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は じ め に 

 

本書は、地方自治法第 233条第 5項の規定に基づき令和元年度決

算における主要な施策の成果について報告するものです。 

 

●令和元年度予算は、豊かな地域社会の実現に向け、健全な財政運

営を継続しつつ、積極的かつ効果的な事業展開を図る予算とし、

中長期的な視点のもと複数年度の事業推移を見据え、「子どもに関

する取組み」、「保健福祉に関する取組み」、「地域振興に関する取

組み」、「環境まちづくりに関する取組み」、「政策経営に関する取

組み」、「東京オリンピック・パラリンピック開催を契機とした取

組み」の六つを重点事項として編成。 

●令和元年度当初予算の主要な事業を示した「区の仕事のあらまし

（予算の概要）」に掲載した全事業及び補正予算に計上した主な事

業について、その事業実績を記載。 

●事業に要した経費（コスト）のデータを示すとともに、事業実績

を踏まえた課題及び現況と令和３年度予算への対応についても記

載。 

●決算の「見える化」を進めるため、新公会計制度に基づく財務諸

表による決算分析や、補助金支出の透明性を高める観点から、団

体等への補助金の交付実績等についても掲載。 
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計数は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場

合があります。 



執行率

79.4%

77.5%

79.1%

（ ha　）

（ か所）

（ 人　）

38,942円 〔57.1%〕 〔42.9%〕 〔100.0%〕

4,286,855円 〔93.6%〕 〔6.4%〕 〔100.0%〕

449円 〔76.9%〕 〔23.1%〕 〔100.0%〕

114頁

事
業
実
績

○令和元年度実績
（１）公園及び広場の禁煙化
　新たに開かれた公園及び広場３か所（富士見二丁目広場、秋葉原令和中央広場、飯田
橋三丁目広場）を生活環境条例の路上禁煙地区に指定し、公園内の灰皿、屋外喫煙所を
撤去するとともに、近隣喫煙所への案内員を配置しました。
（２）喫煙所の設置助成
　区では喫煙スペースの確保のため、民間事業者が空きビル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設置費用及び維持管理費用の助成を行っています。令和
元年度は、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、省スペースの喫煙ブースなど様々な
形態に助成を適用するため、喫煙スペースの面積要件を撤廃しました（延べ助成実績：
初期設備：16か所、維持管理：48か所、技術的基準適合：６か所、更新：３か所）。
（３）喫煙トレーラーの設置
　従来の喫煙所の設置から多角的に取り組むため、移動型の屋内喫煙所を設置していま
す。令和元年度は、九段下まちかど広場に喫煙トレーラー１台を設置しました。
（４）客引き行為等の防止対策
　客引きが目立つ神田駅及び秋葉原駅の周辺では、民間警備員による客引き行為等防止
パトロールを実施しました。

事

業

実

績

を

踏

ま

え

た

課

題

及

び

現

況

と

令

和

３

年

度

予

算

へ

の

対

応

　近年、受動喫煙に対する意識の高まりから喫煙場所が減少しており、罰則が適用され
ない公園や私有地などに喫煙者が集中するようになりました。
　これらの課題を解決するため、令和３年度は、令和２年度に引き続き、喫煙可能ス
ペースを確保することで喫煙者と非喫煙者の共生を図るとともに、東京2020大会を迎え
るにあたり、国内外の来訪者に対して喫煙所等に関する情報提供に努めていきます。

所管課 地域振興部　安全生活課 決算参考書 186頁 H31予算の概要

（２） 294,554円 4,581,409円

（３） 135円 584円

コスト内訳 事業費等（A） 人件費（按分）（B） 総コスト（C=A+B）

（１） 29,258円 68,200円

コスト単位

（１）地区１haあたり 933

（２）喫煙所１か所あたり 55

（３）区民１人あたり 66,467

36,332,435円

（２）喫煙所設置対策 304,228,000円 235,777,048円

（３）客引き行為等の防止対策 37,718,000円 29,842,682円

事
業
概
要

内容

　区は、全国に先駆けて、路上喫煙を禁止する「安全で快適な千代田区の生活
環境の整備に関する条例（生活環境条例）」を定め、地域の方々と「合同パト
ロール」や「一斉清掃」などの環境美化活動を行っています。また、職員が区
内を巡回し、路上喫煙や路上放置物に対して指導・警告、罰則の適用を行って
います。さらに、誰もが利用できる屋内喫煙所の設置に対して助成を行うな
ど、喫煙スペースの確保を進め、喫煙者と非喫煙者双方に配慮した対策を進め
ています。あわせて、区が独自に定めた客引き防止条例に基づき、安全で快適
なまちづくりに努めています。

事業開始
年度 　（１）平成14年度（２）平成21年度（３）平成26年度

事
業
費
・
コ
ス
ト

予算現額 決算額

（１）生活環境改善推進 45,735,000円

57 生活環境改善関連事業【拡充】

ちよだみらいプロジェクトの
施策の目標

　清潔で、風格ある、安全・安心なまちづくりを進めます

 

 本書の見方 （Ⅱ 主要施策の成果の見方） 

●事業概要、事業決算額、事業実績、事業実績を踏まえた課題と令和３年度予算への対応について記載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度に実施した

主要事務事業の名称です。

原則として、各会計決算参

考書の事務事業名で表記

しました。 

新規事業には【新規】、拡充事業に

は【拡充】、補正予算による事業には

【補正予算】の表記をしました。 

「ちよだみらいプロジェ

クト」の施策の目標を表記

しました。 

当該事業の内容を簡潔に

表記しました。 

当該事業の令和元年度

決算額を表記しました。原

則として、各会計決算参考

書の決算額と一致します。 

 

当該事務事業の令和元年

度事業実績を表記しまし

た。 

事業所管部課の名称を、

令和２年度の組織名で表

記しました。 

 

令和元年度 各会計決

算参考書の掲載頁と予算

の概要の掲載頁を表記し

ました。 

１単位あたりコストを

算出するにあたり、事業の

実態を最もよく表す単位

を表記しました。 

 

事業実績を踏まえた課

題と当該事業の令和３年

度予算への対応を表記し

ました。 
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