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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 

● 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。 

 

（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 46,374 42,307 4,067

ちよだ安全・安心ネットワークの推進 148,537 149,424 △ 887

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（Ｐ81） 拡充 572,023 363,582 208,441

客引き防止対策の推進

客引き行為等の防止対策（Ｐ81） 拡充 95,972 45,300 50,672

「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
４予算額 ３予算額 増(△)減額

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】 
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予算額(前年度予算額） 

喫煙所設置対策 572,023 千円 ( 363,582  千円) 

拡充 ▶安全生活課   

 

昼間区民の多い千代田区では、公衆喫煙所からの臭いや煙の漏れ、私

有地での喫煙が課題となっています。 

令和４年度は、全公衆喫煙所周辺の環境測定（臭いや粉じん等）を行

い、高機能脱臭機等の整備が必要と判断された喫煙所に対しては、その

経費を助成（補助率：10/10、補助限度額：200万円）することによ

り、喫煙所の周辺環境の向上を図ります。 

また、「ちよだみらいプロジェクト－千代田区第三次基本計画 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

所を２か年前倒しで実現できるよう取組みを強化します。 

さらに、苦情が寄せられている箇所については、区において土地を借

り上げて喫煙トレーラーの配備を行うことなどにより、喫煙者と非喫煙

者が共生でき、より一層安全で快適に暮らせるまちの実現をめざしま

す。 

客引き行為等の防止対策 

 

95,972 千円 ( 45,300  千円) 

拡充 ▶安全生活課   

 

近年、風営法に抵触するような営業形態の店舗の増加や、過激な衣装

を着用した客引きの増加など、生活環境の悪化が懸念されています。 

令和４年度は、重点地区である外神田地区において、民間警備員によ

るパトロール回数を週３回から週５回に拡充するとともに、地区外の客

引き行為等が行われている箇所にもパトロール範囲を拡大します。 

また、区が独自に定めている客引き防止条例について、悪質な客引き

行為等に対する過料規定を導入するなど、あらゆる視点で、より安全で

快適なまちの実現に取り組んでいきます。 
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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 

● 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。 

 

（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（利子補給金）（Ｐ83） 拡充 138,940 109,110 29,830

商工融資事業（信用保証料）（Ｐ83） 拡充 40,210 82,195 △ 41,985

中小企業等経営支援 8,998 5,027 3,971

小規模事業者緊急経営支援事業 46,000 46,000 0

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 6,000 0

ちよだ新産業振興・イノベーション創出促進事業
（Ｐ83）

新規 30,000 0 30,000

商工関係団体への支援

商工関係団体等支援事業 121,815 99,893 21,922

「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
４予算額 ３予算額 増(△)減額

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】 
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予算額(前年度予算額） 

商工融資事業（利子補給金） 138,940 千円 ( 109,110  千円) 

商工融資事業（信用保証料） 40,210 千円 ( 82,195  千円) 

拡充 ▶商工観光課 
( 

  

 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期にわたり、引き続き中小企業

者の経営環境が懸念される中で、感染状況の鎮静化を見据え、新たな資

金需要の発生が想定されます。 

令和４年度は、中小企業者の新たな事業展開等のため、特別資金を設

け資金面からの支援を行い、区内中小企業の振興を図ります。 

ちよだ新産業振興・イノベーション創

出促進事業 

 

30,000 千円 
 
( ―  千円) 

新規 ▶商工観光課   

 

千代田区は、江戸開府以来、日本の政治・経済・文化の中心地として

常に新たな技術やモノを取り入れながら発展を続け、地域ごとの特色と

魅力を形成してきました。 

令和 4年度は、こうした区内の特性を活かしながら、千代田区にふさ

わしい新しい産業の振興とブランド力の向上を図るための調査・検討を

行います。 

また、区内産業活性化への好循環につなげるため、スタートアップと

呼ばれる革新的なビジネスに取り組む事業者と区の資源である大学・大

企業等との交流による地域内でのイノベーション創出を検討します。 
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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 

● 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。 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

（仮称）生涯学習大学の創設／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） 114,031 89,920 24,111

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（Ｐ85） 6,600 0 6,600

講座・講習会の充実

障害者スポーツ・ｅスポーツ体験（Ｐ85） 拡充 7,348 7,067 281

人材育成・派遣制度の充実

スポーツ推進委員活動 4,482 4,579 △ 97

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）（Ｐ39） 810,864 133,596 677,268

図書館・図書文化館事業運営 1,123,083 993,681 129,402

その他

外濠公園総合グラウンド整備（Ｐ115） 523,371 12,000 511,371

「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
４予算額 ３予算額 増(△)減額

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】 
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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 

 

6,600 千円 ( ―  千円) 

 ▶生涯学習・スポーツ課 

( 

  

 

区は、老朽化した現在のスポーツセンターについて、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。 

令和４年度は、現在地での建替えを前提として、引き続き規模や導入

機能・設備などについて検討を行い、新スポーツセンターの基本構想を

策定します。 

障害者スポーツ・ｅスポーツ体験 

 

7,348 千円 ( 7,067  千円) 

拡充 ▶生涯学習・スポーツ課 
( 

  

 

近年、これまでのスポーツの枠にとらわれないｅスポーツ※が、新たな

スポーツとして注目を浴びています。ｅスポーツは、年齢や障害の有無

に関わらず楽しめるという多様性を持つことから、健康づくりの寄与な

ど様々な広がりを見せています。 

令和４年度は、従前から実施している障害者スポーツ体験のイベント

にｅスポーツの種目を追加し、スポーツの普及啓発に取り組みます。 

 

※ｅスポーツ（エレクトロニック・スポーツ）：電子機器を用いて行う娯

楽、スポーツ全般 
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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 

● 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。 

 

（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 143,674 219,548 △ 75,874

公共空間活用検討会（Ｐ98） 新規 4,848 0 4,848

ウォーカブルなまちづくりの検討（Ｐ98） 新規 8,192 0 8,192

エリアマネジメント推進ガイドラインの検討
（Ｐ99）

新規 4,352 0 4,352

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 21,155 10,815 10,340

文化芸術の秋フェスティバル 9,510 9,518 △ 8

ちよだアートスクエア基本構想の策定（Ｐ87） 新規 5,292 0 5,292

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）（Ｐ39） 810,864 133,596 677,268

図書館・図書文化館事業運営（再掲） 1,123,083 993,681 129,402

「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
４予算額 ３予算額 増(△)減額

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

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】 
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予算額(前年度予算額） 

ちよだアートスクエア基本構想の策定 5,292 千円 ( ―  千円) 

新規 ▶文化振興課   

 

ちよだアートスクエアは、新たな文化芸術の拠点施設として旧練成中

学校に整備し、平成 22年に開館して以来、国内外から多くの人々が訪

れ、文化芸術活動の担い手を育成する活動の推進やアートを発信する文

化芸術の拠点として成長してきました。 

令和４年度は、旧練成中学校を区の文化芸術の拠点として本格活用す

るにあたって、これまでの成果や課題の振り返り及び施設の老朽化等を

踏まえ、めざすべき姿について検討を行い、ちよだアートスクエアの基

本構想を策定します。 
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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 

● 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。 

 

（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（Ｐ89） 拡充 29,224 7,995 21,229

コミュニティ活動事業助成（Ｐ89） 拡充 21,700 11,848 9,852

公共空間活用検討会（再掲）（Ｐ98） 新規 4,848 0 4,848

ウォーカブルなまちづくりの検討（再掲）
（Ｐ98）

新規 8,192 0 8,192

エリアマネジメント推進ガイドラインの検討
（再掲）（Ｐ99）

新規 4,352 0 4,352

町会・連合町会への支援

町会・連合町会補助金 62,846 62,703 143

昼間区民との連携

大学等との連携 9,564 9,564 0

出張所・区民会館の整備

（仮称）四番町公共施設整備（再掲）（Ｐ39） 810,864 133,596 677,268

「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
４予算額 ３予算額 増(△)減額

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】 
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予算額(前年度予算額） 

地域コミュニティ醸成支援 29,224 千円 ( 7,995  千円) 

コミュニティ活動事業助成 

 

21,700 千円 ( 11,848  千円) 

拡充 ▶コミュニティ総務課   

 

新型コロナウイルス感染拡大により、対面でのコミュニケーションの

機会が減ったことで、地域コミュニティの希薄化が懸念されています。 

令和４年度は、区内でコミュニティ活動を行っている方を対象に、コ

ミュニケーションツールの体験講習会を開催します。 

また、ツールの活用にあたっては、臨時ヘルプデスクの設置とともに、

訪問支援や個別相談などのアフターフォロー体制も併せて整備します。 

さらに、コミュニティ活動を行っている方が、新たにスマートフォン

やパソコン等の端末、Ｗｉ－Ｆｉ機器等、ＩＣＴ機器の活用環境を整備

する費用について、ＩＣＴ機器活用計画書の策定を前提に、50 万円を

上限に、令和５年度までの時限で助成（補助率：10/10）します。 

これらの取組みを通じて、ハード・ソフトの両面からデジタルツール

を活用した地域コミュニティの活性化を図ります。 
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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 

● 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。 

 

（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 47,878 44,817 3,061

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 5,350 5,580 △ 230

その他

ジェンダー平等推進行動計画の推進（Ｐ91） 拡充 4,042 4,407 △ 365

ＤＶ対策の推進（Ｐ93） 拡充 28,482 15,927 12,555

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
４予算額 ３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】 
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予算額(前年度予算額） 

ジェンダー平等推進行動計画の推進 4,042 千円 ( 4,407  千円) 

拡充 ▶国際平和・男女平等人権課 
( 

  

 

区は、令和４年度からの５か年計画である「第６次千代田区ジェンダ

ー平等推進行動計画」に基づき、ジェンダー平等社会を実現するため

様々な施策を推進していく必要があります。 

令和４年度は、令和３年度に引き続き、地域の課題解決や活性化に向

けた、女性による意見交換や行動の場として「ちよだの女性が未来をつ

くる！フューチャーセッション」を実施し、政策・意思決定過程におけ

る女性の参画の拡大と、女性がさらに活躍できる千代田区をめざしま

す。 

 
  

-91-



 

 
 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※１、いじめや虐待、ハラスメント※２などすべての

暴力をなくし、安全・安心な社会を実現します。 
 

※1 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）とは、配偶者または事実婚のパートナー等の親密
な関係にある相手からの身体的・経済的・性的暴力をいいます。  

※2 ハラスメントとは、嫌がらせのことをいいます。性的な言動による「セクシャル・ハラス
メント」や、職権などの権力を背景にした「パワー・ハラスメント」、妊娠や出産者に対
して行われる「マタニティ・ハラスメント」などがあります。 

 
「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 

● ＤＶやハラスメント、いじめや虐待等を許さない人権意識が区民全体に浸透している。 

● 児童相談所を含め関係機関の連携が円滑となり、一人ひとりの子どもの人権が尊重さ

れている。 

● 暴力によって尊厳を傷つけたり、年齢・性別・国籍・障害等による偏見・差別がなく、

発言や能力を妨げる行為のない地域社会が実現されている。 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

ＤＶ被害者への支援事業

ＤＶ対策の推進（再掲）（Ｐ93） 拡充 28,482 15,927 12,555

児童の虐待防止・早期発見／子どものいじめ防止対策

子どもの権利推進（再掲） 4,668 3,000 1,668

高齢者虐待防止・早期発見・対応の体制整備

高齢者虐待防止の推進（再掲） 649 649 0

障害者虐待防止・早期発見・対応の体制整備

障害者虐待防止の推進（再掲） 1,741 2,121 △ 380

人権に関する意識啓発・対策

人権啓発・人権対策 2,321 2,435 △ 114

その他

ジェンダー平等推進行動計画の推進（再掲）
（Ｐ91）

拡充 4,042 4,407 △ 365

「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
４予算額 ３予算額 増(△)減額

人権侵害のない社会をめざします 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 33】 
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予算額(前年度予算額） 

ＤＶ対策の推進 

 

28,482 千円 ( 15,927  千円) 

拡充 ▶国際平和・男女平等人権課   

 

新型コロナウイルス感染拡大の長期化に伴い、家族と過ごす時間が増

えたことや経済的な不安などから、ＤＶが顕在化し、相談件数が増加し

ています。 

令和４年度は、配偶者暴力相談支援センターを設置して相談を拡充

し、ＤＶに関する事案への総合的支援体制を構築することにより、被害

者それぞれの状況に応じた切れ目ない支援を提供し、暴力や虐待のない

千代田区をめざします。 

 

-93-
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