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政策７－２ 産業振興による都市活力創出 

全国すべての事業所を対象とした事業所・企業統計調査によれば、区内の事業所数は平成１

６年を境に微増していますが、依然 20,000 件を割り込むなど、区の地域経済は極めて厳しい状

況が続いています。 

人口の集中と多様な機能が集積する豊島区の特性や特徴を生かした産業の振興、育成を図り、

都市の魅力と活力を創出します。 

①新たなビジネス展開の支援 

 新たなビジネス展開を支援するために、人材育成 
起業環境の整備などを進め、起業の促進とその定着 
を図ります。事業者に対して、コンサルティングや 
サポート機能を強化するなど、支援事業を充実させ 
ます。 
②地域産業の活性化 重点施策  

 地域の商店街を活性化するため、空き店舗対策、装 

飾街路灯等の施設整備、ＩＴを活用した販売促進など、商店街が取り組む活性化事業を支援し

ます。 

また、商店街や地域が一体となって取り組む商業イベントを支援します。さらに製造業の再生

を図るため、同業・異業種交流の促進、取引範囲の拡大支援、融資制度等の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③消費者権利の実現支援  

 適切な消費者相談が受けられるよう体制を整備するとともに、消費生活に関する必要な情報

と消費者教育の機会を提供することにより、消費者の権利を実現し、その自立を促進します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ビジネスサポートセミナー】 

【ものづくりメッセ】 

【悪質キャッチセールス追放 

街頭キャンペーン】 

 

写真 

 

【としま商人まつり】 
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■文化分野 

○ 都市の風景や街並みを含めた多様な文化芸術を生みだす都市を目指します。地域の歴史や伝

統文化等を再発見し、守り伝えるとともに、豊島区独自の新しい文化の創造に努めます。 

○ 文化に触れ、文化と共には発展するまちを目指します。 

 

 

  

政策８－１ 文化によるまちづくりの推進 

文化は人の心を豊かにするとともに、新たな交流とにぎわいを生み出し、都市の魅力と活

力の源泉となります。区内の各地域において、多様な主体による創造的な文化的活動が活発

に行われるとともに、まちづくりや産業、福祉、教育、環境、青少年育成など諸分野の施策

と結びついて、区全体が活力をもって発展することを目指します。 

①文化によるまちの活性化重点施策 

 豊島区固有の文化資源の再発見と保護に努め、その積極的な活用 
を図るとともに、文化関連産業等の活性化を支援します。 
 また、文化芸術はもとより、まちづくりや産業、観光、教育、子 
ども施策等、豊島区らしさを大切にしながら、総合的な文化政策を 
推進し、地域を活性化させていきます。 
さらに、文化を基軸とした地域コミュニティの形成と促進を図り 

ながら、区民一人ひとりが暮らしの中に豊かさや潤いを見出すこと 
のできる活力あるまちづくりを目指します。 
②新たな文化芸術の創出と創造環境の整備 

質の高い創造活動を支援し、豊島区の芸術・文化の全体 
的な質の向上と活性化を図ります。 
区への来街者や他都市との文化的・創造的な交流を通じて、 

多様な文化芸術活動を展開し、まちづくりへ発展させて 
いきます。 
③地域文化・伝統文化の継承と発展 

豊島区の芸術作品や文化財、文化芸術活動、まちのにぎわいなど、 
様々な文化資源の魅力をわかりやすく伝える工夫を行いながら、区の内外に発信していきます。

また、地域に根付き、育まれてきた伝統文化の保存・継承に努めるとともに、地域のまつりや

イベントを支援していきます。 
 

【新池袋モンパルナス西口 

まちかど回遊美術館】 

【あうるすぽっと】 

（区立舞台芸術交流センター） 

【長崎獅子舞】（豊島区指定無形民俗文化財） 【伝統工芸体験教室】 
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政策８－２ 文化芸術の振興 

区民が日頃から文化芸術に親しみ、楽しむ土壌づくりを進め、文化芸術を活発化し、文化

の風薫るまちを目指します。 

文化芸術の担い手である区民の主体性を尊重しつつ、活動の意欲の向上や交流を支えると

ともに、より質の高い文化芸術創造活動への展開を目指します。 

①文化芸術鑑賞機会の充実 

  既存の施設を文化芸術創造の拠点としてより有効に活用するため 
の取り組みを積極的に図り、東京芸術劇場や民間の劇場、映画館等と 
の連携を進めながら、区民が優れた文化芸術を鑑賞する機会を拡充 
します。また、文化芸術活動団体や文化人、アーティスト等との連 
携により、区民が身近に文化芸術に接する機会の拡充を図ります。 
②文化を支え、発展させる人材の育成重点施策  

 区民の自主的な文化芸術活動が活発に展開できるよう支援します。 

大学やＮＰＯ、企業等の多様な担い手と連携を図りながら、地域活動 

の活性化を通じて、文化の創造・推進を担う人材を育てます。 

 

政策８－３ 生涯学習・生涯スポーツの推進 

人々がさまざまな学習資源を生かし、生涯にわたっていつでも学習機会を選択して学ぶこ

とができる環境を整備します。学んだ成果を地域に還元し、地域を担う人づくりや地域コミ

ュニティの活性化を図るシステムの構築を目指し、「まなびの循環(わ)」を作っていきます。

また、生涯を通して、だれでも、いつでも、どこでもスポーツに親しむことができる豊か

な暮らしの実現に向け、区民やスポーツ団体等との連携の下、スポーツに親しむ機会と場の

提供に努めます。 

①生涯学習の環境整備 

  図書館や地域文化創造館など、多様なニーズに対応した身近な生涯学習の場づくりをすす
め、そこを拠点に区民がともに学びあい、地域を担う人づくりや地域文化の創造・発信をしま

す。ＩＴを活用し、生涯学習情報等のデータベース化を図り区民が必要な情報を容易に検索で

きるシステムを整備します。 
②個の学びから社会的な学習活動への転換 

 学習が個人のレベルで完結することなく、学習過程や学習の成果を 

社会に生かし、自ら社会参画しながら学びあう仕組みづくりやネット 

ワークの構築を図ります。 

③スポーツ・レクリエーション活動の充実重点施策  

高齢化の進展などにより、健康づくりに対する関心が高まりを見せ、スポーツ・レクリエー

ションへの需要が増大しています。 

 地域を中心としたスポーツクラブ活動の普及・振興、青少年スポーツの活性化や活動の場の

確保など、地域における区民の自主的なスポーツ・レクリエーション活動への支援を充実しま

す。 

【アーティストによる 

保育園ワークショップ】 

【区立熊谷守一美術館】 

【としまコミュニティ大学】 
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１ あらゆる主体が参画しながらまちづくりを実現していくまち 

 

１－１ 参加と協働の基盤づくり               65 頁 

  

 地域協議会モデル事業《再掲 1-2-2》 

 区政協力活動事業 

区政連絡会運営事業 

区民集会室管理運営事業 

 

 区民活動センター管理運営 

 協働推進プロジェクト事業《再掲 1-2-1》 

 

地域区民ひろばの推進 

地域区民ひろば施設の改修 

地域区民ひろば自主運営移行モデル事業 

地域区民ひろば運営協議会活動支援補助金 

地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業 

１－２ 地域力の再生   70 頁 

  

 町会活動活性化支援事業 

町会連合会事業への補助 

       再掲 協働推進プロジェクト事業《1-1-2》 

  

区民活動支援のための事業補助 

       再掲 地域協議会モデル事業《1-1-1》 

 

２ すべての人が地域で共に生きていけるまち 

 

２－１ 地域福祉の推進               74 頁 

  

 見守りと支えあいネットワーク事業 

地域保健福祉計画の改定 

社会福祉協議会助成事業 

保健福祉審議会の運営 

障害者自立支援協議会の運営 

  

 閉じこもりうつ対策・訪問支援事業《一部介護保険事業会計》 

民生・児童委員事業 

参加・協働 

１－１－１ 地域活動の活性化と連携の促進             

１－１－２ 協働の仕組みづくり             

１－１－３ 地域住民相互の交流の促進             

１－２－１ 地域を担う人材・団体の育成             

福祉 

２－１－１ 福祉コミュニティの形成             

１－２－２ 地域の課題解決力の向上             

２－１－２ 地域ケアシステムの構築             
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地域包括支援センターの運営《介護保険事業会計》 

コミュニティソーシャルワーク事業運営費助成 

一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業 

認知症介護者等支援事業 

  

 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成事業 

成年後見事業《一部介護保険事業会計》 

障害者福祉広報活動事業 

認知症・虐待専門対応事業《介護保険事業会計》 

２－２ 地域での自立生活支援               80 頁 

  

 シルバー人材センター運営費助成事業 

寝たきり高齢者紙おむつ支給及び購入費等助成事業《一部介護保険事業会計》 

心身障害者紙おむつ支給及び購入費等助成事業 

障害者就労支援センターの運営 

高齢者配食サービス事業 

高齢者緊急通報システム事業 

重度身体障害者緊急通報システム事業 

福祉ホーム「さくらんぼ」の運営 

  

 介護予防運動プログラム事業《介護保険事業会計》 

介護予防生活機能チェック事業《介護保険事業会計》 

  

 高齢者クラブ運営助成事業 

手話通訳派遣事業 

敬老入浴事業 

障害者文化活動推進事業 

心身障害者等移動手段提供事業 

高齢者元気あとおし事業《介護保険事業会計》 

おたっしゃ給食事業 

  

 地域密着型サービスの基盤整備 

高齢者福祉基盤等整備費助成事業 

保健所、健康相談所、保健福祉センターの再構築 

  

 奨学基金援護事業 

路上生活者応急援護事業 

被保護者自立支援事業 

高次脳機能障害者支援対策事業 

発達障害者支援事業 

 

２－３ 健康               90 頁 

  

 成人保健対策：健康教育、相談事業 

女性のしなやかな健康づくり 

食育推進プランの策定 

２－２－１ 高齢者・障害者への自立支援の強化             

２－１－３ 福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進             

２－２－２ 介護予防の推進             

２－２－３ 社会参加の促進            

２－２－４ 施設サービス等の基盤整備             

２－２－５ 生活困窮者のへの自立支援の強化             

２－３－１ 健康づくりの推進             

健康・保健 



 56

特定健診・特定保健指導事業 

生活習慣病予防健診事業 

介護老人施設入所者健康診査事業 

健康チャレンジ！応援団 

健康プラン推進事業 

緊急肝炎ウイルス検査事業 

  

 がん検診事業 

がん対策推進事業 

  

 障害者等歯科診療事業 

精神保健対策：相談事業 

妊産婦健康診査事業 

乳幼児健康診査事業 

母子保健対策：相談事業 

こんにちは赤ちゃん事業 

  

 感染症及びエイズ対策事業 

結核予防事業 

薬事事務 

環境衛生関係事業 

食品衛生関係事業 

食の安全推進事業 

人と動物の共生事業 

新型インフルエンザ対策事業 

  

 休日診療・夜間小児初期診療事業 

在宅医療推進関係事業 

 

３ 子どもを共に育むまち 

 

３－１ 子どもの権利保障               100頁 

  

 子どもの権利推進事業 

子どもの権利擁護センター（仮称）の設置 

「子どもプラン」の推進経費 

青少年問題協議会運営 

  

 子どもの虐待防止ネットワーク事業 

児童虐待防止に向けた見守り・支援 

親の子育て力向上支援事業《再掲 3-2-1》 

子育て訪問相談事業《再掲 3-2-1》 

  

 子どもスキップ事業 

池袋本町プレーパーク事業 

子どもスキップの施設改修 

２－３－２ がん対策の推進             

２－３－３ 多様化する保健課題への対応             

２－３－４ 健康危機管理             

２－３－５ 地域医療の充実             

子育て 

３－１－１ 子どもの権利の確立             

３－１－２ 安全な生活の保障             

３－１－３ 遊びと交流の保障             
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中高生センター運営事業 

中高生センターの整備（西部地区施設） 

３－２ 子育て環境の充実               105頁 

  

 子ども家庭女性総合相談事業 

緊急一時保護宿泊費助成事業 

私立母子生活支援施設委託及び助成事業 

子ども家庭支援センター事業 

障害児相談事業 

       再掲 子育て訪問相談事業《3-1-2》 

「愛の家ファミリーホーム・愛の家保育園」の建替え支援 

       再掲 親の子育て力向上支援事業《3-1-2》 

母子及び女性に対する貸付・就労支援事業 

  

 認可保育所の運営・助成 

ひとり親家庭医療費助成事業 

一時保育事業 

ショートステイ事業 

病後児保育事業 

休日保育事業 

保育ママ事業 

短期特例保育 

産後サポーター事業 

育児支援ヘルパー事業 

発達支援事業 

ファミリー・サポート・センター事業 

  

 認証保育所運営費等補助事業 

保育所の民営化 

区立保育園の改築・改修 

私立保育所の建替え支援 

 

３－３ 幼児教育               112頁 

  

 私立幼稚園児保護者援助事業 

区立幼稚園特別支援事業 

私立幼稚園教育環境整備費補助事業 

幼小連携施設の検討 

区立幼稚園児道徳性育成事業 

区立幼稚園の預かり保育事業 

３－４ 学校における教育               115頁 

  

 特別支援教育推進事業 

「確かな学力」育成事業 

「豊かな人間性」育成事業 

「健やかな心と体」育成事業 

３－２－１ 総合相談体制の推進             

３－２－２ 子育て支援サービスの充実             

３－２－３ サービス提供システムの整備             

教育 

３－３－１ 幼児教育の振興             

３－４－１ 「生きる力」を育む教育の推進             
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 「次世代文化の担い手」育成事業 

魅力ある授業づくり事業 

「教育都市としま」を担う人材育成事業 

がんに関する教育の推進 

都市型環境教育推進事業 

教育委員会運営事業 

学校運営連絡協議会事業 

教育事務の点検・評価事業 

小規模校支援事務 

  

 エコスクール化事業《再掲 5-1-1》 

学校改築計画推進事業 

ＩＣＴ環境整備・活用事業 

特別教室等の冷房化 

学校図書館整備・充実事業 

  

 安全教育の充実 

学校施設の安全管理《再掲 6-5-1》 

インターナショナルセーフスクールの認証取得事業 

３－５ 地域における教育               122頁 

  

 家庭教育推進事業 

教育相談等充実事業《再掲 4-1-1》 

家庭教育支援ネットワーク事業 

  

 青少年育成委員会運営 

子育て人材開発支援事業 

地域・大学連携事業 

放課後子ども教室事業 

学校開放事業 

子ども地域活動支援事業 

 

４ 多様性を尊重し合えるまち 

 

４－１ 多文化共生の推進               128頁 

  

 外国語ボランティア事業 

       再掲 教育相談等充実事業《3-5-1》 

       再掲 地域防災組織育成運営事業《6-4-1》 

４－２ 平和と人権の尊重               130頁 

  

 憲法・非核平和周知関係事業 

法律・人権身の上・行政相談事業 

非核都市宣言 30 周年記念事業 

４－３ 男女共同参画社会の実現               133頁 

３－４－４ 安全・安心な学校づくり             

３－４－２ 魅力ある学校づくり             

３－４－３ 教育環境の整備             

３－５－１ 家庭教育の支援             

３－５－２ 学校、家庭及び地域の連携協力           

平和・人権 

４－１－１ 多文化共生の推進             

４－２－１ 平和と人権の尊重             
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 男女共同参画啓発事業 

男女平等推進センター「エポック１０」管理運営事業 

相談事業 

ワーク・ライフ・バランス推進事業 

男女共同参画推進プランと配偶者等による暴力防止基本計画の策定 

住民意識調査 

第 4次男女共同参画推進プランと第 2次配偶者等による暴力防止基本計画の策定 

 

５ みどりのネットワークを形成する環境のまち 

 

５－１ みどりの創造と保全               138頁 

  

 公園等維持管理運営事業 

椎名町公園の改修 

上池袋東公園の整備 

南池袋公園の再整備 

高田小跡地における公園整備 

地域で取り組む、緑比率の向上 

近隣公園の整備 

       再掲 エコスクール化事業《3-4-3》 

  

 「グリーンとしま」再生プロジェクト 

５－２ 環境の保全               143頁 

  

 水質・土壌・ダイオキシン対策事業 

  

 エコ住宅普及促進事業 

環境基本計画の推進・改定 

中小規模事業者等ＣＯ２削減円滑化事業 

エコ事業者普及促進事業 

       再掲 新たな公共交通システムによる交通戦略調査《6-1-3》 

  

 身近な環境配慮行動支援事業 

クールシティ推進事業 

子ども環境教育推進事業 

  

 環境美化事業 

路上喫煙者対策事業 

５－３ リサイクル・清掃事業の推進               149頁 

  

 新資源回収事業 

集団回収事業 

マンション資源集団回収事業 

５－２－３ 環境まちづくり             

５－２－４ 地域美化の推進             

４－３－１ 男女共同参画社会の条件整備             

みどり・環境 

５－１－１ みどりの拠点拡大             

５－１－２ みどりのネットワーク             

５－２－１ 都市公害の防止             

５－２－２ 低炭素地域社会の実現             

５－３－１ ３Ｒの推進             
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計画推進事業 

  

 廃棄物収集事業 

 

６ 人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

 

６－１ 魅力あるまちづくりの推進               154頁 

  

 地区計画推進事業 

違反建築物取締 

建築確認審査 

都市計画マスタープランの改定 

  

 街づくり団体支援事業 

  

 南池袋二丁目地区街区再編まちづくり推進事業 

池袋駅及び駅周辺整備事業 

池袋副都心整備ガイドプラン推進事業 

池袋駅西口駅前街区街づくり推進事業 

新たな公共交通システムによる交通戦略調査《再掲 5-2-2》《再掲 6-3-3》 

池袋西口駅前エレベーター運営・保守・点検経費 

池袋北口駅前エスカレータ整備事業 

東池袋エリア街づくり推進事業 

  

 南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発事業 

新庁舎整備の推進 

現庁舎周辺地区まちづくり推進事業 

  

 大塚駅周辺整備事業 

椎名町駅周辺整備事業《再掲 6-3-1》 

巣鴨地区街づくり事業 

６－２ 魅力ある都心居住の場づくり               162頁 

  

 区営住宅等維持管理事業 

高齢者等の入居支援事業 

高齢者向け優良賃貸住宅の整備 

子育てファミリー世帯への家賃助成事業 

高齢者世帯住み替え家賃助成事業 

  

 分譲マンション建替え・改修支援事業 

 

６－３ 交通体系の整備               166頁 

  

 区道の安全・安心通行空間確保事業 

街路灯事業 

５－３－２ 資源循環型清掃事業の推進             

都市再生 

６－１－１ 秩序ある市街地更新             

６－１－２ 個性ある快適なまちづくり             

６－１－３ 池袋副都心の再生             

６－１－４ 新庁舎整備と現庁舎地活用による新たなまちづくり             

６－１－５ 活力ある地域拠点の整備             

６－２－１ 安心な住まいづくり             

６－２－２ 良質な住宅ストックの形成             

交通 

６－３－１ 道路・橋梁の整備と維持保全             
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都市計画道路の整備事業 

区道の整備（特定道路分・一般道路分・街づくり交付金事業分） 

区道のバリアフリー化の促進 

       再掲 椎名町駅周辺整備事業《6-1-5》 

堀之内人道橋に替わる立体横断施設の建設 

道路擁壁の整備 

橋梁点検調査 

  

 放置自転車等対策の推進事業 

自転車駐車場等管理運営事業 

自転車利用空間ネットワークの整備 

自転車駐車場等の整備 

自転車保管所の再構築 

豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画の推進 

  

       再掲 新たな公共交通システムによる交通戦略調査《6-1-3》 

地域公共バス運行支援事業 

 

６－４ 災害に強いまちづくりの推進               173頁 

  

 地域防災組織育成運営事業《再掲 4-1-1》 

駅周辺混乱防止対策 

  

 災害対策本部及び通信システム整備 

  

 居住環境総合整備事業（東池袋 4・5丁目地区） 

居住環境総合整備事業（池袋本町地区） 

居住環境総合整備事業（上池袋地区） 

居住環境総合整備事業（東池袋 4・5丁目地区）[施設建設] 

居住環境総合整備事業（上池袋地区）[施設建設] 

狭あい道路拡幅整備事業 

東池袋地区補助８１号線街路整備と沿道まちづくり 

居住環境総合整備事業（池袋本町地区）[施設建設] 

民間住宅耐震改修助成事業及び耐震シェルター助成事業 

建築物耐震診断助成事業（木造・非木造・緊急輸送道路沿道建築物） 

分譲マンション耐震化助成事業 

  

 風水害・雪害対策事業 

６－５ 安全・安心の確保               180頁 

  

 地域安全対策事業 

青色防犯パトロール車の運用 

地域防犯力向上設備助成事業 

       再掲 学校施設の安全管理《3-4-4》 

  

 交通安全施設整備事業 

６－３－２ 自転車・自動車対策の推進             

６－３－３ 公共交通の整備             

防災・治安 

６－４－１ 防災行動力の向上と連携             

６－４－２ 応急・復興活動を円滑に行う体制の整備             

６－４－３ 災害に強い都市空間の形成             

６－５－１ 治安対策             

６－５－２ 交通安全対策             

６－４－４ 総合治水対策の推進             
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７ 魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち 

 

７－１ 都市の魅力による集客力の向上               186頁 

  

 商工団体等振興助成事業 

       再掲 新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業《8-1-1》 

       再掲 としまものづくりメッセ《7-2-2》 

産業振興計画改定 

  

 観光情報センター運営事業 

観光イベント支援 

観光振興プラン改定 

トキワ荘・並木ハウス関連事業（第 3ステージ） 

  

 友好都市観光物産展 

７－２ 産業振興による都市活力創出               191頁 

  

 創業起業推進事業 

としまビジネスサポート事業（セミナー事業） 

  

 中小企業支援事業 

区内公衆浴場支援 

空き店舗対策事業 

としまビジネスサポート事業（相談事業） 

としまものづくりメッセ《再掲 7-1-1》 

商店街電灯料補助事業 

中小商工業融資事業 

商店街イベント支援事業 

就業支援事業 

  

 消費者被害防止啓発事業（消費者情報提供及び被害防止事業） 

消費生活相談事業 

消費者教育事業 

 

８ 伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち 

 

８－１ 文化によるまちづくりの推進               198頁 

  

 文化資源の保護と活用事業 

（仮称）西部地域複合施設文化拠点準備事業 

「池袋演劇祭」助成事業《再掲 8-2-1》 

新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館《再掲 7-1-1》 

「フェスティバル/トーキョー」開催助成事業 

新公会堂のあり方検討 

商工・観光 

７－１－１ にぎわい魅力商工都市の形成             

７－１－２ 観光まちづくりの推進             

７－１－３ 都市交流の推進             

７－２－１ 新たなビジネス展開の支援             

７－２－２ 地域産業の活性化             

７－２－３ 消費者権利の実現支援             

文化 

８－１－１ 文化によるまちの活性化             
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 舞台芸術交流センター管理運営 

文化芸術創造支援事業《再掲 8-2-2》 

  

 雑司が谷旧宣教師館の管理運営事業 

郷土資料館の管理・運営 

伝統工芸振興事業 

としま区民芸術祭実施助成（民族芸能ｉｎとしま）事業 

郷土資料館区民利用の情報基盤の整備 

旧鈴木信太郎邸の保存・活用 

８－２ 文化芸術の振興               205頁 

  

       再掲 「池袋演劇祭」助成事業《8-1-1》 

美術作品等展示・管理事業 

区立熊谷守一美術館の管理運営 

としま区民芸術祭への助成事業 

区民参加によるアート・ステージ事業 

庁舎ロビーコンサート実施事業 

  

       再掲 文化芸術創造支援事業《8-1-2》 

ジュニア・アーツ・アカデミー事業 

「としま文化フォーラム」助成事業 

「としま区民芸術祭（区民参加による演奏会）」助成事業 

子どものための文化体験プログラム 

文化ボランティアの育成事業 

８－３ 生涯学習・生涯スポーツの推進                211 頁 

  

 地域図書館の図書資料収集貸出事業 

中央図書館の図書資料収集貸出事業 

点字図書館障害者サービス事業 

地域文化創造館運営事業 

図書館電算システムの維持管理 

生涯学習センターの整備 

みみずく資料館の運営 

南大塚地域文化創造館大規模改修 

  

 大学との協働による「としまコミュニティ大学」 

生涯学習センター運営モデル事業 

ボランティア人材バンク運営事業 

  

 スポーツ施設の管理運営 

 （仮称）南長崎中央公園の整備 

スポーツ・レクリエーション活動の振興 

ジュニア育成・シニアスポーツ振興事業 

８－１－２ 新たな文化芸術の創出と創造環境の整備             

８－１－３ 地域文化・伝統文化の継承と発展             

８－２－１ 文化芸術観賞機会の充実             

８－２－２ 文化を支え、発展させる人材の育成             

８－３－１ 生涯学習の環境整備             

８－３－２ 個の学びから社会的な学習活動への転換             

８－３－３ スポーツ・レクリエーション活動の充実             
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【計画事業の記載例】 

 
 
 

1-1-1-1 基幹 地域協議会モデル事業 

【事業内容】区民との協働による新たな地域経営の仕組みづくりに向け、地域の多様な組織・人をつなぐ「地
域協議会モデル事業」を実施する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

協議会設置数     １か所  

部会等開催数    延べ 21 回 

協議会設置数     5 か所  

部会等開催数   延べ 500 回             

事業費 1,792 34,048

 
 
 

 
【計画事業の記載内容】 

項目 内容 

① 計画事業の番号 
後期基本計画の計画事業番号 

※前期基本計画より番号を引き継いでいるため、欠番があります。 

② 事業の種別 
基幹 は基幹事業、貢献 は貢献事業、建設 は施設建設事業、新規 は新規事業 
※「基幹事業」当該施策を実施するにあたって根本的な内容であり、不可欠な事業 

 「貢献事業」特に施策の効率性や効果の拡大に寄与する事業 

③ 計画事業名 

基本計画における計画事業名 
※複数の施策に関わる事業については再掲しています。 

 中心となる施策については、計画事業名の後に再掲先の計画事業の番号を記載しています。 

 また、再掲先では、計画事業名の前に再掲と記載し、計画事業名の後に中心となる計画事業の番号を記

載しています。 

④ 前期事業量 
前期（平成 18～22 年度）の事業量の実績 

※平成 22 年度分については、予算計上された事業量 

⑤ 後期事業量 後期（平成 23～27 年度）の事業量の目標 

⑥ 前期事業費 
前期（平成 18～22 年度）の事業費の実績 

※平成 22 年度分については、予算計上された金額。 

⑦ 後期事業費 後期（平成 23～27 年度）の事業費の見込み 

 その他 
・後期（平成 23～27 年度）より新たに計画事業に選定された事業については、前期の実績は
記載していません。 

・新規事業については、事業費は記載していません。 
 

 

 

 

 

② ① ③ 

④ ⑤

⑥ ⑦ 


