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団体等への補助金決算額等一覧表（令和２年度決算）

No 事業所管課 補助金名称 補助金交付目的 補助金交付団体
延べ交付
団体数

性質別分類
補助率

（分数表示）

令和２年度
予算額
（円）

令和２年度
決算額
（円）

執行率
（％）

1 子ども総務課
千代田区青少年委員会事
業に対する補助金

青少年委員会が実施する事業を支援することで、青少年
の健全育成に資するとともに委員会の情報化を推進す
る。

千代田区青少年委員会 1 奨励的 10/10 2,714,000 120,440 4.4

2 子ども総務課
青少年対策地区委員会補
助金

青少年対策地区委員会が実施する地域における健全育
成活動を支援する。

青少年対策地区委員会
（麹町地区委員会、丸の内地区
委員会、神田地区委員会、万
世橋地区委員会）

0 奨励的 10/10 400,000 0  -

3 子ども総務課
私立幼稚園新型コロナウイ
ルス感染症対策事業費補助
金

私立幼稚園が新型コロナ感染症の予防に資する取組み
を支援する。

私立幼稚園運営事業者 2 自立援助的 10/10 558,000 558,000     100.0

4 子ども支援課
千代田区認証保育所運営
費等補助金

保育事業者に対して運営経費の一部を助成し、保護者
の多様な保育ニーズに対応するとともに、保育環境の向
上と経営の安定を図る。

認証保育所運営事業者 17 行政代位的 2/5～10/10 525,958,337 496,031,873 94.3

5 子ども支援課
千代田区保育室運営事業
補助金

保育事業者に対して運営経費の一部を助成し、保護者
の多様な保育ニーズに対応するとともに、保育環境の向
上と経営の安定を図る。

区補助対象保育室運営事業者 1 行政代位的 2/5～10/10 56,287,528 55,292,270 98.2

6 子ども支援課
千代田区幼保一体施設内
保育園運営費等補助金

保育事業者に対して運営経費の一部を助成し、保護者
の多様な保育ニーズに対応するとともに、保育環境の向
上と経営の安定を図る。

幼保一体施設内保育園運営事
業者

2 行政代位的 2/5～10/10 157,552,387 136,355,048 86.6

7 子ども支援課
千代田区保育従事職員宿
舎借り上げ支援事業補助金

保育事業者に対して保育従事職員用の宿舎借り上げに
係る費用の一部の助成し、保育人材の確保、定着及び
離職防止を図る。

認証保育所等運営事業者
私立保育所等運営事業者
事業所内保育運営事業者

32 行政代位的 7/8、10/10 284,952,000 202,598,023 71.1

性質別分類では、各補助金を以下のとおり分類しています。
○行政代位的補助金・・本来区がなすべき事業及び区の機関に準じる団体に対する補助
○自立援助的補助金・・社会的援助が必要と考えられる区内の自主的団体に対する補助
○奨励的補助金・・行政が直接関与する分野ではないが、行政と深い関係があり、補助することによって将来の波及効
果が期待される補助
○社会福祉的補助金・・社会的に援助を必要とする立場にある区民、団体に対し、その自立意欲促進の効果を期待す
る補助

子ども部

1
4
0



No 事業所管課 補助金名称 補助金交付目的 補助金交付団体
延べ交付
団体数

性質別分類
補助率

（分数表示）

令和２年度
予算額
（円）

令和２年度
決算額
（円）

執行率
（％）

8 子ども支援課
千代田区保育士等キャリア
アップ補助金

保育事業者に対して保育士等のキャリアアップに係る賃
金改善のために要した費用の一部を助成し、保育士等
が保育の専門性を高めながらやりがいを持って働くこと
ができる勤務条件の向上及び児童福祉の増進を図る。

認証保育所等運営事業者
私立保育所等運営事業者
家庭的保育運営事業者
小規模保育運営事業者
事業所内保育運営事業者
居宅訪問型保育運営事業所
管外保育施設運営事業者

40 行政代位的 1/2～10/10 262,448,511 181,373,000 69.1

9 子ども支援課
千代田区保育サービス推進
事業補助金

保育事業者に対して地域の需要に応じた保育サービス
の提供等に要した費用の一部を助成し、多様な保育
ニーズに対応する保育環境の充実及び保護者に対する
子育て支援体制の強化を図る。

私立保育所等運営事業者
家庭的保育運営事業者
小規模保育運営事業者
事業所内保育運営事業者
管外保育施設運営事業者

19 行政代位的 10/10 72,436,200 39,175,000 54.1

10 子ども支援課
千代田区保育施設等加算
給付

保育事業者に対して運営経費の一部を助成し、入所児
童の処遇の向上と保育所運営の健全化を図る。

私立保育所等運営事業者
家庭的保育運営事業者
小規模保育事業者
事業所内保育運営事業者
居宅訪問型保育運営事業所

28 行政代位的 1/2～10/10 1,823,254,127 1,531,754,882 84.0

11 子ども支援課
千代田区緊急保育施設運
営費等補助金

保育事業者に対して運営経費の一部を助成し、保護者
の多様な保育ニーズに対応するとともに、保育環境の向
上と経営の安定を図る。

緊急保育施設運営事業者 1 行政代位的 2/5～10/10 85,143,762 81,695,955 96.0

12 子ども支援課
管外保育所独自加算分に
対する補助金

保育事業者に対して運営経費の一部を助成し、区内在
住児童の処遇の向上と保育所運営の健全化を図る。

管外保育施設運営事業者 16 行政代位的 10/10 4,307,000 2,797,245 64.9

13 子ども支援課
千代田区保育施設における
新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策補助金

保育事業者に対して新型コロナウイルス感染拡大防止
のために行う保育環境改善に資する安全対策及び業務
を継続的に実施するために必要な経費の一部を助成
し、安全な保育環境の確保を図る。

認証保育所等運営事業者
私立保育所等運営事業者
家庭的保育運営事業者
小規模保育運営事業者
事業所内保育運営事業者
居宅訪問型保育運営事業所

57 行政代位的 10/10 38,400,000 28,906,000 75.3

14 子ども支援課
認可外保育所運営費等補
助金

保育事業者に対して運営経費の一部を助成し、保護者
の多様な保育ニーズに対応するとともに、保育環境の向
上と経営の安定を図る。

区補助対象認可外保育所運営
事業者

1 行政代位的 2/5～10/10 95,000,000 92,493,957 97.4

15 子育て推進課
次世代育成支援行動計画
策定奨励金

次世代育成支援対策推進法（平成15 年法律第120 号）
に基づく行動計画を策定し、事業所に勤務する労働者の
職業生活と家庭生活との両立を可能にする雇用環境の
整備を進める区内の企業に対し支給する。

区内企業 8 奨励的 10/10 1,600,000 1,600,000     100.0

1
4
1



No 事業所管課 補助金名称 補助金交付目的 補助金交付団体
延べ交付
団体数

性質別分類
補助率

（分数表示）

令和２年度
予算額
（円）

令和２年度
決算額
（円）

執行率
（％）

16 子育て推進課
千代田区賃借物件による保
育施設等開設経費助成

私立保育所運営事業者に対して開設経費の一部を助成
することで、保育所の新設を促し、増加する保育需要に
対応する。

私立保育所運営事業者 2 行政代位的
9/10、15/16、

10/10
851,100,000 620,507,385       72.9

17 子育て推進課
千代田区自己所有物件に
係る私立保育所開設経費助
成

私立保育所運営事業者に対して開設経費の一部を助成
することで、保育所の新設を促し、増加する保育需要に
対応する。

私立保育所運営事業者 0 行政代位的 10/10 203,058,000 0  -

18 子育て推進課
赤ちゃん・ふらっと整備事業
補助金

商業施設等に授乳及びおむつ替え等のための設備を設
置しようとする民間事業者に対し補助金を交付し、乳幼
児を持つ親が安心して外出を楽しめる環境を整備する。

区内事業者 0 奨励的 4/5 1,000,000 0  -

19 子育て推進課
千代田区認可保育所専門
人材確保推進事業費補助

認可保育所の設置者が区内に設置する施設に配置する
専門職員の人材確保及び研修に要した費用の一部を補
助することにより、認可保育所における人材の確保及び
育成を図る。

私立保育所運営事業者 2 行政代位的 2/3 49,200,000 1,534,017        3.1

20
児童・家庭支
援センター

千代田子育てサポート事業
補助金

子育てしやすい地域づくり及び地域における子育て・家
族支援力の醸成を図ることを目的として、子育て家族の
支援者養成と利用にかかるコーディネートなどを実施す
るＮＰＯ法人に対して補助する。

子育てサポート事業実施事業
者（ＮＰＯ法人）

1 行政代位的 10/10 17,520,000 17,215,000       98.3

21
児童・家庭支
援センター

いずみこどもプラザ事業運
営補助金

いずみこどもプラザ（児童館的機能・拡大型一時預かり
保育・学童クラブ）を運営する民間事業者に対し運営経
費を補助することにより、地域に根ざした子育て支援
サービスの充実を図る。

いずみこどもプラザ運営事業者 1 行政代位的 10/10 102,062,000 77,673,000       74.4

22
児童・家庭支
援センター

民間事業者が実施する子育
てひろば事業等に対する補
助金

子育てひろば「あい・ぽーと」麹町において実施する子育
てひろば事業及び一時預かり保育事業の運営経費を補
助することにより、地域における子育て支援の充実を図
る。

子育てひろば運営事業者 1 行政代位的 10/10 64,334,000 51,631,000       80.3

23
児童・家庭支
援センター

放課後児童健全育成事業
（学校内学童クラブ事業）補
助金

学校内施設を活用した放課後児童健全育成事業(学童
クラブ事業）を実施する民間事業者に対し運営経費を補
助することにより、就労家庭等へ児童の健全な育成環境
を提供し、子育て支援の充実を図る。

学校内学童クラブ運営事業者 3 行政代位的 10/10 220,084,000 180,514,000       80.3

24
児童・家庭支
援センター

私立学童クラブ事業等運営
補助金

民間施設等において放課後児童健全育成事業等を実施
する民間事業者に対して運営経費を補助することによ
り、就労家庭等へ児童の健全な育成環境を提供し、子育
て支援の充実を図る。

私立学童クラブ等運営事業者 5 行政代位的 10/10 560,713,000 434,636,000       76.9

1
4
2



No 事業所管課 補助金名称 補助金交付目的 補助金交付団体
延べ交付
団体数

性質別分類
補助率

（分数表示）

令和２年度
予算額
（円）

令和２年度
決算額
（円）

執行率
（％）

25
児童・家庭支
援センター

千代田区学童クラブ等開設
経費補助金

学童クラブ等の開設に要する経費を補助することによ
り、就労家庭に対して児童の健全な育成環境を提供し、
子育て支援の充実を図る。

学童クラブ等運営事業者 2 行政代位的 10/10 131,950,604 22,230,000       16.9

26
児童・家庭支
援センター

千代田区学童クラブ等人材
確保・定着支援事業補助金

学童クラブ等の福祉サービスを提供する事業者に対し、
人材確保及び定着に資する取組について支援し補助す
ることにより、安心して就労できる環境づくりを推進する
とともに、福祉サービスを安定的・継続的に提供する。

学童クラブ等運営事業者 0 行政代位的 10/10 14,400,000 0  -

27
児童・家庭支
援センター

千代田区子育て短期支援事
業及び一時預かり事業経費
補助金

子育て短期支援事業及び一時預かり事業を実施する事
業所に対して、区がその開設及び運営に要する経費の
一部について補助することにより、保護者の子育てを支
援し、もって児童福祉の向上を図る。

子育て短期支援事業及び一時
預かり事業運営事業所

1 行政代位的 9/10、10/10 23,550,000 10,569,000       44.9

28
児童・家庭支
援センター

千代田区重症心身障害児
等通所支援事業所運営補
助金

児童発達支援及び放課後等デイサービスを実施する事
業所の運営経費の一部について補助することにより、重
症心身障害児等への専門的療育指導並びに保護者へ
の支援を行い、障害児福祉の向上を図る。

重症心身障害児等通所支援事
業所

1 行政代位的 9/10 40,880,000 33,737,000       82.6

29 学務課 校庭開放事業補助金
幼児及び児童の安全な遊び場確保のために区立小学
校の校庭を開放する事業を行っている校庭開放運営委
員会の事業を助成する。

校庭開放運営委員会 6 奨励的 10/10 4,000,000 1,799,530       45.0

30 学務課 学校保健会補助金

区立小・中学校並びに幼稚園の保健教育を振興し、保
健管理の万全を期するため、学校保健の事項を調査研
究し、その発展を図ることを目的とした学校保健会に対
し、補助金を交付し、活動を支援する。

学校保健会 1 奨励的 10/10 1,200,000 592,328       49.4

31 福祉総務課 民生・児童委員協議会
民生委員法第20条により設置されている民生委員協議
会が同法第24条に定める任務を遂行するにあたり、その
活動の充実と一層の推進を図る目的に対し、補助する。

民生・児童委員協議会 1 行政代位的 1/2、10/10 800,000 753,700       94.2

32 福祉総務課
地域福祉交通「風ぐるま」運
行基本事業補助金

高齢者・障害者を始めとする区民のため、地域交通手段
を確保し、地域福祉の推進とノーマライゼーションの実現
を図る。

風ぐるま実施事業者 1 社会福祉的 10/10 93,900,000 93,000,000       99.0

33 福祉総務課
地域福祉交通「風ぐるま」運
行付帯事業補助金

高齢者・障害者を始めとする区民のため、地域交通手段
を確保し、地域福祉の推進とノーマライゼーションの実現
を図る。

風ぐるま実施事業者 1 社会福祉的 10/10 5,950,000 479,420        8.1

保健福祉部

1
4
3



No 事業所管課 補助金名称 補助金交付目的 補助金交付団体
延べ交付
団体数

性質別分類
補助率

（分数表示）

令和２年度
予算額
（円）

令和２年度
決算額
（円）

執行率
（％）

34 福祉総務課
「風ぐるま（貸切）」事業補助
金

一般の交通手段の利用が不便な人のために、交通手段
を確保し、社会参加生活圏の拡大を図る。

風ぐるま実施事業者 1 社会福祉的 10/10 10,540,000 10,520,000       99.8

35 福祉総務課
地域福祉交通「風ぐるま」事
業継続のための補助金

新型コロナウイルス感染症の影響による事業継続のた
めの支援をする。

風ぐるま実施事業者 1 社会福祉的 10/10 5,000,000 3,583,000       71.7

36 福祉総務課 社会福祉協議会補助金
社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を促進し、地
域社会福祉の増進を図る。

社会福祉法人千代田区社会福
祉協議会

1 自立援助的 10/10 257,090,000 237,301,430       92.3

37 福祉総務課 保護司会

保護司法第13条により設置されている保護司会が、地
域社会の浄化と非行防止のため区保護司会規約第４条
に定める事業の推進と充実を図る目的に対し、補助す
る。

保護司会 1 奨励的 1/2、10/10 800,000 257,618       32.2

38 福祉総務課 更生保護女性会

更生保護女性会が、女性の立場から犯罪をした者の更
生と自立の援助、青少年の保護育成を図る目的で定め
た女性会規約第４条の事業の促進と充実を期するため、
その活動に対して補助金を交付する。

更生保護女性会 1 奨励的 1/2、10/10 400,000 82,296       20.6

39 福祉総務課 ひとり親家庭福祉会

千代田区に在住する母子寡婦及びこれに準ずる者を
もって組織する千代田区ひとり親家庭福祉会会員相互
の親睦と連携を深め、生活の向上と福祉の増進を図るこ
とを目的として定めた、ひとり親家庭福祉会規約第３条
の事業の促進と充実を期するため、その活動に対して補
助金を交付する。

千代田区ひとり親家庭福祉会 0 自立援助的 1/2 100,000 0          -

40 福祉総務課 地域福祉活動支援補助金
区民等が主体的に行う地域福祉活動及び区民福祉の向
上に資する事業に対して経費を助成することにより、地
域福祉活動の発展と向上を図る。

地域福祉活動実施団体 1 社会福祉的 10/10 5,660,000 2,540,475       44.9

41 福祉総務課
千代田区福祉サービス第三
者評価受審支援事業補助
金

「東京都における福祉サービス第三者評価について（指
針）」に基づく福祉サービス第三者評価を受審した場合
に、その費用の一部について助成することにより、早期
に福祉サービス事業の普及・定着を図り、利用者本位の
福祉の実現を目的とする。

福祉サービス第三者評価受審
団体

2 社会福祉的 10/10 3,600,000 1,200,000       33.3
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42 福祉総務課
千代田区老人クラブに対す
る助成

老人クラブ会員の相互の親睦と健康の増進を図ることを
目的とし補助する。

老人クラブ 6 社会福祉的 10/10 1,398,000 1,300,930       93.1

43 福祉総務課
千代田区老人クラブ宿泊懇
親旅行の助成

老人クラブ会員の相互の親睦と健康の増進を図ることを
目的とし補助する。

老人クラブ 0 奨励的 10/10 9,960,000 0          -

44 福祉総務課 千代田区連合長寿会助成
区内各長寿会の相互指導、育成、連絡を図ることを目的
として組織されている連合長寿会の運営を目的とし補助
する。

連合長寿会 3 奨励的 1/2、10/10 540,000 277,959       51.5

45 福祉総務課
公益社団法人千代田区シル
バー人材センターに対する
補助金

人材センターの健全な育成を図るため、その活動に要す
る経費について補助し、もって高齢者の就業機会の増大
を図り、併せて活力ある地域社会づくりに寄与する。

公益社団法人千代田区シル
バー人材センター

1 自立援助的 10/10 51,814,000 47,013,000       90.7

46 障害者福祉課 千代田区障害者共助会
共助会が、障害者の福祉のために行う活動の充実を図
るとともに、同会の自主的活動を促進し、障害者福祉の
一層の増進に資することを目的とする。

千代田区障害者共助会 1 自立援助的 1/2 850,000 625,778       73.6

47 障害者福祉課
千代田区手話通訳等実施
費用助成

「千代田区障害者の意思疎通に関する条例」に定める基
本理念を踏まえ、区内で事業を実施する法人その他の
団体が手話通訳等を利用したときにその費用を助成す
ることにより、障害者への意思疎通に関する合理的な配
慮の推進に資することを目的とする。

団体 4 奨励的 10/10 750,000 153,080       20.4

48 障害者福祉課
千代田区精神障害者就労
継続支援Ｂ型施設の運営助
成金

精神障害者を対象とした就労継続支援Ｂ型の事業を実
施する施設の運営に要する経費について助成すること
により、精神障害者の就労機会を拡大し、安定した就労
環境の維持を図ることを目的とする。

精神障害者就労継続支援Ｂ型
運営団体

1 社会福祉的 9/10、10/10 57,015,000 45,306,000       79.5

49 障害者福祉課
千代田区障害者雇用促進
援助事業（雇用援助金）

雇用促進援助事業のうち雇用援助金は、従業員数45.5
人未満の区内事業所の雇用主が、３か月以上身体・知
的・精神障害者を雇用した場合に援助金を支給する。

企業 1 社会福祉的 10/10 720,000 120,000       16.7

50 障害者福祉課
千代田区障害者雇用促進
援助事業（実習受入報奨
金）

千代田区障害者就労支援センターに登録している身体・
知的・精神・発達障害者等を実習者として受入れた事業
主（特別区内）に支給する。

企業 0 社会福祉的 10/10 100,000 0          -
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51 障害者福祉課
千代田区障害者雇用促進
援助事業（環境整備助成
金）

障害者を雇用または実習を受入れる事業主に対し、障
害者が働きやすくするための工事費用や補助具購入費
用を一部助成する。

企業 0 社会福祉的 10/10 200,000 0          -

52 障害者福祉課
千代田区福祉サービス施設
等人材確保・定着支援事業
補助金（産休）

高齢者又は障害者に福祉サービスを提供する区内の施
設において行う人材確保及び定着に資する取組みに対
し、支援を行うことで、区民に対する福祉サービスを安定
的、かつ、継続的に提供することを目的とする。

団体 0 奨励的 10/10 2,400,000 0          -

53 障害者福祉課
千代田区障害者日中活動
系サービス推進事業

千代田区内に設置する指定障害福祉サービス事業所の
運営に要する費用の一部を補助し、サービス利用者の
福祉向上を図る。

団体 5 奨励的 10/10 30,842,000 20,834,000       67.6

54 障害者福祉課
障害者福祉施設の従業者
の人材確保・定着に係る補
助金

障害福祉サービスを提供する事業者がサービスの提供
場所である障害者福祉施設等の業務に従事する者の人
材確保・定着に資する取組みを支援することにより、施
設等の従業者が安心して就労できる環境づくりを推進す
るとともに、拡大する障害者福祉ニーズに的確に対応
し、質の高いサービスを安定的・継続的に確保することを
目的とする。

団体 1 奨励的 10/10 3,720,000 690,000       18.5

55 障害者福祉課
千代田区精神障害者グルー
プホーム運営費助成金

精神障害者を対象としたグループホームの安定的な運
営を図るため、その運営に要する経費について補助する
ことにより、精神障害者の地域社会における自立生活を
促進することを目的とする。

精神障害者グループホーム運
営団体

1 社会福祉的 9/10、10/10 18,235,000 13,647,000       74.8

56 障害者福祉課
グループホーム等支援事業
（施設借上費助成）

グループホーム等の施設の安定的運営を図るため、千
代田区が必要な支援事業を行い、もって障害者の地域
社会における自立生活を助長することを目的とする。

グループホーム運営団体 0 社会福祉的 10/10 838,000 0          -

57 障害者福祉課
グループホーム等支援事業
（区内グループホーム等助
成）

グループホーム等の施設の安定的運営を図るため、千
代田区が必要な支援事業を行い、もって障害者の地域
社会における自立生活を助長することを目的とする。

グループホーム運営団体 1 社会福祉的 10/10 4,933,000 4,932,480     100.0

58 高齢介護課
特別養護老人ホームを運営
する社会福祉法人に対する
補助金

特別養護老人ホーム及び小規模特別養護老人ホーム
事業の安定的な運営及びサービスの質の維持・向上に
資することを目的として、医療対応入居者の受け入れ体
制を整備するために必要な経費に対して補助金を交付
する。

特別養護老人ホーム及び小規
模特別養護老人ホーム運営団
体

3 奨励的 10/10 44,301,000 44,301,000     100.0
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59 高齢介護課
岩本町ほほえみプラザ社会
福祉施設における介護強化
事業助成

グループホーム及びケアハウスにおいて、国の入所基準
よりも介護度の高い要介護者の受け入れ体制を整備す
るために必要な経費に対し補助金を交付し、健全な施設
運営に資することを目的とする。

社会福祉法人多摩同胞会
（岩本町ほほえみプラザ指定管
理者）

1 奨励的 10/10 25,000,000 25,000,000     100.0

60 高齢介護課
岩本町ほほえみプラザケア
ハウス事務費助成

ケアハウス入居者の負担軽減のために、入居者から徴
収する事務費を減額することに対して助成し、指定管理
者の健全な施設運営に資することを目的とする。

社会福祉法人多摩同胞会
（岩本町ほほえみプラザ指定管
理者）

1 社会福祉的 10/10 26,722,000 22,950,900       85.9

61 高齢介護課
岩本町ほほえみプラザ入居
者支援助成

グループホーム及びケアハウス入居者が著しい生活困
窮や入院等の一定の要件に該当した場合に利用料金を
減免し、入居者の負担軽減を図る。
減免を行った額に応じた額を助成することにより、指定
管理者の健全な施設運営に資することを目的とする。

社会福祉法人多摩同胞会
（岩本町ほほえみプラザ指定管
理者）

0 社会福祉的 10/10 789,000 0          -

62 高齢介護課
岩本町ほほえみプラザ家賃
軽減助成

グループホーム及びケアハウス入居者の負担軽減のた
めに実施する家賃減額措置に対し助成し、指定管理者
の健全な施設運営に資することを目的とする。

社会福祉法人多摩同胞会
（岩本町ほほえみプラザ指定管
理者）

1 社会福祉的 10/10 4,668,000 4,335,756       92.9

63 高齢介護課
岩本町ほほえみプラザ健康
回復支援ショートステイ事業
助成

自立したひとり暮らし等高齢者が一定の要件に該当する
場合、健康回復支援ショートステイ事業として受け入れ、
利用料金の軽減を図る。これに係る経費を助成すること
により、指定管理者の健全な施設運営に資することを目
的とする。

社会福祉法人多摩同胞会
（岩本町ほほえみプラザ指定管
理者）

1 社会福祉的 10/10 1,470,000 361,316       24.6

64 高齢介護課 介護保険施設等改修助成

利用者へのサービス向上を図るため、区等から土地を
借り受けた上で、特別養護老人ホームや認知症高齢者
グループホームなどの介護保険施設を整備し、運営を
行っている社会福祉法人に対して、温暖化対策の視点も
踏まえ、設備改修等を行う際等の補助を行う。

介護保険施設を整備し運営す
る社会福祉法人

1 奨励的 1/2、3/4 69,600,000 64,013,000       92.0

65 高齢介護課
認知症高齢者在宅支援
ショートステイ助成

認知症高齢者の精神安定と家族の休息支援のため、高
齢者や介護者の事情等で在宅が一時的に困難で、短期
入所生活介護が利用できないときに、認知症対応型通
所介護実施事業者が、介護保険外サービスとしてショー
トステイを実施する場合、経費の一部を助成する。

介護保険事業者 1 社会福祉的 10/10 6,041,000 4,645,386       76.9

66 高齢介護課
介護保険施設等人材確保・
定着・育成支援（人材確保）

介護保険施設において24時間365日介護サービスを提
供する事業者の職員の人材確保・定着・育成の取組み
を支援し、質の高いサービスを安定的継続的に確保する
ことを目的に、事業者が実施する職員の人材確保・定
着・育成に係る費用の一部を補助する。

介護保険事業者 2 奨励的 1/2、3/4 20,380,000 19,410,000       95.2
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67 高齢介護課
介護保険施設等人材確保・
定着・育成支援（人材育成）

介護保険施設において24時間365日介護サービスを提
供する事業者の職員の人材確保・定着・育成の取組み
を支援し、質の高いサービスを安定的継続的に確保する
ことを目的に、事業者が実施する職員の人材確保・定
着・育成に係る費用の一部を補助する。

介護保険事業者 3 奨励的 1/2、10/10 1,660,000 193,000       11.6

68 高齢介護課
介護保険施設等人材確保・
定着・育成支援（労働環境
改善）

介護保険施設において24時間365日介護サービスを提
供する事業者の職員の人材確保・定着・育成の取組み
を支援し、質の高いサービスを安定的継続的に確保する
ことを目的に、事業者が実施する職員の人材確保・定
着・育成に係る費用の一部を補助する。

介護保険事業者 4 奨励的 10/10 53,088,000 43,841,000       82.6

69 高齢介護課
高齢者サービス事業所産
休・育休等代替職員確保助
成

区内高齢者福祉サービスの雇用の質・量を確保するとと
もに、有用な人材が、出産や介護により離職することの
無いよう事業所に対し、代替職員の雇用経費を助成する
ことで、当該職員が安心して休暇を取得できる職場環境
を整備する。

介護保険事業者 4 奨励的 10/10 9,600,000 3,400,000       35.4

70 高齢介護課
介護保険施設等施設内保
育機能整備事業費及び運
営事業費助成

介護人材及び24時間365日の介護体制の確保を図るた
め、区内の介護保険施設及び事業等の運営を行う事業
者が、施設内保育機能の整備・運営を行う場合に要する
費用の一部を助成する。

施設内保育機能を整備・運営
する区内の介護保険施設・事
業等運営事業者

0 奨励的 10/10 2,361,000 0          -

71 高齢介護課
(仮称）二番町高齢者施設土
地賃借料補助

(仮称）二番町高齢者施設を運営するにあたり、当該土
地の賃借料の一部を補助し、当該施設の円滑な運営を
図ることを目的とする。

社会福祉法人平成会 1 奨励的 10/10 23,030,000 23,028,134     100.0

72 高齢介護課
(仮称）二番町高齢者施設整
備費補助金

(仮称)二番町高齢者施設を整備するにあたり、これに要
する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、
円滑な施設整備の執行を図ることを目的とする。

社会福祉法人平成会 1 奨励的 10/10 965,600,000 814,029,000       84.3

73 高齢介護課
グループホーム及び都市型
軽費老人ホームに対する介
護職員等加配補助金

グループホーム等で介護職員又は看護職員を最低基準
を超えて配置するために要した費用の一部を補助するこ
とにより、入居者の安全の確保に資することを目的とす
る。

社会福祉法人新生寿会 2 奨励的 10/10 12,000,000 8,000,000       66.7

74 高齢介護課
介護事業夜勤体制強化補
助金

区内で特別養護老人ホーム等の介護施設を運営する事
業者に対し、夜勤を行う介護又は看護職員を国等が定
める最低基準を超えて配置した場合の経費の一部を補
助し、もって介護保険サービスの質の向上及び健全な施
設経営に資する。

介護保険事業者 1 奨励的 3/4 28,733,000 2,948,000       10.3
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75 高齢介護課
介護施設等におけるＰＣＲ検
査助成

介護施設等の更なる新型コロナウイルス感染防止対策
を図るため、区の契約医師以外の病院等が実施し、施
設が負担するＰＣＲ検査に係る経費の助成を行う。

介護施設事業者 2 行政代位的 10/10 2,970,000 111,960        3.8

76 在宅支援課
高齢者活動支援事業補助
金

高齢者が生活機能を維持又は改善し、地域で自立した
日常生活を継続できるよう、支援することを目的とする。

区有の高齢者福祉施設で介護
保険サービスの提供等を行う
社会福祉法人

2 奨励的 10/10 7,200,000 945,949       13.1

77 在宅支援課
千代田区在宅療養推進事
業補助

医療と介護の関係者がＩＣＴネットワーク等の積極的活用
を図り、効果的に情報を共有し連携して在宅療養者等を
支える体制を構築するための地区医師会の取組みに対
し補助することにより、多職種の関係者の連携体制の強
化を図り、区内の在宅療養者の効果的な支援体制を確
立することを目的とする。

地区医師会 2 奨励的 10/10 1,400,000 1,084,000       77.4

78 地域保健課
骨髄移植ドナー支援事業助
成金

骨髄等の提供希望者が増加し、骨髄等の移植の推進を
図ることを目的とする。

ドナーを雇用する国内の事業
所

0 奨励的 10/10 140,000 0          -

79 地域保健課 医療関係機関補助金
保健衛生事業の円滑な運営を図り、区民の健康の保持
増進に寄与するため、当該医療関係機関に補助金を交
付する。

医療関係機関 6 奨励的 1/2 1,200,000 1,200,000     100.0

80 地域保健課

新型コロナウイルス感染症
にかかるＰＣＲ検査検体採
取を実施している区内医療
機関に対する助成金

新型コロナウイルス感染拡大当初、区のPCR検査に協
力した区内の医療機関に対し、助成金（支援金）を交付
する。

医療関係機関 2 奨励的 10/10 2,300,000 2,300,000     100.0

81 地域保健課
新型コロナウイルス感染症
対策に係る助成金

区内の各医師会、歯科医師会、薬剤師会に対し、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響のもとでも安定的・持続
的な診療等が行えるよう、新型コロナウイルス感染症対
策に係る助成金（支援金）を交付する。

地区医師会、歯科医師会、薬
剤師会

6 奨励的 10/10 228,600,000 198,800,000       87.0

82 地域保健課
災害拠点病院等への支援
に係る助成金

災害拠点病院等に対し、新型コロナウイルス感染症予
防・拡大防止の対策を行い、安定的・持続的な診療等の
継続ができるよう支援するため、助成金（支援金）を交付
する。

医療関係機関 7 奨励的 10/10 402,000,000 402,000,000     100.0

83 地域保健課 公衆浴場確保補助金
平成６年度に「千代田区確保指定公衆浴場制度」を創設
し、区が浴場経営者と確保指定契約を締結し、現存する
４公衆浴場への補助を行い、浴場の存続を図る。

公衆浴場経営者 4 奨励的
10/10

 (設備補助は
1/2）

23,981,000 20,293,025       84.6
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84 地域保健課
公衆浴場季節事業費補助
金

上記補助の一環として、季節の事業についての補助を
行っている。しょうぶ湯、ラベンダー湯、ゆず湯、朝湯、風
呂の日に対する助成を行う。

公衆浴場経営者 1 奨励的 10/10 1,400,000 910,000       65.0

85 地域保健課
区淡路町施設（浴場施設）
運営事業者に対する支援金

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言発
令期間等において、全面営業できない中で区民の公衆
衛生確保のため普通公衆浴場を営業継続する運営事業
者に対して支援する。

公衆浴場経営者 1 奨励的 10/10 4,800,000 2,400,000       50.0

86
コミュニティ総
務課

町会補助金
コミュニティ形成の促進を目的として、公共的な地域活動
を行っている団体に対し補助する。

町会 107 奨励的 定額 50,696,000 50,090,000       98.8

87
コミュニティ総
務課

町会専用掲示板補助金
町会が地域住民に情報を周知するための掲示板の設置
に対し実績額を補助する。

町会 0 奨励的 10/10 150,000 0          -

88
コミュニティ総
務課

マンション内町会掲示板設
置に対する補助金

町会によるマンション内への町会掲示板の設置に対し補
助する。

町会 0 奨励的 10/10 428,000 0          -

89
コミュニティ総
務課

防犯街路灯補助金
私道に設置されている町会等の保有する防犯街路灯の
設置・維持費に対し補助する。

町会等自治団体 45 奨励的 10/10 2,030,000 1,033,972       50.9

90
コミュニティ総
務課

財団法人自治総合センター
によるコミュニティ助成相当
補助金

自治総合センターの要綱に基づきコミュニティ組織等が
実施する事業について相当額の補助をする。

連合町会等自治団体 0 奨励的 10/10 2,500,000 0          -

91
コミュニティ総
務課

連合町会補助金
住民相互の連帯感の醸成及び良好なコミュニティの形成
の促進を目的とし、町会等自治団体に対し補助する。

連合町会 8 奨励的 定額 4,280,000 4,280,000     100.0

92
コミュニティ総
務課

連合町会長協議会補助金
住民相互の連帯感の醸成及び良好なコミュニティの形成
の促進を目的とし、町会等自治団体に対し補助する。

連合町会長協議会 1 奨励的 10/10 2,000,000 1,294,150       64.7

地域振興部

1
5
0



No 事業所管課 補助金名称 補助金交付目的 補助金交付団体
延べ交付
団体数

性質別分類
補助率

（分数表示）

令和２年度
予算額
（円）

令和２年度
決算額
（円）

執行率
（％）

93
コミュニティ総
務課

地域コミュニティ活性化事業
補助金

コミュニティの活性化を目的として、地域自ら企画・実施
する地域全体の規模で行うイベントに対し補助する。

地域コミュニティ活性化実行委
員会

4 奨励的 10/10 16,000,000 2,071,794       12.9

94
コミュニティ総
務課

コミュニティ活動事業助成
コミュニティの活性化を目的として、比較的小規模なコ
ミュニティ事業に対し補助する。

町会等自治団体、コミュニティ
活動実行委員会

7 奨励的 2/3 13,950,000 866,332        6.2

95
コミュニティ総
務課

千代田学補助金

区と連携協定を結んでいる大学等が、区の様々な事象
を多様な切り口で調査・研究することを「千代田学」と名
付け、その定着と発展をめざし、経費の一部を補助する
ことで大学等と区及び地域の連携を図る。

大学、専修学校、各種学校等 11 奨励的 10/10 9,300,000 5,032,582       54.1

96
コミュニティ総
務課

住民交流助成補助金
姉妹提携先との交流を推進することにより互いの地域理
解を深め、活力あるまちづくりの推進を図る。

姉妹提携町村の地域の団体、
グループ及びサークルと交流事
業を行う団体等

0 奨励的 1/2、3/4 3,100,000 0          -

97 商工観光課
商工関係団体の事業補助
金

商工関係団体が実施するイベント等の事業に対し補助
金を交付することにより、区内商工業の発展と活性化を
図り、もって活気と賑わいあるまちの実現に資することを
目的とする。

商工関係団体 26 奨励的 1/2～10/10 49,202,000 34,144,000       69.4

98 商工観光課
商工関係団体の会費減額
給付金

商工関係団体が会員から徴収する会費額を減額できる
よう、各団体の会費減額相当額を区が各団体に給付金
として給付することで、新型コロナウイルス感染症の影
響により経営が悪化している各団体会員の負担軽減に
資することを目的とする。

商工関係団体 46 奨励的
会費総額の半
額を限度とし

て10/10
43,039,000 43,039,000     100.0

99 商工観光課
商工関係団体の新生活様
式対応補助金

商工関係団体が新型コロナウイルス感染症予防策とし
て推奨されている「新しい生活様式」への対応及び消費
喚起のために実施する取組みに対し補助金を交付する
ことにより、各団体の活動を支援することを目的とする。

商工関係団体 45 奨励的 10/10 120,000,000 113,314,228       94.4

100 商工観光課
千代田区内商店会が設置
する商店街装飾灯に対する
補助金

区内商店会が所有・管理している商店街装飾灯の維持
に要した電気代に対し、補助金を交付することにより、商
店街の負担を軽減することで発展・振興を図る。

区内商店会 9 奨励的 1/3 1,000,000 439,191       43.9

101 商工観光課
産業財産権取得支援補助
金

区内中小企業等に対して産業財産権の取得に要する経
費の一部を補助し、中小企業者等の製品開発力や競争
力の強化を図り、区内産業の活性化に寄与する。

区内中小企業等 38 奨励的 1/2 6,936,000 5,957,000       85.9
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102 商工観光課
中小企業販路拡大事業支
援補助金

区内の商工関係団体が中小企業者等を対象に展示会を
開催し、又は当該団体に所属する中小企業者が販路拡
大のために自社の製品、技術、サービス等を展示会に
出展する事業に係る経費の一部を補助することにより、
中小企業者による販路の拡大を促進し、区内商工業の
活性化を図る。

商工関係団体、中小企業 3 奨励的 2/3 5,500,000 298,000        5.4

103 商工観光課
クラウドファンディング活用
資金調達事業支援補助金

区内の中小企業者等が、創業し、新たな製品若しくは
サービスを創出し、又は営利のみを目的としないソー
シャルビジネス等に挑戦するに当たり、クラウドファン
ディングを活用して資金を調達した事業に対し、掛かる
利用手数料を補助することにより、これらの事業を促進
し、もって区内商工業の発展に寄与することを目的とす
る。

区内中小企業等 0 奨励的 1/2 1,500,000 0          -

104 商工観光課
公益社団法人ゆとりちよだ
補助金

中小企業に勤務する勤労者及びその事業主の福利厚生
を向上させ、中小企業の振興と地域社会の進展に寄与
することを目的とする。

公益社団法人ゆとりちよだ 1 行政代位的 10/10 36,033,000 34,149,128       94.8

105 商工観光課 観光支援事業補助金

外国人観光案内所を運営する民間団体等に対して、多
言語対応経費を補助し、外国人旅行者等の利便性及び
満足度の向上を図り、もって区の産業の活性化に寄与
することを目的とする。

中小企業、商工関係団体 5 奨励的 2/3 16,650,000 12,621,000       75.8

106 商工観光課 観光振興推進事業補助金
区内の観光振興に資する事業の促進及び一層の充実を
図ることを目的として、「観光事業」を実施する団体に対
し補助する。

一般社団法人千代田区観光協
会

1 自立援助的 10/10 186,607,000 144,076,376       77.2

107 税務課 納税貯蓄組合補助金
区の税務行政に対する協力団体として、その指導的か
つ積極的な事業活動を推進するため、事業に対し補助
金を交付し、納税貯蓄組合の健全な育成を図る。

納税貯蓄組合連合会 2 自立援助的 1/2 1,200,000 1,056,012       88.0

108 安全生活課
環境美化・浄化推進団体に
対する補助金

生活環境の美化・浄化を目的として、環境美化・浄化推
進団体が自主的に取り組む生活環境整備の事業に対
し、補助する。

環境美化・浄化推進団体 8 奨励的 10/10 2,590,000 718,131       27.7

109 安全生活課
秋葉原中央通り歩行者天国
安全・安心確保事業補助金

安全で安心できる歩行者天国の実現を図るべく、地域連
携団体が実施する事業に対し、補助金を交付する。

地域連携団体 1 奨励的 1/2 2,000,000 808,784       40.4

110 安全生活課 屋内喫煙所設置助成
喫煙者と非喫煙者の共生できるまちの実現のため、民
間ビルの空き店舗等を活用した屋内喫煙所の設置に対
し区が助成する。

建築物の所有者等 77 奨励的 4/5、10/10 176,409,000 173,621,082       98.4
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111 安全生活課
防犯活動等事業に対する補
助金

防犯協会が、地域住民の安寧と青少年の健全育成を図
るために実施する防犯活動等事業に対し、補助金を交
付する。

防犯協会 4 奨励的 4/5、10/10 2,800,000 2,800,000     100.0

112 安全生活課
防犯設備の整備に対する補
助金

区内の安全・安心なまちの早期実現に寄与するべく、地
域団体が防犯設備を整備する際に、補助金を交付する。

地域団体 40 奨励的 2/3～11/12 43,314,000 12,402,997       28.6

113
国際平和・男
女平等人権課

中小企業における仕事と家
庭の両立支援助成

仕事と家庭の両立を支援し、職場における男女平等を進
める。

区内中小企業 61 奨励的 定額 5,080,000 4,992,000       98.3

114 文化振興課 文化事業補助

区内で活動する文化団体が自主的、自発的に提案する
文化事業に対し補助することにより、芸術や伝統文化な
どの維持・継続・発展を図るとともに、区民の芸術・文化
活動の促進を支援する。

文化団体 8 奨励的 4/5、9/10 16,000,000 9,308,000       58.2

115 文化振興課
ちよだアートスクエア運営事
業者に対する支援金

新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえ、区民
等への文化芸術の活動の場所や、発表の機会を提供す
るための文化芸術の拠点施設を継続して運営すること
ができるよう、運営事業者を支援する。

ちよだアートスクエア運営事業
者

1 奨励的 10/10 8,495,000 8,494,232     100.0

116
生涯学習・ス
ポーツ課

社会教育団体育成補助金
社会教育事業振興の一環として、社会教育団体の育成
を図るため、その事業活動の経費を補助する。

社会教育団体 2 自立援助的 1/2 200,000 200,000     100.0

117
生涯学習・ス
ポーツ課

ちよだ生涯学習カレッジ卒
業生活動補助金

ちよだ生涯学習カレッジの卒業生が学習成果を地域に
還元すべく実施する学習活動に対し、補助金を交付する
ことについて定め、もって地域活力の増強と区の活性化
に資することを目的とする。

ちよだ生涯学習カレッジの卒業
生等の団体

0 奨励的 1/2 150,000 0          -

118
生涯学習・ス
ポーツ課

千代田区民体育大会参加
団体に対する補助金

区民体育大会の隆盛を期することを目的として、千代田
区民の親睦融和を目的とした区民体育大会への参加準
備活動経費について、千代田区連合町会に対し補助す
る。

連合町会 0 奨励的 10/10 800,000 0          -

119
生涯学習・ス
ポーツ課

千代田区総合型地域スポー
ツクラブ活動支援補助金

千代田区総合型地域スポーツクラブが行う活動に要す
る経費に対し区が補助することで、地域スポーツの発展
及び活力ある地域社会の形成に寄与することを目的と
する。

千代田区総合型地域スポーツ
クラブ

0 奨励的 1/2、10/10 2,000,000 0          -
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120
生涯学習・ス
ポーツ課

千代田区ラジオ体操会連盟
に対する補助金

社会体育の振興とラジオ体操を普及・奨励するにあた
り、その事業の促進と一層の充実を図るため、連盟に対
し補助する。

千代田区ラジオ体操会連盟 1 奨励的

各会場評価表
に基づき、補
助金交付額を

決定

552,000 174,000       31.5

121
生涯学習・ス
ポーツ課

千代田区体育協会運営費
補助金

社会体育団体の育成を図るため、千代田区体育協会運
営に要する経費を補助する。

千代田区体育協会 1 行政代位的 1/2 3,328,000 2,573,481       77.3

122
生涯学習・ス
ポーツ課

千代田区体育行事運営補
助金

区民等のスポーツ競技力の向上及びスポーツ意欲の高
揚を目指すとともに、各種スポーツ団体の交流・育成を
図るため、千代田区体育協会が実施する各種体育行事
に要する事業経費を補助する。

千代田区体育協会 1 行政代位的 1/2 11,255,000 4,017,477       35.7

123
生涯学習・ス
ポーツ課

千代田区体育講習会補助
金

区民等のスポーツ競技力の向上及びスポーツ意欲の高
揚を目指すことを目的として千代田区体育協会が実施す
る各種体育講習会に要する事業経費を補助する。

千代田区体育協会 1 行政代位的 10/10 8,142,000 1,344,425       16.5

124
生涯学習・ス
ポーツ課

千代田区体育協会事務局
運営補助金

社会体育団体育成を図るため、千代田区体育協会事務
局に要する経費を補助する。

千代田区体育協会 1 行政代位的 10/10 10,966,000 10,966,000     100.0

125
生涯学習・ス
ポーツ課

屋外スポーツ施設利用補助
金

千代田区内の少年少女スポーツ団体が練習等のために
自ら借用する屋外スポーツ施設に係る使用料の一部を
区が補助することにより、団体における自主的なスポー
ツ活動を支援する。

区内少年少女スポーツ団体 0 奨励的 10/10 300,000 0          -

126
生涯学習・ス
ポーツ課

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

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸
成活動として、アスリートや有識者等を招致し、主に区内
在住・在勤・在学者を対象に行われるスポーツ・文化・観
光・教育等の振興を目的とした事業に対し補助をする。

事業を実施する団体 0 奨励的 3/4 8,000,000 0          -

127
環境まちづくり
総務課

千代田区鉄道駅ホームドア
整備促進事業費補助金

区内に存する鉄道駅のホームドアの整備の促進を図り、
高齢者、障害者等の移動及び鉄道施設の利用上の利便
性及び安全性の向上に資することを目的とする。

事業者 0 奨励的 1/3 51,000,000 0          -

128
環境まちづくり
総務課

交通安全活動推進事業補
助金

区内の交通安全協会が区内交通安全活動推進のため
に実施する啓発、宣伝、講習、指導その他の交通安全
活動推進事業に対して補助金を交付し、事業の促進及
び一層の充実を図り、交通安全活動の推進に資すること
を目的とする。

交通安全協会 11 奨励的 4/5、10/10 5,400,000 5,400,000     100.0

環境まちづくり部
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No 事業所管課 補助金名称 補助金交付目的 補助金交付団体
延べ交付
団体数

性質別分類
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令和２年度
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令和２年度
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（円）

執行率
（％）

129 環境政策課
千代田エコシステム推進事
業補助金

千代田エコシステム（ＣＥＳ）の普及・促進を目的として活
動している団体の事務局運営及び千代田エコシステム
普及事業並びに環境学習・教育関連事業に対して補助
する。

千代田エコシステム推進協議
会

1 奨励的 10/10 19,365,000 16,104,460       83.2

130 環境政策課
ＣＥＳクラスⅢ監査料に対す
る補助金

千代田エコシステムクラスⅢ活動を実施する事業者に対
し補助金を交付することで、ＣＥＳ活動への参加促進を図
る。

区内事業者、団体等 0 奨励的 1/2 60,000 0          -

131 環境政策課
ちよだミツバチプロジェクト
事業補助金

養蜂活動を通じて環境教育活動を推進する団体等を支
援し、区内の環境保全に寄与する。

区内事業者、団体等 0 奨励的 10/10 1,000,000 0          -

132 環境政策課
千代田区ヒートアイランド対
策助成金

都市部のヒートアイランド現象緩和に寄与するとともに、
地球温暖化防止・都市景観の向上など、良好な生活環
境の保全及び改善を図る。

区内事業者、団体等 2 奨励的

1/2の額と緑
化面積等に応
じて算出した
額を比し、低
い方の額、

1/2

6,250,000 323,000        5.2

133 環境政策課
千代田区低炭素建築物助
成金

低炭素建築物の新築等に対し、一次エネルギー消費量
の削減による二酸化炭素の排出量の削減計画を定め、
かつ実行する建築主に対し、助成金を交付することによ
り、低炭素型社会の形成の促進を図る。

建築物の所有者等 1 奨励的
CO2削減量
１トンあたり

25万円
28,000,000 10,000,000       35.7

134 環境政策課
千代田区省エネルギー改修
等助成金

一般家庭やマンション共用部、事業所ビル等に対し、省
エネルギー改修の費用の一部を助成することにより、地
球温暖化対策を推進するとともに、環境保全の意識啓発
を図ることを目的とする。

建築物の所有者等 52 奨励的 １/5、3/10 40,014,000 40,014,000     100.0

135 建築指導課
千代田区建築物耐震化促
進助成（耐震診断）

耐震化の推進を目的として、建築物の耐震診断を行う個
人または中小企業等に助成する。

所有者である個人または中小
企業等

6 奨励的 2/3、4/5 26,600,000 15,550,000       58.5

136 建築指導課
千代田区建築物耐震化促
進助成（補強設計）

耐震化の推進を目的として、建築物の補強設計を行う個
人または中小企業等に助成する。

所有者である個人または中小
企業等

3 奨励的 1/3、2/3 10,450,000 10,450,000     100.0
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No 事業所管課 補助金名称 補助金交付目的 補助金交付団体
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137 建築指導課
千代田区住宅付建築物耐
震化促進助成（耐震改修
等）

耐震化の推進を目的として、住宅付建築物の耐震改修
等を行う個人または中小企業等に助成する。

所有者である個人または中小
企業等

0 奨励的 23/100、2/3 4,590,000 0          -

138 建築指導課
千代田区マンション耐震化
促進助成（耐震診断）

耐震化の推進を目的として、耐震診断を行うマンション
管理組合や所有者等に助成する。

マンション管理組合や所有者等 5 奨励的
7.5/10、4/5、

10/10
36,100,000 25,399,000       70.4

139 建築指導課
千代田区マンション耐震化
促進助成（補強設計）

耐震化の推進を目的として、補強設計を行うマンション
管理組合や所有者等に助成する。

マンション管理組合や所有者等 1 奨励的 2/3、10/10 25,000,000 5,000,000       20.0

140 建築指導課
千代田区マンション耐震化
促進助成（耐震改修等）

耐震化の推進を目的として、耐震改修等を行うマンショ
ン管理組合や所有者等に助成する。

マンション管理組合や所有者等 1 奨励的 23/100、2/3 67,884,000 17,685,000       26.1

141 建築指導課
千代田区マンション耐震化
促進助成（アドバイザー派
遣）

耐震化の推進を目的として、耐震診断等の実施に向け
たアドバイザー派遣を受けるマンション管理組合や所有
者等に助成する。

マンション管理組合や所有者等 0 奨励的 10/10 184,000 0          -

142 建築指導課
千代田区特定緊急輸送道
路沿道建築物耐震化促進
助成（補強設計）

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進を目的と
して、補強設計を行う所有者等に助成する。

建築物の所有者等 3 奨励的 5/6 35,415,000 26,458,000       74.7

143 建築指導課
千代田区特定緊急輸送道
路沿道建築物耐震化促進
助成（耐震改修等）

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進を目的と
して、耐震改修等を行う所有者等に助成する。

建築物の所有者等 1 奨励的 1/2、5/6 239,449,000 69,618,000       29.1

144 建築指導課
千代田区木造住宅耐震化
促進助成（耐震診断）

耐震化の推進を目的として、木造住宅の耐震診断を行う
所有者等に助成する。

建築物の所有者等 0 奨励的 10/10 450,000 0          -

145 建築指導課
千代田区木造住宅耐震化
促進助成（耐震改修等）

耐震化の推進を目的として、木造住宅の耐震改修等を
行う所有者等に助成する。

建築物の所有者等 0 奨励的 2/3、10/10 5,200,000 0          -
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146 建築指導課
千代田区要除却ブロック塀
等の改善工事助成

震災時におけるブロック塀等の倒壊の危険から道路等
利用者の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去工事
等に係る費用を助成する。

除却ブロック塀等を所有又は管
理する個人又は中小企業者等

1 奨励的 1/2、10/10 3,500,000 371,000       10.6

147 建築指導課
千代田区土砂災害特別警
戒区域内建築物の安全対
策工事助成

土砂災害の危険から区民の安全を確保するため、土砂
災害特別警戒区域内の建築物の土砂災害防止対策に
係る費用を助成する。

建築物の所有者等 0 奨励的 23/100、1/2 2,452,000 0          -

148 建築指導課 アスベスト含有調査助成
区内における建築物の所有者等が行うアスベスト含有
調査に要する費用の助成等を実施することにより、区民
の健康被害の予防を図ることを目的とする。

建築物の所有者等 0 奨励的 10/10 250,000 0          -

149 建築指導課 アスベスト除去工事助成
区内における建築物の所有者等が行うアスベスト除去
工事に要する費用の助成等を実施することにより、区民
の健康被害の予防を図ることを目的とする。

建築物の所有者等 1 奨励的 2/3 43,000,000 42,000,000       97.7

150
景観・都市計
画課

景観重要物件補助金
景観重要物件の保存又は活用のために必要な修繕又
は改修に助成する。

景観重要物件の所有者、正当
な権利を有する占有者又は管
理者

1 奨励的 1/2 5,000,000 4,281,000       85.6

151 住宅課
千代田区借上型区民住宅
制度補助金

中堅勤労者を主な対象とする、適切な家賃負担で入居
可能な借上型区民住宅の供給を促進することにより、区
民の居住の安定と福祉の向上を図り、定住人口の確保
に寄与することを目的とする。

公益財団法人まちみらい千代
田

1 行政代位的 10/10 16,567,000 11,091,759       67.0

152 住宅課
千代田区耐震性不足マン
ション等建替促進助成

耐震性が不足しているマンション等の建替えを促進し、
良質な住宅供給と市街地環境の整備、改善に寄与する
ため優良な建築物が建築される場合に費用の一部を補
助することで、良質な住宅の確保と良好な市街地の整備
を目的とする。

建築物の所有者等 1 奨励的
１戸あたり
150万円

34,700,000 19,643,000       56.6

153
災害対策・危
機管理課

消防少年団事業に対する補
助金

少年少女の健全な育成を促すとともに、様々な活動を通
じた防火・防災に関する知識及び技術の習得、地域社会
への防火・防災意識の普及に努めることを目的とする。

消防少年団 2 自立援助的 10/10 300,000 300,000     100.0

政策経営部
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154
災害対策・危
機管理課

消防団事業等に対する助成
金

消防団の運営に必要な諸経費に対し補助金の交付を行
い、消防団活動の充実を図り、地域防災活動において、
重要な一翼を担う消防団を側面から支援し、地域活動を
より確固たるものにする。

消防団 3 行政代位的 10/10 6,560,000 3,645,789       55.6

155
災害対策・危
機管理課

消防団放火防止パトロール
補助金

地域防災体制の一層の強化を図り、区民の生命・財産を
未然に火災から守ることを目的としている。

消防団 2 行政代位的 10/10 2,000,000 1,692,000       84.6

156
災害対策・危
機管理課

千代田区地域防災組織に
対する補助金

地震、水害等の災害に備えて、自主防災活動を目的とし
て結成された地域防災組織に対して補助金を交付する。

地域防災組織 37 奨励的  3/4 4,000,000 3,483,621       87.1

157
災害対策・危
機管理課

千代田区地区防災活動支
援事業補助金

町会や事業所等の枠を超えた地域住民等からなる防災
組織が主体的に実施する防災活動に対し、その要する
経費の一部を補助することにより、千代田区内の各地域
における防災組織の更なる防災活動を促し、もって自主
防災体制の充実と地域防災力の向上を図ることを目的
とする。

地域住民等からなる防災組織 0 奨励的 2/3 600,000 0          -

158
災害対策・危
機管理課

千代田区帰宅困難者対策
地域協力会に対する補助金

震災が発生した場合の帰宅困難者への支援体制構築を
図るため結成された帰宅困難者対策地域協力会に対
し、補助金を交付することにより、地域協力会の自主防
災体制の充実と行動力の強化を図ることを目的とする。

帰宅困難者対策地域協力会 4 行政代位的 10/10 4,000,000 3,828,991       95.7

159
災害対策・危
機管理課

千代田区災害時特設公衆
電話設置費用補助金

災害時における帰宅困難者等の連絡手段となる災害時
特設公衆電話を設置する企業等に対し、その費用を補
助することにより、帰宅困難者等の安全を確保すること
を目的とする。

帰宅困難者の受入協定を締結
している民間事業者

0 奨励的 10/10 1,200,000 0          -

160
災害対策・危
機管理課

災害時における学生ボラン
ティア養成等に係る補助金

大規模災害時における協力体制に関し基本協定を締結
している大学が実施する学生災害ボランティア養成等に
対し必要な補助を行うことにより、災害ボランティア活動
を促進させ、かつ効果的なものとすることを目的とする。

社会福祉法人千代田区社会福
祉協議会

1 行政代位的 10/10 2,100,000 600,000       28.6

161
災害対策・危
機管理課

千代田区事業者による災害
用備蓄物資購入助成金

地域防災体制の整備拡充を図るため、千代田区内の事
業者が災害時に必要となる物資を備蓄し資材を確保す
るための購入費用の一部を助成する。

区内事業者 73 奨励的 1/3、2/3 7,100,000 5,271,000       74.2

1
5
8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

￥500 

 

 

 

千代田区 

令和２年度主要施策の成果 

令和３年９月 

 

編集・発行  千代田区政策経営部財政課                   

 

〒102-8688 千代田区九段南 1-2-1 

TEL 03-3264-2111（代表） 

有償刊行物登録番号 

０３－０８ 


