
参考資料９－１ 

追加掲載した計画事業一覧 

 
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 2 事業 

２ すべての人が地域で共に生きていけるまち     11 事業 

３ 子どもを共に育むまち      2 事業 

４ 多様性を尊重し合えるまち     0 事業 

５ みどりのネットワークを形成する環境のまち   3 事業 

６ 人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち   7 事業 

７ 魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち    2 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  2 事業 

         計  29 事業 

 
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 

 
【７２頁】 

1-1-3-新 新規 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業 

【事業内容】セーフコミュニティステーションとしての区民ひろばの機能や実施する事業を PR するため看板
設置やパンフレット作成などを行う。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・実施地区  22 地区 

【７２頁】 

1-1-3-新 新規 地域区民ひろば安全・安心マップ作成事業 

【事業内容】セーフコミュ二ティ活動の一環として、区民ひろばへ地域の安全・安心マップを設置する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・実施地区  22 地区 

 
２ すべての人が地域で共に生きていけるまち 

 
【８２頁】 

2-1-2-18 基幹 介護認定調査事業《介護保険事業会計》                   

【事業内容】要介護認定申請者に対して、迅速、適正な認定調査及び審査を実施し、可能な限り早期に要介
護認定結果を通知するため、介護事業者に認定調査業務を委託する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 委託対象件数 36,750 件 

事業費 198,800
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【８８頁】 

2-2-1-新 新規 視覚障害者外出支援事業 

【事業内容】区施設の音声道案内データの作成、道案内データの保守に協力するボランティアの育成等によ
り、視覚障害者等が安全に区の施設を利用できるよう環境を整備する 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 音声道案内データ 250 か所作成 

【８８頁】 

2-2-1-32 貢献 敬老の日事業                

【事業内容】毎年度、77歳(喜寿)、88 歳（米寿）、新 100 歳、100 歳超、区内 高齢者に対して祝品を贈呈し
長寿を祝福する。また、金婚、ダイヤモンド婚を迎えるご夫婦についても祝品を贈呈する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・敬老祝品 延 16,355 人 

・金婚・ダイヤモンド婚祝品 延 1,180 組 

事業費 180,525 

【８８頁】 

2-2-1-33 貢献 障害者訪問入浴サービス事業   

【事業内容】家庭の浴槽での入浴が困難な 65 歳未満の心身障害者に対し、入浴の機会を提供し、健康保持を
図る。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 入浴回数  年 52 回  

事業費 37,675 

【８８頁】 

2-2-1-34 貢献 居宅介護（介護予防）住宅改修・福祉用具購入受領委任払い事業《介護保険事業会計》

【事業内容】従来からの償還払い制度に加え、 初から１割負担で住宅改修等ができる受領委任払い制度を
導入することで、居宅要介護（支援）者の経済的負担感を軽減し、住宅改修等を利用しやすくする。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・居宅介護（予防）住宅改修件数 延 3,300 件 

・居宅介護（予防）福祉用具購入件数 延 4,200 件 

事業費 478,790 

【９７頁】 

2-3-1-新 新規 福祉健康診査                  

【事業内容】40 歳以上の生活保護受給者・「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援
に関する法律」による支援給付金受給者を対象に、生活習慣病予防のための健康診査を行う。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 受診人数 3,255 人 

【９８頁】 

2-3-2-新 新規 子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業                  

【事業内容】ヒトパピローマウイルスによる子宮頸がんを予防するため、中学 1 年生の女子に対してワクチ

ン接種助成を実施する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・ワクチン接種件数 6,300 件 
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【９８頁】 

2-3-2-新 新規 がん対策基金関連事業                  

【事業内容】区民ががんに関する正しい知識、意識を持つことやがん検診受診率向上のための普及啓発を行
うとともに、普及啓発に活用するためのがん対策基金を創設する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・普及啓発講演会   5 回 

・チャリティイベント 5 回 

・寄付募集 

【１００頁】 

2-3-3-12 貢献 歯周疾患検診事業                 

【事業内容】「80 歳で 20 本以上の自分の歯をもつこと」を目標に、40・50・60・70・75・80 歳に歯周疾患検
診を実施する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 受診者数 8,620 人 

事業費 62,865

【１０３頁】 

2-3-4-10 貢献 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業               

【事業内容】肺炎が要因で死亡するリスクの高い７５歳以上の高齢者に対し、ワクチン接種助成を実施する。

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・ワクチン接種件数 29,440 件 

事業費 132,914

【１０３頁】 

2-3-4-新 新規 小児用肺炎球菌ワクチン接種助成事業               

【事業内容】肺炎球菌の感染による細菌性髄膜炎での乳幼児の死亡、重症化を防止するため、小児用肺炎球
菌ワクチン（任意）の接種助成を実施する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・ワクチン接種件数 23,100 件 

 
３ 子どもを共に育むまち 

 
【１１６頁】 

3-2-2-新 新規 認証保育所保育料負担軽減補助事業 

【事業内容】認証保育所利用者で、認可保育所に入園申し込みをしているが入園できない区民を対象に、認

可保育所と認証保育所との保育料差額に応じて一定額を補助する。 
前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・補助件数 延 12,000 件 

１１６頁 
3-2-2-新 新規 保育ママ保育料負担軽減補助事業 

【事業内容】保育ママ利用者のうち、生活保護受給世帯、区民税・所得税非課税世帯を対象に補助金を交付

する。 
前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・交付世帯数 延 20 世帯 
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５ みどりのネットワークを形成する環境のまち 

 
【１４８頁】 

5-1-2-新 新規 サンシャイン６０通りみどりのネットワーク事業               〔高齢

【事業内容】傷んだ街路樹の植替え及び増設を行うことにより、みどりの環境軸を補完するネットワークを
形成し、ヒートアイランド現象の緩和など良好な環境改善を図る。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・植替え 10 本  増設 6 本 

【１５２頁】 

5-2-2-新 新規 産官学連携による家庭の省エネ診断               〔高齢 

【事業内容】大正大学と連携し、学生診断サポーターを養成し、「うちエコ診断」ソフトを活用して各家庭の
暮らし方にあった省エネ方法を提案する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・大学生診断サポーター養成 延 150 名 

・うちエコ診断受診数 延 750 件             

【１５４頁】 

5-2-4-7 建設 指定喫煙所整備関係事業 

【事業内容】池袋駅北口の指定喫煙所をウイロード出入口公衆便所脇に構築する人工地盤上に移設し、通行
人の安全確保を図る。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・指定喫煙所再整備 

事業費 21,000

 
６ 人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

 
【１６３頁】 

6-1-1-新 新規 南池袋二・四丁目地区まちづくり推進事業                     

【事業内容】本地区を縦断する補助 81 号線の整備に合わせ、地元・権利者等との協働により、地区
の将来像・まちづくり手法等の検討を行い、まちづくり推進の具体的な道筋を示す。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・懇談会等の開催 3 回 

・権利者等意向調査 

【１７２頁】 

6-2-2-新 新規 住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業 

【事業内容】空き家・空き室の有効活用を図るとともに、住宅施策の課題を解決するために官民が
協働して取り組む仕組を構築していく。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 

 

・空き家実態調査 
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【１７２頁】 

6-2-2-新 新規 分譲マンション管理士派遣事業 

【事業内容】分譲マンションの維持・管理等における不安や悩みを解消し、安全かつ快適な居住空
間の向上・実現を図るため支援を行う。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・管理士派遣回数 100 回 

【１７２頁】 

6-2-2-新 新規 民間建築物に係るアスベスト台帳整備事業 

【事業内容】民間建築物におけるアスベストの使用状況の把握を目的に、昭和 31 年から平成 18 年（8 月 31
日確認分）までの間で現存する建築物の所有者等を含む台帳を整備する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・調査対象件数 約 50,000 棟 

・台帳整備件数 約 20,000 棟 

【１８２頁】 

6-4-1-新 新規 救援センター・避難場所等の案内標識の更新 

【事業内容】老朽化が著しい救援センター・避難場所等の案内標識及び住居表示街区案内板の更新を行う。

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・更新及び新設 延 100 基 

【１８３頁】 

6-4-2-6 基幹 震災復興マニュアルの作成 

【事業内容】震災後の都市像及び生活の影響に関する基本方針や具体的な復興の進め方、復興体制等、震災
復興の手順をまとめた「震災復興マニュアル」を作成する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

・基礎調査 

・震災復興まちづくり訓練の実施 

・震災復興マニュアル（都市・住宅復興編）の作成 

・震災復興の推進に関する条例制定 

・震災復興マニュアル（生活・産業復興編）の作成 

 

事業費 15,005 12,000

【１８６頁】 

6-4-3-新 新規 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成事業 

【事業内容】昭和５６年以前に建築確認受け建築された緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、耐震改
修費用の一部を助成する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成  5 件 

 
７ 魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち 

 
【１９６頁】 

7-1-2-新 新規 椎名町駅舎改修に伴う駅周辺観光情報発信事業 

【事業概要】西武池袋線「椎名町」駅舎改修に伴い、駅舎自由通路内に「池袋モンパルナス」や「トキワ荘」
など、地域の文化を発信できるような取り組みを行う。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・案内板設置 

・ギャラリー運営 
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【１９６頁】 

 

7-1-2-新 新規 （仮称）池袋北口路上美術館事業 

【事業概要】池袋駅北口にある約 140m のブロック塀または塀上の網に、パネル看板を設置し絵画や写真を印
刷した紙を貼付し、路上美術館として活用する。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・パネル看板設置 

・絵画写真等展示 

８ 伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち 

 
【２０６頁】 

8-1-1-22 建設 (仮称）西部地域複合施設の整備 

【事業概要】平和小学校跡地に西部区民事務所、西部保健福祉センター、千早地域文化創造館、千早図書館、
(仮称)区民ひろば要、(仮称)芸術文化資料館、救援センター、健康づくり支援の各機能を備えた複合施設を
整備する。   

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・基本設計 

・実施設計 

・複合施設建設 

事業費 4,476,323

【２０７頁】 

8-1-1-26 貢献 豊島区アートステーション事業 

【事業概要】東京都歴史文化財団のアートポイント計画の一プログラムとして、同財団、NPO 法人アートネッ
トワーク・ジャパンとの協働により、文化芸術によるまちづくりの活動を行う。 

前期事業量（18～22） 後期事業量（23～27） 

 ・アートプログラム  延 6件 

事業費 9,000
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