工事 

令和５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では、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、地域関係者などと協議を重ねながら計画を進めてきました。令

和２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、神田警察通り沿道では、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。令和２年度は、引き続き沿道だけでなくその周辺を含めた地域の魅力を

高め、道路空間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ま

ちづくりの検討を行っていきます。 

■スケジュール 

［神田駅周辺地域］ 

令和２年度 神田警察通り沿道整備推進協議会の運営支援 
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令和２年度予算額 
(前年度予算額） 

地区の計画等の検討 

 

 16,289 千円 

 ▶景観・都市計画課、地域まちづくり課 ( 24,355  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。 

また、地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりルールとして、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

計画制度の活用について取り組みます。 

令和２年度は、六番町偶数番地地区の調査・検討を進めるとともに、

新たな地区のまちづくりの動向に対応していきます。 
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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 7,827 9,115 △ 1,288

次世代育成住宅助成（P143） 独自 150,528 169,212 △ 18,684

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 1,063 899 164

既存住宅の更新・再生の推進

都市居住再生促進事業 独自 34,700 27,000 7,700

まちづくりと連動した住まい・住環境づくり

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

（仮称）区立麹町仮住宅の整備（P143） 1,753,517 335,430 1,418,087

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

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。 
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令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

次世代育成住宅助成 

 

 150,528

000 

千円 

独自 ▶住宅課 ( 169,212  千円) 

 

 近年の人口増加に伴い子育て世帯も増加しており、子育て世帯が安心

して住み続けられる住まい・環境づくりが求められています。 

そのため、区は、区内に居住する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、家賃や住宅ローンの返済額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 

 

1,753,517 千円 

 ▶住宅課 ( 335,430  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。 

令和２年度は、引き続き仮住宅の本体工事や仕上工事を行い、8 月末

に竣工します。その後開設に向けた準備を進め、10 月をめどに入居者

の仮移転を行います。 

 

■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 

令和２年８月   竣工（予定） 

令和２年 10 月  開設（予定） 
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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（P150） 180 10,930 △ 10,750

放置自転車対策（P145） 150,535 151,162 △ 627

自転車道の整備（P151） 234,000 65,000 169,000

バリアフリー歩行空間の整備

電線類地中化の推進（P147） 501,130 788,020 △ 286,890

歩道の設置・拡幅整備（P147） 145,200 202,200 △ 57,000

その他

路面下空洞調査（P150） 新規 22,000 0 22,000

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

橋梁の整備（P151） 928,000 1,144,302 △ 216,302

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

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。 
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▶環境まちづくり総務課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

 放置自転車対策 
 150,535 千円 

( 151,162  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。令和２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 

令和元年度は、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、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。令和 2 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 

令和２年度は老朽化した自転車駐車場の機器の入れ替えを行い利用者の利便性

向上を図るとともに、東京駅周辺地区に「自転車等放置禁止区域」を指定します。 

さらに有楽町駅周辺地区は、一時利用者向けのコインパーキングを令和元年度

に約 60台、令和２年度に約 40台設置していきます。 

 

（３）神田駅周辺地区の取組み 

神田駅周辺は、近年、重点的に取組みを行っている地区です。令和元年度に一

時利用者向けのコインパーキングを設置しました。それに伴い、「自転車等放置禁

止区域」の拡大を行い、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 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

順位 
台数 

（前年比増減） 
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 14位 
306台 

（▲291台） 
10位 

305台 

（▲1台） 
5位 

306台 

（＋1台） 

292台 

（▲14台） 

東京駅 19位 
289台 

（▲172台） 
52位 

169台 

（▲120台） 
66位 

101台 

（▲68台） 

61台 

（▲40台） 

神田駅 14位 
306台 

（▲46台） 
7位 

338台 

（＋32台） 
24位 

229台 

（▲109台） 

222台 

（▲８台） 

※平成 28年度から平成 30年度は都内主要駅放置自転車台数調査、令和元年度は区調査。 
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▶道路公園課 
令和２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 
 343,000 千円 

( 425,000  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、区内の公衆・公園ト

イレの一斉改修を実施し、おもてなしの向上を図り、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を取り入れたトイレ環境の整備を進めます。 

■実績と予定 

 平成 30年度  ４ か所 

 令和元年度  14か所 

 令和２年度  11か所（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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主な設備 

・洋式化、段差解消、温水洗浄便座、ベビーチェア 

 

（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（絵文字）の採用 

・多言語表記（日・英・韓・中） 

 

（３） 千代田区にふさわしい風格あるデザインの採用 

 

 

 

 

 

 

 

男子トイレ 

区の鳥 

はくちょう 

女子トイレ 

区の花 

さくら 

だれでもトイレ 

区の木 

まつ 

▲ピクトグラム ▲ベビーチェア 

▲千鳥ヶ淵緑道内公衆トイレ ▲宮本公園内公園トイレ 
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▶道路公園課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

 バリアフリー歩行空間の整備 
 646,330 千円 

( 990,220  千円) 

  電線類地中化の推進  501,130 千円 

  歩道の設置・拡幅整備  145,200 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。 

 令和２年度は、４地区で電線類地中化の整備に取り組みます。また、歩道の設

置・拡幅は、１地区で設計及び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 富士見二丁目３番先～飯田橋一丁目６番先 延長約 400ｍ 

 

 

 

 

・多町大通り南周辺地区 内神田三丁目 22番先～内神田三丁目７番先 

延長約 487ｍ 

 

 

 

 

 ・二七通り地区 九段南四丁目７番先～三番町 24番地先 延長約 410ｍ 

 

 

 

 

 ・和泉公園周辺地区 神田和泉町１番地先～神田佐久間町四丁目 18番地先 

 延長約 410ｍ 

 

 

 

 

〇歩道の設置・拡幅整備 

 ・明大通り（Ⅱ期）  設計・工事（令和２～４年度） 

 

※電線類地中化の推進及び歩道の設置・拡幅整備にあたっては、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。 

 

令和元年度 令和２年度 令和３年度以降

道路整備工事電線共同溝工事

令和元年度 令和２年度 令和３年度以降

道路整備工事支障移設工事 電線共同溝工事

令和元年度 令和２年度 令和３年度以降

電線共同溝工事 道路整備工事

令和元年度 令和２年度 令和３年度以降

道路整備工事電線共同溝工事
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令和2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)

(公-４) 東郷元帥記念公園改修整備
（工事・工事監理）

(地-１) 電線共同溝整備
（大神宮通り地区)

(自-１)自転車の整備
（神田警察通りⅡ期）

(公-３) 外濠公園総合グラウンド整備
（調査・検討）

（橋-２）後楽橋補修・補強工事

（橋-３）雉子橋補修・補強（設計）

(公-２) 神保町愛全公園整備検討委託
（基本・実施設計）

（維-２）道路維持工事
（富士見あんず館前）

（維-１）道路維持工事
（法政大学前）

（維-４）道路維持工事
（三年坂他）
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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）

（橋-１）お茶の水橋補修・補強工事

（維-３）道路維持工事
（水天宮通り）

(公-１)錦華公園整備検討委託
（基本・実施設計）

（維-５）道路維持工事
（秋葉原エスカレータ）

(歩-１) 歩道拡幅工事
(明大通りⅡ期)

★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・拡幅工事≫

歩-１ 歩道拡幅工事 明大通りⅡ期 ○ ○

★橋梁の整備

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 ○ ○

橋-３ 橋梁補修・補強工事 雉子橋（設計） 　 ○

橋※ 橋梁点検 千代田区管内 ○

★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 神田警察通りⅡ期 ○ ○

★維持補修等

維-１ 道路維持工事 法政大学前 ○

維-２ 道路維持工事 富士見あんず館前 ○

維-３ 道路維持工事 水天宮通り ○

維-４ 道路維持工事 三年坂他 ○

維-５ 道路維持工事 秋葉原（エスカレータ） ○

維※ 土木構造物調査 千代田区管内 　 ○

★公衆トイレのリフレッシュ

便※ 公衆トイレのリフレッシュ 千代田区管内 ○ ○

★公園・児童遊園の整備

公-１ 錦華公園整備検討委託 基本・実施設計 〇

公-２ 神保町愛全公園整備検討委託 基本・実施設計 〇

公-３ 外濠公園総合グラウンド整備 調査・検討 　 ○

公-４ 東郷元帥記念公園改修整備 工事・工事監理 ○ 〇

令和２年度 主な整備予定箇所一覧表
工
 
事

委
　
託
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令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

コミュニティサイクル事業 

 

 180 千円 

 ▶環境まちづくり総務課 ( 10,930  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 年度に実証実験としてコミュニティサイクル

事業（ちよくる）を開始しました。区内のポート数が 86 か所（令和元

年 12 月末時点）となり、年間利用回数も、事業開始当初の 189,727

回（平成 27 年度）から 1,133,127 回（平成 30 年度）へと 5.97 倍

に増加し、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令和元年度に 10 区（千代田区・中央区・

港区・新宿区・文京区・江東区・品川区・目黒区・大田区・渋谷区）と

なり、利便性もますます向上しています。さらに自転車再配置拠点を区

内に設け、各ポートへのバランスの良い自転車の再配置を行っていま

す。 

令和 2 年度からは本格実施に移行し、安定的な事業運営を継続してい

きます。また、外国人などの来街者が気軽に利用できるサービスの提供

や、観光における移動手段としての利用促進も進めていきます。 

引き続き、自転車の適正配置やバッテリー切れの解消に努めていきま

す。 

 

路面下空洞調査  22,000 千円 

新規 ▶道路公園課 ( ―  千円) 

 

 区が管理する道路下には、上下水道や電気、ガスなどの地下埋設物が

輻輳しており、埋設物の劣化・損傷や埋め戻し材の転圧不足等により空

洞が発生する場合があります。 

区は、空洞による道路陥没などの被害を未然に防ぎ、安全で良好な道

路状況を保つために、これまで幅員 11ｍ以上の区道についてレーダ探

査による路面下空洞調査を実施してきました。 

令和２年度は、調査対象範囲をさらに拡げ、幅員６ｍ以上 11ｍ未満

の区道を対象として路面下空洞調査を実施します。 
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令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

橋梁の整備 

 

 928,000 千円 

 ▶道路公園課 ( 1,144,302  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、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ます。 

 令和２年度は、平成27年度に実施した橋梁点検調査の結果を踏まえ、

１か所の設計、２か所の工事を行います。また、５年に１回の橋梁点検

調査も実施します。 

 

■スケジュール 

 令和２年度 お茶の水橋：工事 

後楽橋：工事 

雉子橋：設計 

      橋梁点検（工事実施中のものは除く） 

自転車道の整備  234,000 千円 

 ▶道路公園課 ( 65,000  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。 

 令和２年度は、神田警察通りにおいて、沿道協議会や地域などのご意

見を踏まえ、Ⅱ期区間の設計及び工事を実施します。 

また、自転車走行空間の創出のため、自転車ナビマーク・ナビライン

など、自転車誘導のための路面標示工事を適宜行います。 
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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

建物の耐震化等促進事業（P153） 拡充 462,178 621,249 △ 159,071

耐震改修促進計画の改定（P153） 新規 6,000 0 6,000

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（P155） 39,996 16,885 23,111

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 34,700 27,000 7,700

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

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。 
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▶建築指導課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 建物の耐震化等促進事業 
 468,178 千円 

( 621,249  千円) 

拡充  建物の耐震化等促進事業  462,178 千円 

新規  耐震改修促進計画の改定  6,000 千円 

   
１ 建物の耐震化等促進事業 

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。 

助成内容 

（１）マンション……耐震診断、補強設計及び耐震改修等（除却・建替含む） 

（２）事務所ビル等…耐震診断、補強設計及び住宅部分の耐震改修等（建替含む） 

（３）木造住宅………耐震診断及び耐震改修等（除却含む） 

（４）特定緊急輸送道路沿道建築物…補強設計及び耐震改修等（除却・建替含む） 

（５）ブロック塀……撤去及び軽量フェンス等の設置 

（６）土砂災害特別警戒区域内の既存建物…塀の設置、外壁の改修及び改築 

 

POINT 建物の耐震化等促進事業を拡充します 

◇マンションの耐震化促進 

一般道路沿道のマンションの耐震改修等（除却・建替含む）の助成について、

令和２年度から以下のとおり拡充します。 

 助成率 助成限度額 

令和２年度 工事費の 1／3 １億 6,733万円 

令和元年度 工事費の 23％ １億 1,339万円 

 

◇土砂災害特別警戒区域内の既存建物の安全対策 

令和元年９月に、東京都により土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

が指定されました。特別警戒区域内の建物には土砂災害による被害を防止する

ための構造規制がかかります。区域内の既存建物の安全対策を推進するため、個

人・中小企業が所有する建物で、塀（防護壁）の設置、外壁の改修及び改築とい

った安全対策工事を実施する場合に、以下のとおり助成を行います。（新規） 

 助成率 助成限度額 

住宅以外 工事費の 23％ 772,000円 

住宅（戸建住宅・マンション） 工事費の１／２ 1,680,000円 
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２ 耐震改修促進計画の改定 

耐震化促進の現況や課題を把握し、その解決に向けた施策を検討するなど、令

和３年４月の改定をめざして作業を進めていきます。 

 

POINT 耐震改修促進計画の改定について 

区は、区内の建築物の耐震診断や耐震改修などを計画的に進め、大地震の被害

から区民の生命及び財産を守り、地震に強く安全で安心なまちづくりをめざすた

め、平成 20年４月に「千代田区耐震改修促進計画」（以下「促進計画」という。）

を策定しました。その後、地震被害の想定や耐震促進の現況を踏まえた国の基本

方針の改正に合わせて、平成 28年４月に改定を行いました。 

促進計画では、計画期間及び目標値を定め、耐震化に向けた取組方針や耐震化

に係る様々な施策を定めています。 

現促進計画の計画期間が平成 28 年度から令和２年度までとなっているため、

令和 2年度は、耐震化促進の現況や課題を把握し、その解決に向けた施策を検討

するなど、令和３年４月の改定をめざして作業を進めていきます。 
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令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

屋外広告物及び看板等の安全推進 

 

 39,996 千円 

 ▶環境まちづくり総務課 ( 16,885  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、人命に関

わる大きな危険要素の一つとして挙げられるのが屋外広告物（看板な

ど）の落下です。 

区は、事故防止のために令和元年度から令和２年度にかけて区内の屋

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ます。調査に

より危険性が認められた屋外広告物については、設置者に対して是正・

改善の指導を行うとともに、判明した未申請物件に対しては、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を行うように指導しま

す。 

 

■調査範囲 

令和元年度 麹町地域 

令和２年度 神田地域 
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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 5,923 8,633 △ 2,710

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（P162） 拡充 29,246 118,742 △ 89,496

親水性の高い水辺空間の創出

区の花さくらの再生（P157） 独自 13,217 8,629 4,588

その他

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

東郷元帥記念公園の整備（P157） 486,000 432,000 54,000

錦華公園の整備（P158） 24,000 16,060 7,940

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

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】 

 

5 

●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。 
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令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

区の花さくらの再生 

 

 13,217 千円 

独自 ▶道路公園課 ( 8,629  千円) 

 

  

千鳥ヶ淵や外濠公園など名所のさくらが老朽化しているため、区は、

平成 15年度に「区の花さくら再生計画」を策定し、「さくら基金」の

活用やさくら守としての「さくらサポーター」への参加、区民や関係

者による「区の花さくら連絡会」での意見交換などを行いながら、さ

くらの維持・再生を推進しています。 

令和 2年度は、千鳥ヶ淵周辺の状態の悪いさくらについて、調査を

実施するとともに、関係管理者である環境省と協議を行います。 

 

外濠公園総合グラウンド整備 

 

 ３,630 千円 

 ▶道路公園課 ( 57,000  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を可能とさせ、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。 

令和２年度は、外濠公園総合グラウンド整備に向けた整備手法の調

査・検討を行います。 

 

■スケジュール 

 令和２年度 調査・検討 

東郷元帥記念公園の整備 

 

 486,000 千円 

 ▶道路公園課 ( 432,000  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。 

令和２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～令和３年度 整備工事 
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令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

錦華公園の整備 

 

 24,000 千円 

独自 

▶道路公園課 ( 16,060  千円) 

錦華公園は、昭和 42 年の改修から 50 年以上が経過して老朽化が

顕在化しています。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、地域住民や学校関係者等の意見を伺いながら、より地

域に愛される公園としてリニューアルします。 

 

■整備内容の検討 

公園利用調査、地域や学校へのアンケート、現地テントで意見を伺

うオープンハウス、誰でも参加可能な意見交換会、公園だよりの配布、

お茶の水小学校・幼稚園整備検討協議会など、広く意見を伺いながら

検討を進めます。 

 

■スケジュール 

令和元年度～令和２年度 整備内容の検討及び設計 

令和３年度～令和４年度 整備工事（工期は整備内容による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲現在の錦華公園 
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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と運用(※)

景観計画の策定等（P160） 7,245 7,668 △ 423

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

地区の計画等の検討（再掲）（P141） 16,289 24,355 △ 8,066

(※) 「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

「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

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。 

 

-159--159-



▶景観・都市計画課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

 景観計画の策定等 
 7,245 千円 

( 7,668  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、景観法が施行されました。 

平成 31年 4月には、区が景観法に基づく景観行政団体になりました。これに伴

い、令和元年度は、より一層の良好な景観形成に向けた方針や基準、一定の制限な

どを示す「千代田区景観まちづくり計画」の策定に取り組みました。 

令和２年度は、景観まちづくり計画を運用する上で、屋外広告物に対して適切な

景観誘導を図るために「屋外広告物景観ガイドライン」の策定を進めます。 

 

POINT 屋外広告物景観ガイドラインについて 

（１）屋外広告物景観ガイドラインとは 

千代田区景観まちづくり計画で定める屋外広告物の配慮事項を、事例写真や数値

などを示しながら、分かりやすく解説することを目的とします。東京都屋外広告物

条例に基づく許可申請に加え、形態・意匠・色彩などの面でも地域特性に応じたき

め細かな景観誘導を図るための指針とします。近年、デジタルサイネージなどの

様々な広告媒体の普及や、国際的イベントなどを契機とした新たな都市の装飾手法

の活用も進んでいるため、屋外広告物を単なる「規制対象」として捉えるのではな

く、「景観資源」として活用することも含めたガイドラインとなるよう検討してい

きます。 

 

（２）屋外広告物とは 

看板や広告板など常時又は一定の期間継続して屋外で 

公衆に表示されるものを指します。設置場所や設置面積 

により東京都屋外広告物条例による申請が必要となりま 

す。 

                              

（３）デジタルサイネージとは 

ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を 

発信するメディアの総称を指します。文字や映像が動く 

媒体のため、通常の屋外広告物以上に街並みに与える影 

響が大きく、運用面での配慮も必要となります。            

 

▲屋外広告物の例 

▲デジタルサイネージの例 
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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  

 

 

 
   
 

 

（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（P163） 拡充 101,482 110,736 △ 9,254

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）（P162） 拡充 29,246 118,742 △ 89,496

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。 
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▶環境政策課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 ヒートアイランド対策の推進 
 29,246 千円 

( 118,742  千円) 

千代田区は、都市部の中心に位置しているため区内全域がヒートアイランド化し

ています。深刻なヒートアイランド現象を緩和することは、熱中症などのリスクか

ら区民を守ることはもとより、集中豪雨などの災害を防止するためにも重要です。 

このため、区は、新築の建物に対する緑化指導による緑化の推進や屋上の高反射

率塗装を行う区内事業者などへ費用の一部を助成しています。また、クールスポッ

トの創出や打ち水などへの支援、普及啓発を行い、ヒートアイランド現象の緩和に

取り組んでいます。 

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への対応を含 

めた夏季の暑さ対策として、これまで公園に設置していたドライ型ミストを千鳥ヶ

淵緑道の一部にも設置し涼風の道とします。また、イベントなどで活用できる簡易

なドライ型ミストのレンタル費用の一部を助成するとともに、熱交換塗料や遮熱性

塗料による塗装を行う費用への助成を拡充し、ヒートアイランド対策を促進しま

す。 

 

POINT 涼風の道とは 

緑陰や舗装方法の工夫、ドライ型ミストなどを組み合わせ、夏季でも快適に歩

くことができる道の整備として、千代田区地球温暖化対策地域推進計画2015に

掲げられた事業です。遮熱性舗装を施した代官町通りに接続する緑豊かな千鳥ヶ

淵緑道の一部に夏季の期間ドライ型ミストを設置して涼風の道とします。 

 

POINT 熱交換塗料・遮熱性塗料とは 

◆熱交換塗料 

建物の屋上や路面に塗布し、表面及び内部の温度上昇を抑える遮熱塗料です。 

太陽光の熱エネルギーが塗膜中の熱交換物質の働きで運動エネルギーに変わる

ことで熱を消費するため、屋上などの温度上昇を抑制します。 

◆遮熱性塗料 

路面などに塗布し、路面温度を上昇させる原因である太陽光の一部（赤外線）を

反射する遮熱塗料です。太陽光の一部を反射することで蓄熱を防ぎ、路面などの温

度上昇を抑制します。 
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▶環境政策課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 地球温暖化対策 
 101,482 千円 

( 110,736  千円) 

あ  地球温暖化対策の推進  12,059 千円 

拡充  建築物の省エネ推進  74,683 千円 

拡充  第4次実行計画の推進  14,740 千円 

１ 地球温暖化対策の推進 

 区は、2020（令和２）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。 

 令和２年度は、令和元年度に引き続き、区のこれまでの地球温暖化対策を検証

し、今後の方向性を検討します。 

 また、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）を推進

するため、地域気候変動適応計画の策定に向けた検討を併せて行います。 

 

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。また、既存建物については、省エネルギー改修

等を行う区内事業者への助成制度の普及・啓発を行い、事業所ビルなどの建物の低

炭素化を推進します。 

令和 2年度は、マンションへの再生可能エネルギーの普及促進を図るため、太陽

光発電システムなどを設置する費用への助成を拡充します。 

 

３ 第４次実行計画の推進 

千代田区地球温暖化対策第４次実行計画（事務事業編）に基づき、区有施設の省

エネ対策や低炭素型エネルギーの導入に引き続き取り組むとともに、区有施設の

CO2削減を促進するため、令和 2年度は、設備機器のエコチューニング（運用改

善）へ向けた調査を行います。 

 

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。 
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POINT エコチューニングとは 

エコチューニングとは、建物から排出される温室効果ガスを削減するため、照

明や空調などの設備機器を改修するのではなく、使い方を見直すことで CO2排

出量の削減を図ることです。 

建物を利用する方の快適性などを確保しつつ、使用実態に基づき設備機器など

の適切な設定変更（運用改善）を行います。 

例：換気量調整、照度調整、運転スケジュールの設定など 

 

■スケジュール 

２施設において、エコチューニング（運用改善）を 3年間実施する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

内容 令和２年度 令和３年度 令和４年度

調査

エコチューニング

（運用改善）
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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 33,044 33,105 △ 61

排出指導

事業系ごみ等対策（P168） 1,740 2,326 △ 586

資源回収事業

資源回収事業（P166） 拡充 581,971 554,253 27,718

その他

ごみの収集・運搬（P166） 拡充 384,083 379,203 4,880

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

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】 

 

8 

●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。 
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▶千代田清掃事務所 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 ごみの収集・資源回収関連事業 
 966,054 千円※ 

( 933,456  千円) 

拡充 １ ごみの収集・運搬  384,083 千円 

拡充 ２ 資源回収事業  581,971 千円 

    ※の額は、１～２の合計  

区は、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴い、ごみ・資

源の特別収集を行います。 

競技会場やＪＲ駅の周辺などでは、観戦や観光に訪れる人々で混雑することが予

想されており、また、人や交通量の増加が見込まれる地域は、テロの標的となるこ

とも危惧されています。 

そのため、特別収集地域を設けて、早い時間に集積所のごみ・資源の収集を行

い、来街者へのおもてなしと安全性の向上を図ります。 

 

１ 特別収集実施期間 

  令和 2年７月 1日（水）～9月 30日（水） 92日間 

＜参考＞         

【東京 2020オリンピック競技大会】 

7月 24日（金）～8月 9日（日） 17日間 

【東京 2020パラリンピック競技大会】 

             8月 25日（火）～9月 6日（日） 13日間 

 

２ 特別収集地域・時間 

（１）競技会場周辺 

日本武道館、東京国際フォーラム周辺を、おおむね午前９時までに収集します。 

（２）ＪＲ駅周辺 

秋葉原、神田、御茶ノ水、水道橋、市ヶ谷、四ツ谷駅周辺を、おおむね午前 10 

 時までに収集します。 

 ※競技会場周辺となる東京、有楽町駅は、おおむね午前９時までに収集します。 

（３）靖国神社周辺 

靖国神社周辺を、おおむね午前 10時までに収集します。 

 

POINT 秋葉原駅周辺では、特別収集地域を広めに設定します 

電気街など、秋葉原駅周辺は国内外に広く知れ渡っており、期間中、多くの国

内外の観光客が訪れることが予想されています。そのため、特別収集地域を広め

に設定します。 
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POINT 
東京 2020パラリンピック大会陸上競技（マラソン）コース付近の集

積所の点検を実施します 

パラリンピック陸上競技（マラソン）観戦のため、多くの観戦客が沿道に集ま

ることが予想されています。そのため、開催日前日にコース付近の集積所を巡回

し、集積所の点検を実施します。 

 

POINT 特別収集地域以外では平常どおりごみ・資源の収集を行います 

特別収集はごみ・資源の収集車両・人員を増やして行います。特別収集地域以

外の集積所は平常時と同じ排出時間に合わせて収集を行います。 
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令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

事業系ごみ等対策 

 

 1,740 千円 

 ▶千代田清掃事務所 ( 2,326  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、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）への立入検査を行い、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。 

 併せて、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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