
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊 島 区 

 

平成 24 年度豊島区予算案重点事業

～未来へのバトンをつなぐ   

     安全・安心まちづくり～ 

報道発表資料 

池袋北口路上美術館展示作品 



　セーフコミュニティ
事業１ 国内初開催！世界に“安全・安心創造都市”をアピール 4p

アジア地域セーフコミュニティ会議及び認証式実施経費(新規)、サミット開催経費(新規)

事業２ 児童・教職員・PTA・地域が力を合わせた｢安全な学校｣づくり 5p
インターナショナルセーフスクールの認証取得事業(拡充)

事業３ 地域の“ひろば”から広がる“きずな”プロジェクト 6p
地域のきずな推進プロジェクト(新規)、高齢者の転倒予防「安全、安心クラブ」事業(新規)

事業４ 「地域の力」で暴力団、悪質な客引き行為をシャットアウト！ 7p
豊島区暴力団排除条例制定等普及啓発事業（新規）

事業５ 子どもの自転車ヘルメット着用率向上作戦！ 8p
自転車ヘルメット普及啓発事業（新規）

事業６ 配偶者等パートナーへの暴力を許さない社会に！ 9p
ＤＶ及びデートＤＶ防止対策事業（新規）、男女平等推進センター開設20周年事業（新規）

　震災対策
事業７ 巨大ターミナル池袋の帰宅困難者対策に「共助」の仕組み作り 10p

池袋駅周辺混乱防止対策事業(拡充)、救援センター等備蓄関係事業(拡充）

事業８ 災害情報の基盤整備で災害時の取り組みを的確かつ迅速に 11p
り災証明書発行システム関係事業(新規)、災害情報システム関係事業(新規）

事業９ 事前の対策で災害に強いまちづくりを 12p
震災復興マニュアルの作成(新規)、震災復興まちづくり模擬訓練事業(新規）ほか

事業10 災害に備え、建物の耐震化促進を支援します 13p
特定緊急輸送道路沿道建築物関連3事業(新規)、木造建築物耐震診断助成(拡充)ほか

事業11 放射能測定体制を強化します 14p
水質土壌汚染・環境放射線調査対策事業(拡充)

　福祉・健康
事業12 地域の力で“絆”の再生を図ります 15p

コミュニティソーシャルワーク事業（拡充）

事業13 視覚障害者を安全・安心に目的地までナビゲート 16p
視覚障害者外出支援事業（拡充）

事業14 早期発見・早期治療を促進　がん検診がすべて無料に 17p
がん検診事業（検診の無料化・大腸がん検診）（拡充）

事業15 ワクチン接種費用助成で子ども達の将来にわたる健康づくり 18p
おたふくかぜ、みずぼうそうワクチン接種助成事業（新規）

事業16 大切な命を守るため　地域のネットワークを広げます 19p
自殺うつ病予防事業（新規）

事業17 住み慣れた我が家で安心して医療を受けるための橋渡し 20p
在宅医療コーディネーターモデル事業（拡充）

平成24年度豊島区重点事業
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　子ども
事業18 待機児童の解消をめざし　保育基盤の充実を図ります 21p

待機児童解消関連事業（新規3事業、拡充2事業）

事業19 子どもの虐待対策強化のための専門相談員任用 22p
子ども虐待防止ネットワーク事業（拡充）

事業20 バンド・ダンス・勉強もOK　中高生の居場所を提供 23p
中高生センター運営事業（ジャンプ長崎）（拡充）

　教　育
事業21 21世紀を生きる子どもたちの情報活用能力の向上をめざして 24p

ICT環境整備・活用事業（拡充）、ICT支援員による学校ICT化のサポート体制の整備（拡充）

事業22 本と子どもたちをつなぎ「読む力」を「生きる力」に 25p
学校図書館のデータベース化（拡充）、学校図書館司書配置事業（拡充）

事業23 子どもたちの「確かな学力」を育みます 26p
能代市との教育連携事業（新規）、中学校補習支援チューター事業（新規）

事業24 不登校児童・生徒問題解決のスペシャリストを活用します 27p
スクールソーシャルワーカー活用事業（新規）

　文化
事業25 サリーちゃん、赤影らが特別住民になって復興支援 28p

特別住民票の発行事業（新規）

事業26 80周年から未来へつなぐ「文化芸術創造都市としま」 29p
区制施行80周年記念文化芸術関連事業（新規5事業、拡充3事業）

★参考 区制施行８０周年記念文化芸術関連事業 30p
公益財団法人 としま未来文化財団 重点事業 31p

　環境
事業27 区独自のスキームでCO2排出クレジットの「地産地消」 32p

中小企業等温暖化対策支援事業(新規）

事業28 豊島区から発信する緑でつながるまちづくり 33p
界わい緑化推進事業(新規)、界わい緑化助成事業(拡充）

　都市再生
事業29 新たなチャレンジの舞台となるまち「池袋」へ 34p

池袋副都心の整備事業（新規1事業、拡充2事業）

事業30 JR大塚駅周辺の安全・安心な歩行空間の確保を進めます 35p
大塚駅周辺整備関連2事業（継続）、大塚駅周辺整備事業調査（新規）

事業31 スポーツを通じた健康増進の拠点施設がいよいよ完成 36p
長崎中学校跡地における南長崎中央公園の整備（継続）

事業32 安心して住み続けたいまち「としま」の実現をめざして 37p
住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業（拡充）ほか

　新たな行政サービス拠点の整備
事業33 新庁舎の建設工事がスタート！ 38p

新庁舎整備の推進、総合窓口の検討（拡充2事業）

事業34 西部地域の核となる行政サービス、文化拠点等を整備 39p
（仮称）西部地域複合施設の整備（継続）、同複合施設文化拠点準備事業（拡充）

が付いている事業は「セーフコミュニティ関連事業」です。
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事業 1 国内初開催！世界に“安全・安心創造都市”をアピール 

アジア地域セーフコミュニティ会議及び認証式実施経費(新規) 

セーフコミュニティ・サミット開催経費(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  18,000 千円(国際会議及び認証式)、4,000 千円(サミット) 

注目ポイント！ 

日本で初めて開催されるアジア地域セーフコミュニティ会議を、区制施行 80周年のメイ

ン事業として開催します。世界が日本の震災対策に注目する中、セーフコミュニティの創

始者レイフ・スヴァンストローム氏(スウェーデン)をはじめ、国内外の研究者が集う国際会議

の場で、都市型セーフコミュニティモデルを豊島区から発信します。 

また、国内での認証取得の取り組みが広がるなか、「安全・安心まちづくり」をテーマとし

てセーフコミュニティ・サミットを開催します。 

背景・目的 

豊島区は、地域社会全体で「安全・安心まちづくり」に取り組む持続的な仕組みを築くため、Ｈ22

年 2 月に WHO(世界保健機関)協働センターが推進するセーフコミュニティの認証取得を宣言しまし

た。科学的な分析に基づき、地域の多様な区民・団体と活動を展開し、昨年 6 月の事前審査に続き、

2 月の本審査を経て、Ｈ24 年度の認証取得(国内 4 番目、都内初)をめざしています。 

事業概要・スケジュール 

① 第 6 回アジア地域セーフコミュニティ会議の開催    

■開催日程：11 月 28 日～30 日  

■会場：東京芸術劇場、サンシャインシティコンファレンスルーム 

■プログラム：1 日目…開会式、基調講演、認証式 2～3 日目…分科会、セミナー、交流会 

■参加予定者：300 名(海外 100 名、国内 200 名) 

② セーフコミュニティ・サミットの開催 参加自治体：約 10 都市(予定) 

 

問い合わせ  セーフコミュニティ推進室長 

昨年 9 月にスウェーデンで行われた国際会議 
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事業 2 児童・教職員・PTA・地域が力を合わせた｢安全な学校｣づくり 

インターナショナルセーフスクールの認証取得事業(拡充) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  5,935 千円 

注目ポイント！ 

高密都市に立地する小学校ならではの安全課題の解決に、学校と地域が連携。WHO

協働センターのセーフコミュニティ認証に合わせ、国内 3 番目、都内では初となるセーフス

クール認証取得を目指します。 

背景・目的 

区立朋有小学校は、サンシャインシティに隣接する高密地域に立地し、区内で 2 番目に児童数が多

く学区域も広いことから、ケガや事故が発生する危険性が高い環境にあります。こうした課題を解決

するため、区の WHO 協働センターのセーフコミュニティ認証取得に合わせ、インターナショナルセ

ーフスクールの認証に挑戦しています。 

校内でのケガや事故の科学的統計分析に基づき、児童主体の委員会活動や保護者・地域の方々によ

る見守り体制の構築など、学校と地域が連携した取り組みを進めています。 

事業概要 

① インターナショナルセーフスクールの認証取得および認証式の開催 

② 自転車の安全教育 

自転車安全教室の開催、自転車運転免許証の発行 

子ども用ヘルメット購入助成(3,000 円×朋有小学校全児童)、着用普及啓発 

 

 

 

 

問い合わせ  教育指導課長 

セーフスクール認証取得に向けた児童集会 
 

児童が作成した、校内の「けがのヒヤリマップ」 
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事業 3 地域の“ひろば”から広がる“きずな”プロジェクト 

地域のきずな推進プロジェクト(新規) 

高齢者の転倒予防「安全・安心クラブ」事業(新規) ほか 

 

 

 

 

 

事業費  4,486 千円 

3,600 千円(地域のきずな推進プロジェクト) 

199 千円(高齢者の転倒予防) 

687 千円(世代間交流囲碁・将棋大会) 

注目ポイント！ 

安全・安心な地域社会の基盤は「地域のきずな」！ 「地域区民ひろば＝セーフコミュニ

ティ・ステーション」から、世代を越えた交流事業の展開で「地域のきずな」を広げます。 

背景・目的 

セーフコミュニティを実現するための安全・安心まちづくりの原点は、地域の中の“人のつながり・

絆”です。H7 年の阪神・淡路大震災でも、昨年の東日本大震災でも、「地域の共助」が復興の原動力

となっています。 

豊島区では、世代を越えた地域交流の場として、小学校区単位に「地域区民ひろば」を整備し、地

域の方々で組織する運営協議会による自主運営化を進めています。この区民ひろばを安全・安心のセ

ーフコミュニティ・ステーションと位置づけ、地域の「きずな」を広げるための様々な企画事業を展

開します。 

また、「転倒」は、高齢者の不慮の事故による死亡原因の第 1 位になっています。家庭内での転倒

を予防するためのポイントを啓発し、日常の安全を高めます。 

事業概要 

① 地域のきずな推進プロジェクト／地域活性化事業補助金(交流コンサート、地域見守りグッズ等)、

記憶の遺産事業(地域の高齢者に子どもがインタビューを行う)、地域活動フェスタ(運営協議

会・ＮＰＯ等の活動紹介見本市) 

② 高齢者の転倒予防／講座、啓発パンフレットの作成 

③ 世代間交流囲碁・将棋大会／大会およびプロ棋士による教室の開催 

             高齢者による囲碁・将棋指導 

 

 

問い合わせ  地域区民ひろば課長 
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事業 4 「地域の力」で暴力団、悪質な客引き行為をシャットアウト！  

豊島区暴力団排除条例制定等普及啓発事業（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業費  3,566 千円 

注目ポイント！ 

全国初の「虚偽の養子縁組を禁止する規定」等を盛り込んだ、「豊島区暴力団排除条

例」と、悪質な客引き・路上スカウト行為等に対する規制を強化する、改正「豊島区生活

安全条例」の 2 条例の 4 月 1 日施行を契機に、地域・警察・区の連携による繁華街の安

全対策を強力に推進します。 

背景・目的 

区内暴力団員数は都全体の約 1 割を占めています。また、区内住戸の約 8 割を占める共同住宅は、

暴力団の資金獲得活動の温床になる危険性をはらんでいます。さらに、地域団体の草の根的なパトロ

ール活動や街のイメージアップを図る駅前広場の整備にも関わらず、悪質な客引き・スカウト行為は

後を絶たず、来街者に不安・不快感を与えています。 

こうした課題を解決するため、セーフコミュニティの活動テーマに「繁華街の安全対策」を掲げ対

策を検討してきました。その検討内容を反映した 2 条例の施行を契機に、暴力団根絶に向けた気運を

高めるとともに、客引き・路上スカウト行為等の撲滅に向け、環境浄化団体等に必要な支援を行うな

どして、区民・事業者・警察等の連携による取り組みの強化を図ります。 

事業概要・スケジュール 

① 繁華街地区における客引き等の撲滅に係る環境浄化設備等の設置、ポスター・チラシ等の作成・

配布による普及啓発活動 

② 暴力団追放区民大会の開催(Ｈ24 年秋頃) 

 

 

問い合わせ  治安対策担当課長 

池袋駅西口 有害環境浄化パトロール 

 

暴力団追放豊島区民決起大会パレードでの一日池袋

警察署長／大和田伸也氏（中）と豊島区長（右） 
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事業 5 子どもの自転車ヘルメット着用率向上作戦！ 

自転車ヘルメット普及啓発事業（新規） 

 

 

 

 

 

 

事業費  5,000 千円 

注目ポイント！ 

区内在住、在園、在学の13歳未満の幼児・児童が使用する自転車ヘルメットを購入す

る際、2,000 円を補助します。 

背景・目的 

豊島区の交通事故のうち、自転車が関係する事故は全体の半数近くを占めています(H22 年警視庁

交通部「東京の交通事故」より)。その中でも、子どもは自転車乗車中の受傷割合が高い傾向にありま

すが、アンケートによると区内小学生の半数近くがヘルメットを持っていないことがわかりました。

また、H20 年の道路交通法改正により、13 歳未満の子どもが自転車に乗る場合はヘルメットを着用

させることが保護者の努力義務となりましたが、認知度は 4 割ほどでした(H22 年区立駐輪場利用者

アンケートより)。 

こうした現状と課題を踏まえ、豊島区では「自転車利用の安全」をセーフコミュニティの取り組み

テーマのひとつに掲げています。ヘルメットの着用率を上げ、自転車でのケガを未然に防ぎ、安全・

安心まちづくりを推進します。 

事業概要 

① 子ども用ヘルメット(SG マーク付き)の購入補助(2,000 円×2,000 人) 

・自転車商組合豊島支部と協定締結 

指定店において補助額との差額(市価 3,000 円程度～)を支払い購入 

・補助件数：2,000 人は区内対象年齢人口の約 19,000 人の 1 割をカバー 

来年度以降も継続して実施し、順次着用率の向上を図っていく 

② 親子自転車安全利用教室のモデル事業実施 

・概ね 2～5 歳の幼児と保護者を対象に実施 

・年間 3 回程度 概ね 100 組 

・受講後、保護者には「自転車安全運転証」および子ども用ヘルメット購入割引券(3,000 円分)

を発行 

 

問い合わせ   交通対策課長 

 

SG マーク付き子ども用ヘルメット 
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事業 6 配偶者等パートナーへの暴力を許さない社会に！ 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）及びデートＤＶ防止対策事業（新規） 

豊島区男女平等推進センター開設 20 周年事業（新規） 

 

 

 

 

 

事業費  1,641 千円(ＤＶ及びデートＤＶ防止対策) 

4,350 千円(センター開設 20 周年) 

注目ポイント！ 

自治体の取り組みとしては先駆的な「医療従事者への DV 被害者対応状況調査」を受

けての医療機関連携や、中学校での「デート DV 防止」授業の実施など、若年層から高齢

者まで幅広い世代の意識啓発を図り、DV に対する理解を広げます。 

背景・目的 

H20 年度内閣府調査によれば、結婚したことのある女性の 3 人に 1 人が DV の被害を受けたこと

があり、豊島区男女平等推進センター(エポック 10)の DV 相談件数も、H18～22 年の 5 年間で約

4.2 倍と年々増加しています。一方、H21 年に実施した住民意識調査では、DV を受けても相談しな

かったとする人が約 6 割にのぼっており、身近な問題でありながら潜在化しやすい深刻な状況が見ら

れます。 

また、豊島区が全国に先駆けて行なった、医療従事者を対象とした DV 被害の現状や被害対応の実

態調査では、多くの医療機関でポスター・パンフレットなどの DV に関する広報がされていない、被

害者は DV を受けているという認識がなく意識改革が必要、などの課題が浮き彫りになりました。 

これらを受け、豊島区は、昨年 12 月に策定した「第 3 次豊島区男女共同参画推進行動計画」(Ｈ

24 年 4 月施行)の中に「豊島区配偶者等暴力防止基本計画」を合わせて盛り込み、医療機関との連携

なども視野に入れた施策展開を図っていきます。特に、デートＤＶなど被害が若年層にも広がってい

ることもあり、学校等へのデート DV 予防教室を実施します。 

また、Ｈ24 年度は同センター設立 20 周年の節目にあたることから、改めて男女共同参画社会の

実現に向けた啓発活動を展開します。 

事業概要 

① DV 啓発パンフレットの作成・配布、啓発講座、専門相談事業の拡充 

② 著名人によるトーク＆ライブ等エポック 10 開設 20 周年記念事業の開催 

③ 「女性の視点による防災・復興対策検討委員会」の設置 

 

問い合わせ  男女平等推進センター所長 
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事業 7 巨大ターミナル池袋の帰宅困難者対策に「共助」の仕組み作り 

池袋駅周辺混乱防止対策事業(拡充) 

救援センター等備蓄関係事業(拡充） 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業費  2,831 千円(池袋駅周辺混乱防止対策事業) 

3,423 千円(救援センター等備蓄関係事業） 

注目ポイント！ 

首都直下地震を想定し、池袋駅周辺事業者や防災関係機関等との連携を強化し、

H23 年度中に策定する「豊島区帰宅困難者対策計画」に基づき、区が主導して帰宅困難

者対策を推進します。また、帰宅困難者用に H23 年度補正予算で措置した水 2 万人分

に加え新たに 1 万人分の水・簡易トイレ等を備蓄します。 

背景・目的 

 3.11 東日本大震災では、交通機関が停止、携帯電話等の通信機能もマヒし、池袋駅を中心に１万

人を超える帰宅困難者が発生し、混乱が生じました。首都直下地震が発生した際、巨大ターミナル池

袋では約 16 万 5 千人の滞留者・約 8 万 5 千人の帰宅困難者が出ると想定されています(東京都の地

震被害想定)。 

豊島区は、H20 年度に池袋駅周辺の事業者、商店会、学校、ライフライン事業者、警察・消防等

との対策協議会を設置し、災害時の帰宅困難者対策を進めてきました。3.11 の経験を踏まえ、これ

まで以上に区がリーダーシップを発揮し、関係機関同士の「共助」の仕組みづくりを推進します。 

事業概要 

① 区、事業者及び商店会等による池袋駅周辺混乱防止対策訓練の実施 

② 通信体制の構築、情報提供手段の検証 

③ 帰宅困難者対策の普及啓発等 

④ 飲料水(10,000 本)、簡易トイレ(10,000 袋)及び暗闇に対応するための簡易ライト(3,500 本)

の備蓄 

 

問い合わせ   危機管理担当課長 

              防災課長        

 

3.11 池袋駅西口階段にあふれる人 

 

3.11 バス停に並ぶ長蛇の列 
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事業 8 災害情報の基盤整備で災害時の取り組みを的確かつ迅速に 

り災証明書発行システム関係事業(新規) 

災害情報システム関係事業(新規） 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業費  9,991 千円(り災証明書発行システム関係事業) 

9,324 千円(災害情報システム関係事業） 

注目ポイント！ 

災害時にり災証明書を迅速・公平に発行するための「り災証明書発行システム」を導入

します。また、新庁舎整備に合わせ、災害情報の確実な集約・伝達のための新たな情報

システムの構築をめざします。 

背景・目的 

豊島区では、首都直下地震(M7.3 想定)が発生した場合、7,000 棟を超える全壊・焼失が想定され

ています。大地震が発生した後に区市町村が発行する「り災証明書」は、地震による住家の被害程度

を認証し、法律等に基づいた被災者の生活再建に関わる各種支援を決定する根拠資料となるものであ

り、迅速・公平な被災住宅調査とり災証明書の発行が求められます。豊島区では昨年 9 月、「被災者

台帳を用いた生活再建支援システム」を活用し、文部科学省・東京都・研究機関等との共同実証実験

として、都内初の「り災証明書発行訓練」を実施しました。その成果を踏まえシステムを本格導入し

ます。また、H26 年度整備予定の新庁舎に合わせて、発災直後の情報収集・発信から生活再建支援

まで対応できる総合的な災害情報システムを導入し、災害時に情報司令塔となる災害対策本部機能の

向上をめざします。 

事業概要 

① り災証明書発行システムの導入 

簡易なチャートを活用し、建築に関する専門知識がない職員でも公平公正に被害調査を実施で

き、スキャナーでの調査票読み込みにより入力作業を大幅に縮減、さらに、GIS(電子地図)を活

用して被害調査結果と住民記録、課税台帳とのデータ照合を効率的に行うシステムの導入 

② 災害情報システムの導入の検討 

災害対策本部の決定を支援するための情報統合、情報伝達システムの検討 

問い合わせ   防災課長 

 

「り災証明書発行システム」実証実験（H23 年 9 月） 
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事業 9 事前の対策で災害に強いまちづくりを 

震災復興マニュアル(生活・産業復興編)の作成(新規) 

震災復興まちづくり模擬訓練事業(新規） 

住環境整備モデル団体支援事業(新規) 

 

 

 

 

 

 
 

事業費  8,800 千円 

4,800 千円(震災復興マニュアル(生活・産業復興編)の作成) 

2,200 千円(震災復興まちづくり模擬訓練事業) 

1,800 千円(住環境整備モデル団体支援事業) 

注目ポイント！ 

キーワードは「事前復興」…東京でも大震災の発生がひっ迫しています。被害を受けた

街をどのように復興していくのか、時間がかかる大きな仕事にいま（事前）から取り組みま

す。 

背景・目的 

豊島区では、将来予想される首都直下地震に備え、震災復興の一連のプロセスを迅速かつ適切に遂

行するため、事前に区民との合意形成（地域コンセンサス）のあり方や復興都市計画の策定に係る職

員の行動指針や手順などをまとめた「豊島区震災復興マニュアル(都市・住宅復興編)」を H23 年 7

月に策定しました。引き続き、同マニュアルの生活・産業復興編を作成し、マニュアルの方針を踏ま

え、震災復興まちづくり訓練を実施し、地域や事業者と協働・連携し「地域力」向上をめざします。 

事業概要 

① 震災復興マニュアル(生活・産業復興編)の作成 

② 復興過程を模擬体験する「震災復興まちづくり模擬訓練」の実施 

地域調査による被害イメージ、被災後の住まいや生活の確保等を検討し、復興まちづくり方針

案を作成します。復興の手順と計画案の検討を重ね、最終的には、訓練成果を地域へ報告しま

す。 

③ 住環境整備モデル団体「池袋南地区まちづくりの会」への支援 

 

問い合わせ   防災計画担当課長 

        住環境整備課長  

 

上池袋地区震災復興まちづくり訓練  
同訓練での区民ワークショップの様子 
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事業 10 災害に備え、建物の耐震化促進を支援します 

特定緊急輸送道路沿道建築物関連 3 事業(新規) 

木造建築物耐震診断助成(拡充) 

民間住宅耐震改修助成(拡充） 

ブロック塀等の改善工事費助成事業(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  238,960 千円 

87,500 千円(特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成事業) 

11,660 千円(特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成事業) 

120,000 千円(特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成事業) 

5,700 千円(木造建築物耐震診断助成) 

11,500 千円(民間住宅耐震改修助成) 

2,600 千円(ブロック塀等の改善工事費助成事業) 

注目ポイント！ 

助成メニューを拡充し、区内の建築物の耐震化を促進します。 

背景・目的 

H7 年の阪神淡路大震災では多大な人命が奪われました。死亡要因の内訳は、地震による揺れ等に

よる直接死の中でも、建物倒壊等による死亡が 83.3％、約 8 割でした(H7 年「神戸市内における検

死統計」兵庫県監察医)。このことからも分かるように、建物を耐震化することは、人命確保にあたっ

て極めて重要となります。豊島区は、木造密集地域が市街地の約 4 割を占め、首都直下地震が起きた

場合は、7,000 棟を超える全壊焼失被害が予想されています。建物の耐震化は、災害に強いまちづく

りの重点課題であり、助成の拡充により、耐震化を促進します。 

事業概要 

① 特定緊急輸送道路(白山通り、春日通り等)沿道建築物の耐震診断費用、補強設計費用、耐震改修

費用に対する助成 

② 木造住宅の耐震診断費用及び耐震改修費用に対する助成、区内事業者利用による耐震改修費用

の上乗せ助成 

③ 倒壊の恐れのあるブロック塀の所有者に対する工事費用助成 

問い合わせ   建築指導課長 
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事業 11 放射能測定体制を強化します 

水質土壌汚染・環境放射線調査対策事業(拡充) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

事業費  1,576 千円 

注目ポイント！ 

「豊島区放射性物質対策ガイドライン」に基づき、局所的に計測値の高い地点を特定し、

適切・迅速な対応で区民の不安を解消します。 

背景・目的 

東日本大震災に伴う福島原子力発電所事故の発生により飛散した放射性物質等に対する不安から、

さまざまな場所で放射線量を測定してほしいとの要望が高まっています。 

これまで区は、区内 3 か所での定点測定をはじめ、学校・保育園・公園等の子どもが利用する施設

を中心に区内 248 施設における空間放射線量の測定や、給食食材の放射性物質検査などの独自測定

を実施してきました。また、昨年 12 月には「豊島区放射性物質対策ガイドライン」を策定し、区有

地、区有施設において毎時 0.23 マイクロシーベルト以上の値となった場合は、除染等を行う手順を

まとめました。 

H24 年度も引き続き定点観測を実施していくほか、汚染状況の変化等に応じて適切な対策を講じ、

区民の皆さんの放射能に対する不安を解消していきます。 

事業概要 

測定器の拡充とともに、放射性物質の検査体制を強化します。 

 

 

 

 

 

問い合わせ  環境課長 

 
公園の砂場での測定
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事業 12 地域の力で“絆”の再生を図ります 

コミュニティソーシャルワーク事業（拡充） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

事業費  20,247 千円 

注目ポイント！ 

セーフコミュニティのキーステーションとしての「地域区民ひろば」のうち 3 か所にコミュニ

ティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)を配置します。 

ＣＳＷは地域で福祉に関わる人や団体等をネットワークでつなぐことで、絆づくりのリーダ

ーとなり、多様な問題の解決にあたります。 

背景・目的 

豊島区は人口密度日本一の高密都市である一方、一人暮らし高齢者が高齢者全体の4割近くを占め、

孤独死の問題など、いわゆる「無縁社会」と呼ばれる課題を抱えています。区民に身近な施設である

「地域区民ひろば」に CSW を配置し、町会、民生委員、ボランティア、関係機関等と連携しながら、

支援を必要とする人を地域の中で支え合う仕組みを築きます。 

これにより、だれもが地域の中で孤立することなく、人と人とのつながりを持って自立した生活が

できる地域づくりをめざします。 

事業概要・スケジュール 

区民ひろば３か所への CSW 配置(2 圏域増) 

・福祉相談、マンション管理組合等への働きかけ、支援者の発掘とネットワーク化、災害時要援

護者計画づくりへの参画と町会との連携強化、サロン活動支援、放課後学習支援活動を含む

学校との連携等 

・Ｈ27 年度までに地域包括支援センター8 圏域に順次拡大し、区内全域をカバーする。 

 
 
 
 

問い合わせ  中央保健福祉センター所長 

 

東日本大震災被災者地域交流会でも CSW が活躍。 

生活上の相談をお受けしました。 
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事業 13 視覚障害者を安全・安心に目的地までナビゲート 

視覚障害者外出支援事業（拡充） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

事業費  2,000 千円 

注目ポイント！ 

区内施設とその最寄駅をつなぐ歩道にソーラー式 IC タグ付き点字ブロックを設置。そこ

から発信される位置情報を、携帯電話の音声読み上げ機能により視覚障害者へ伝えるこ

とで、安全に目的地まで導きます。 

背景・目的 

H22 年豊島区障害者等実態意向調査によると、視覚障害者は外出時のけがの割合が他の障害者に

比べて高いことがわかりました。視覚障害者の社会参加の機会を増やすためにも、安全・安心に外出

できる環境整備が求められています。 

環境に優しいソーラー式 IC タグ付き点字ブロックは今回が都内初の導入であり、NPO 法人「こと

ばの道案内」と協働し事業を進めていきます。新たなシステムの導入により、従来の点字ブロック以

上の情報提供が可能になり、歩行の安全性を向上させます。 

事業概要 

西武池袋線椎名町駅と心身障害者福祉センターをつなぐ歩道にソーラー式 IC タグ付き点字ブロッ

クを設置します。ソーラー式のため配線工事は不要で、環境にも負荷をかけません。 

 

 

問い合わせ   障害者福祉課長 
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事業 14 早期発見・早期治療を促進 がん検診がすべて無料に  

がん検診事業（検診の無料化、大腸がん検診）（拡充） 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業費  71,043 千円 

注目ポイント！ 

自己負担のあった、肺がん、乳がん、前立腺がんの検診を無料化し、また、がん発見率

の高い大腸がんについては、40 歳以上の検診対象者に受診勧奨通知を配付します。区

民のがん検診受診率を国・都が目標とする 50％に上昇させるため、すべてのがん検診を

無料化し、H27 年度までに区におけるがん検診受診率 22.5％をめざします。 

背景・目的 

日本人の 2 人に 1 人ががんにかかり、3 人に 1 人ががんで亡くなっており、死亡病因 1 位のがん

は今や国民病と言え、早期発見・早期治療が求められています。豊島区においては、がん対策を最重

要課題と位置づけ、がん対策推進条例の制定、がん対策基金の創設、がん検診の受診勧奨イベントの

実施など様々な取り組みを進めています。このような働きかけによって、区のがん検診の受診率(胃が

ん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんの平均受診率)は、H20 年度は 5.4％(23 区中 20 位)

だったものが H22 年度にはほぼ 23 区平均の 12％まで改善しました。すべてのがん検診を無料化

することでさらに受診率の向上を図り、がんの早期発見・早期治療を促進します。 

事業概要 

① がん検診の無料化(肺がん、乳がん、前立腺がん) 

② 大腸がん検診の受診勧奨 

③ 大腸がん検診受診勧奨通知の配付 

スケジュール 

◎4 月～／がん検診無料化 

◎5～6 月／40 歳以上の対象者に大腸がん検診の受診勧奨状を送付 

 

 

問い合わせ   健康担当部長 

 

吉本芸人も胃がん検診を PR 

よしもと健康お笑いライブ(H23.9.10) 



福祉・健康 
 

－18－ 

 

事業 15 ワクチン接種費用助成で子ども達の将来にわたる健康づくり 

おたふくかぜ、みずぼうそうワクチン接種助成事業（新規） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

事業費  10,921 千円（おたふくかぜ） 

9,934 千円（みずぼうそう） 

注目ポイント！ 

1 歳から就学前の小児を対象に、おたふくかぜ、みずぼうそうワクチン接種費用の一部

助成(それぞれ 1 回 3,000 円)を実施します。 

背景・目的 

おたふくかぜ、みずぼうそうは感染力が強く、保育所など子どもが集まる環境で流行する傾向があ

ります。区では、予防接種法に基づかないおたふくかぜ、みずぼうそうのワクチン接種の費用助成を

実施することで接種を促進し、重症化およびおたふくかぜにおける髄膜炎、難聴、精巣炎等の合併症

の発症やみずぼうそうによる将来にわたる帯状疱疹の発症の防止を図り、長期にわたり区民の健康を

守ります。 

事業概要 

① 周知文書、予診票の作成・交付(4 月～) 

② 接種費用の一部助成(豊島区医師会へ委託実施) 

(見込み人数：1 歳～2 歳未満 1,800 名の 80%、2 歳～3 歳 1,700 名の 50%、3 歳～就学前 4,500

名の 20%) 

 
 

 

 

 

 

問い合わせ   健康推進課長 
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事業 16 大切な命を守るため 地域のネットワークを広げます 

自殺うつ病予防事業（新規） 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業費  1,741 千円 

注目ポイント！ 

生活苦、心身の病気といった自殺要因がある人を支援するため、関係窓口の連携の輪

を広げ、自殺予防対策のさらなる強化と地域の体制づくりを進めます。 

背景・目的 

豊島区の自殺率は 23 区中上位で推移しており、15～44 歳の死因の 1 位を占めています。自殺・

うつ病予防対策は区が取り組む喫緊の課題であり、H24 年度からの「豊島区地域保健福祉計画」に

おいても重点施策に位置づけています。特に 20 歳代、30 歳代は自殺未遂者に占める割合が高く、

自殺者の 17％に未遂歴があることから、再発をいかに防ぐかが課題であり、若者支援事業を行う

NPO や地域の活動グループ等との連携をさらに広げます。 

また、地域の医療とも連携を広げることで、自殺ハイリスク者(精神疾患未治療・治療中断者、自殺

未遂者)と必要な医療及び専門相談機関を結びつけ、自殺者の減少を図ります。 

事業概要 

① 相談窓口の周知・連携強化 

窓口職員向け自殺対応マニュアルの作成、連携会議、ゲートキーパー養成研修等 

② 精神疾患未治療・治療中断者受診支援 

医療機関・薬局等への自殺予防対策情報提供 

③ 自殺未遂者支援 

 日本医科大学救命救急センターとの連携 

④ メンタルヘルス・ストレスマネジメントの普及啓発（年齢対象別） 

⑤ 若者支援事業等 NPO との連携 

 

 

 

問い合わせ   健康推進課長 

 

ゲートキーパー養成研修の様子 
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事業 17 住み慣れた我が家で安心して医療を受けるための橋渡し 

在宅医療コーディネーターモデル事業（拡充） 

 

事業費  6,065 千円 

注目ポイント！ 

入院患者が退院後、必要 

な医療や介護等のサービス 

を受けながら可能な限り自宅 

等で生活できるよう、患者ごと 

に必要な医療と介護サービス 

をコーディネートします。 

背景・目的 

在宅医療に対する関心・ニーズ 

が高まる中、患者が安心して暮ら 

せる環境を整え、家族、医療者と 

ともに納得のいく在宅医療を提供 

できる体制づくりが求められてい 

ます。在宅医療に向けた相談窓口 

等の設置は、他自治体でも広がり 

を見せつつありますが、患者一人 

ひとりに必要な医療と介護サービ 

スをコーディネートする在宅医療 

コーディネーターを設置するのは、 

都内でも先駆的な取り組みです。 

事業概要 

① 在宅医療コーディネーターの養成 

経験豊富なケアマネージャーを対象に研修実施、区内の医療資源を活用するスキルの養成、

コーディネーターの役割・機能の共有 

② モデル事業の実施 

特定病院(東京都立大塚病院、東京都立駒込病院、日本大学医学部附属板橋病院、帝京大学医

学部附属病院)からの依頼により在宅医療コーディネーターが患者や家族の意向、状態を踏ま

えながら必要な医療・介護サービスをマッチング、本格実施に向けた課題の検討 

③ 本格実施(9 月～) 

相談窓口の設置 

問い合わせ   健康担当部長 

在宅医療コーディネーター相関図 
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事業 18 待機児童の解消をめざし 保育基盤の充実を図ります 

待機児童解消関連事業（新規 3 事業、拡充 2 事業） 

 

 

 

 

 

 

事業費  399,923 千円 

注目ポイント！ 

認可保育所の改築や改修、認証保育所の誘致、保育ママの開設など、多様な手法を

活用して、保育児童の受け入れ枠を拡大し、待機児童の解消を進めます。 

背景・目的 

保護者の就労形態の多様化や、大型マンションの建設によるファミリー層の転入などにより、豊島

区の待機児童数は増加を続け、H23 年度には 171 名に上っています。H22 年 3 月に策定した「豊

島区保育計画～5 か年基盤整備計画～」を改訂し、区立保育所の改築・改修や分園の整備などの取り

組みを強化します。 

事業概要 

駒込第一保育園改築工事(新規)(～H25 年

度) 

182,578 千円 定員 96 人→110 人(14 人増) 

巣鴨第一保育園分園の新設(新規) 77,277 千円 定員 70 人→100 人(30 人増) 

要町保育園分園の新設(新規) 5,549 千円 定員 104 人→122 人(18 人増) 

認証保育所運営費等補助事業(拡充) 
108,627 千円

定員 40 人規模 2 か所(1 か所計画

済) 

保育ママ事業(拡充) 25,892 千円 定員 6～9 人 2 か所(1 か所計画済)

スケジュール 

◎駒込第一保育園改築工事／8 月～12 月解体工事、H25 年 1 月～12 月本体工事、 

H26 年 4 月～保育開始 

 ◎巣鴨第一保育園分園の新設／6 月～H25 年 2 月新築工事、H25 年 3 月既設園舎改修工事、 

               H25 年 4 月～保育開始  

 

 

問い合わせ   保育園課長 

        子育て支援課長 

 



子ども 
 

－22－ 

 

事業 19 子どもの虐待対策強化のための専門相談員任用 

子ども虐待防止ネットワーク事業（拡充） 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業費  2,412 千円 

注目ポイント！ 

東京都児童相談センターOB を専門相談員として任用し、「子ども虐待防止対応マニュ

アル」のバージョンアップを図るとともに、関係機関との連携をさらに密にします。 

背景・目的 

豊島区では、全国的な法整備に先駆け、H12 年 6 月に東京都児童相談センターをはじめ関係機関

と連携し、児童虐待防止を図る「豊島区子ども虐待防止ネットワーク」を設置しました。地域の理解

が進み、民生・児童委員をはじめとする見守りが強化されたことから一定の成果を上げていますが、

児童虐待の相談件数は未だ増加傾向にあります。 

このため、H24 年 4 月からは、子どもの虐待対策強化のための専門相談員(非常勤職員)として東

京都児童相談センターOB を任用し、「子ども虐待防止対応マニュアル」の改訂や区における虐待対策

ワーカーのスキルアップを図るための「教則本」を作成するほか、虐待ケースに関する子ども家庭支

援センター職員へのスーパーバイズや関係機関との調整を行い、虐待防止ネットワークの強化を図り

ます。 

事業概要 

① 子どもの虐待対策強化のための専門相談員(非常勤職員)の任用（4 月） 

② 子ども虐待防止対応マニュアルの改訂・配布、職員向け教則本の整備（H25 年 3 月予定） 

 

 

 

  

 

問い合わせ   子育て支援課長 

 
豊島区子ども虐待防止ネットワーク
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事業 20 バンド・ダンス・勉強も OK 中高生の居場所を提供 

中高生センター運営事業（ジャンプ長崎）（拡充） 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業費  11,821 千円 

注目ポイント！ 

中高生が自主的に活動できる居場所をつくります。施設の計画段階から中高生の意見

を聴き、開設後の運営にも中高生の意見・ニーズを反映していきます。 

背景・目的 

豊島区では、思春期特有のニーズを持つ中高生の居場所づくりの必要性が高いことから、中高生を

主な利用者とする中高生センターを区内 2 か所に整備することとし、H19 年 4 月に中高生センター

「ジャンプ東池袋」をオープンしました。中高生センター「ジャンプ」は、中高生が音楽・演劇など

の文化・芸術活動を行う場、情報交換の場として自主的に利用できる施設で、中高生をメインターゲ

ットにした区立施設は都内でも稀です。 

今回、長崎地域に区内 2 か所目の施設を開設し、東池袋をサッカー・バスケットボールなど運動の

できる「動」の施設、長崎を調理や学習などをメインとした「静」の施設と位置づけ、性格の異なる

施設を区の東西に設置することで幅広く中高生のニーズに応えていきます。開設前から、利用方法な

どについて地元中高生の意見を聴き、開設後も引き続き「中高生の居場所づくり会議」を開催し、中

高生の意見・ニーズを反映させていくとともに、彼らと地域住民とをつなぐ事業展開を検討します。 

事業概要 

中高生は、調理室・音楽スタジオ・多目的防音室、学習室などを無料で利用できます(要登録)。 

① 音楽スタジオには、ギター・ドラムなども設置してあります。また、多目的防音室では音楽活

動のほかダンスでの利用もできます。 

② 学習室では、個人ブースで仕切られた机があり静かに学習できるようになっています。 

③ 調理室は、作ったものを仲間と一緒にその場で食べることもできます。 

④ 中高生と地域の方の交流事業や協働事業をコーディネートします。 

 

 

問い合わせ   子ども課長 

ジャンプ東池袋における「ジャンプサマーライブ」(H23.8.24) 
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事業 21 21 世紀を生きる子どもたちの情報活用能力の向上をめざして 

ICT 環境整備・活用事業（拡充） 

ICT 支援員による学校 ICT 化のサポート体制の整備（拡充） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  11,727 千円（ICT 環境整備） 

21,740 千円（ICT 支援員） 

注目ポイント！ 

23区トップクラスの ICT教育環境整備で、子どもたちの21世紀型スキルを育成します。 

背景・目的 

豊島区は「全国市区町村公立学校情報化ランキング 2011」(日経パソコン)で、児童・生徒用パソ

コン等のインフラ整備率が、小・中学校とも 23 区中 1 位にランキングされています。また、昨年

10 月からは、区立千川中学校で、日本マイクロソフト社等とタブレット型パソコンを活用した「21

世紀型スキル」を育成する実証研究プロジェクトを展開するなど、先進的な情報教育に取り組んでお

り、今年度中に策定予定の「としま教育の情報化ビジョン」でも、ICT 機器整備等を計画的に進めて

いくこととしています。 

そうしたハードの環境整備とともに、教員の情報活用指導力の向上を目指した研修の実施や、各小・

中学校に ICT 支援員を派遣するなど、ソフト面での強化も図ります。ICT の活用により、学校ではこ

れまで以上にわかりやすい授業を推進し、高度情報化社会に適応する児童・生徒の情報活用能力の育

成および情報モラルの習得をめざします。 

事業概要 

① 小・中学校に電子黒板等の ICT 機器を導入(順次) 

② 全小・中学校に ICT 支援員を月 4 回以上派遣 

 

 

 

 

 

問い合わせ  学校運営課長  

実物投影機で児童の作品を電子黒板へ映し出す教員 
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事業 22 本と子どもたちをつなぎ「読む力」を「生きる力」に 

学校図書館のデータベース化（拡充）、学校図書館司書配置事業（拡充） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  5,018  千円(学校図書館データベース) 

25,156 千円（学校図書館司書） 

注目ポイント！ 

ネットワーク型の学校図書館データベース化、学校図書館司書の配置を計画的に推進

し、児童・生徒が本に親しむ機会を増やしていきます。 

背景・目的 

豊島区教育委員会は、児童・生徒がより多く本に親しむ機会を作り、考える力や豊かな言語力・表

現力を形成できるよう、「読書フェスタ」の毎年開催や「教育委員会推薦図書 120 冊」の奨励など、

子どもたちの読書習慣を定着させる取り組みを推進しています。 

そうした子どもたちの読書環境の基盤となる学校図書館の整備・充実について、「豊島区教育ビジョ

ン 2010」の重点課題に位置づけており、H23 年度に導入したモデル校 4 校での実績を踏まえ、今

後、区内全小中学校へネットワーク型学校図書館システムの導入、学校図書館司書の配置を計画的に

実施していきます。 

事業概要・スケジュール 

区内全小中学校の学校図書館データベース化、学校図書館に学校図書館司書を配置 

H23 年度：モデル校４校 ⇒ H24 年度：13 校(９校新規導入) 

 

 

 

問い合わせ    学校運営課長 (図書館データベース) 

             教育指導課長 (図書館司書) 

図書館司書が児童の読書を手助けします 
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事業 23 子どもたちの「確かな学力」を育みます 

能代市との教育連携事業（新規） 

中学校補習支援チューター事業（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  1,180 千円(能代市との教育連携) 

1,728 千円(中学校補習支援チューター) 

注目ポイント！ 

学力日本一の秋田県、その中でもトップクラスにある能代市と教育連携を結び、学力向

上のノウハウを共有します。 

背景・目的 

「豊島区教育ビジョン 2010」では、学ぶ意欲や、自ら課題を発見し主体的に判断し行動してより

よく問題解決する資質や能力等を含めたものを「確かな学力」と捉え、その育成を重点施策に位置づ

けています。そのためには、学校だけではなく家庭や地域との連携による学習習慣の確立が求められ

ます。文部科学省が実施する「全国学力・学習状況調査」で全国第一位の秋田県のなかで、トップク

ラスの学力を誇る能代市と教育連携協定を結び、学力向上の取り組みや家庭・地域との連携のあり方

を共に学びます。 

また、区立中学校において、生徒の学習習慣の定着や学力の二極化への対応を図るために、放課後

や長期休業中に実施する補習の支援を行います。 

事業概要 

① 能代市と教育連携協定の締結 

② シンポジウムの開催 

③ 能代市への教員派遣・教育交流 

④ 中学生を対象とした放課後・長期休業中の補習実施 

 

問い合わせ  教育指導課長  

1 月に行われたシンポジウムの様子
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事業 24 不登校児童・生徒問題解決のスペシャリストを活用します 

スクールソーシャルワーカー活用事業（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  3,030 千円 

注目ポイント！ 

スクールソーシャルワーカー(SSW)が家庭・学校・関係機関等の連携をコーディネートし、

一人一人の不登校児童・生徒に応じた総合的な問題解決をサポートします。 

背景・目的 

豊島区立中学校での不登校の出現率は、H21 年度の 1.96％から 22 年度には 2.42％と増加して

おり、また、その原因も子どもを取り巻く様々な環境が複雑に絡み合っているケースが多く、学校の

みでは解決が困難な状況にあります。 

豊島区教育センターでは、これまでも不登校児童・生徒に対するカウンセリング等、学校復帰に向

けたサポートを行なってきましたが、ＳＳＷを活用することにより、家庭、学校、児童相談所や医療

機関等の関係機関の連携をコーディネートし、一人一人の子どもが置かれた環境の改善に、きめ細か

く対応していきます。 

※SSW とは…スクールカウンセラーが児童の心理面をフォローするのとは別に、児童と関わる環境

の改善を主眼にした児童のフォローを行う専門家のこと。 

事業概要・スケジュール 

① 学校からの要請により SSW を派遣 

家庭訪問やケース会議の実施、関係機関との連携・協力依頼、学校や保護者への助言等 

② 5 月／事業開始（予定） 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ   教育センター所長  
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事業 25 サリーちゃん、赤影らが特別住民になって復興支援 

特別住民票の発行事業（新規） 

 

 

 

 

 

 

事業費  720 千円 

注目ポイント！ 

マンガの鉄人といわれる横山光輝氏の代表作「魔法使い 

サリー」「バビル 2 世」「仮面の忍者赤影」の主人公が豊島区 

の特別住民になります。 

特別住民票の売り上げの一部は、東日本大震災の義援金 

として、復興を支援します。 

背景・目的 

横山光輝氏は 45 年間豊島区千早に住み、創作活動の拠点としてきました。この間、代表作となる

「鉄人２８号」、「伊賀の影丸」、「魔法使いサリー」、「仮面の忍者赤影」、「ジャイアントロボ」、「コメ

ットさん」、「バビル 2 世」、「三国志」などを描きあげました。このたび、横山作品のうち、「魔法使

いサリー」、「バビル 2 世」、「仮面の忍者赤影」の主人公が横山氏ゆかりの豊島区の特別住民となり、

復興支援を後押しします。  

事業概要 

7 月から 9 月まで 3 か月連続で横山光輝氏のキャラクター住民票を期間限定で発行します。販売価

格 400 円のうち 100 円を東日本大震災の義援金として寄付します。 

スケジュール 

◎ ７月／｢魔法使いサリー｣の特別住民票発行 

◎ 8 月／｢バビル 2 世｣の特別住民票発行 

◎ 9 月／｢仮面の忍者赤影｣の特別住民票発行 

 

 

 

 

 

問い合わせ   文化観光課長  

 
©光プロダクション 
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事業 26 80 周年から未来へつなぐ「文化芸術創造都市としま」 

区制施行 80 周年記念文化芸術関連事業（新規 5 事業、拡充 3 事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             記念事業として「文化と福祉の融合」を推進します 

 

事業費  34,874 千円 

注目ポイント！ 

「演劇都市・としま」の魅力をひろげる企画事業や文化と福祉の融合を図る障害者アート

事業など、「文化芸術創造都市としま」を未来につなぐ多彩な事業を展開し、80 周年を区

民の皆さんとともに祝います。 

背景・目的 

昭和７年(1932 年)10 月１日に東京市群合併により近郊 82 か町村が東京市に編入され、新たに

20 区が設けられました。その際、旧巣鴨町・西巣鴨町・高田町・長崎町の四町併合により誕生した

豊島区は、本年、区制施行 80 周年を迎えます。 

また、文化を基軸とした 70 周年事業以来の取り組みが、H20 年度の文化庁長官表彰〈文化芸術

創造都市部門〉の都内初受賞につながっています。これまでのあゆみを振り返り 80 周年からさらに

90、100 周年に受け継いでいくために、さまざまな文化芸術事業を展開します。 

事業概要 

① 区主催 6 事業 ⇒30 ページ参照 

② としま未来文化財団主催 4 事業（うち拡充２事業） ⇒31 ページ参照 
 
 
 
 
 
 
 

 

文化交流で「笑うぞ、笑うぞ創作乱歩狂言」を開催 
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区制施行８０周年記念文化芸術関連事業 

 

     地域との協働による文化の創造・発信が文化庁長官表彰〈文化芸術

創造都市部門〉受賞の原動力！そうした「文化」によるまちづくりの

輪をさらに広げるために、年度を通して多彩な事業を展開します。 

 

①「21 世紀の平和のために歌う祈りのコンサート」への助成事業【5 月】（新規） 

障害者の自立支援活動を展開する区内 NPO 法人「ゆきわりそう」が創

立 25 周年を記念してサントリーホールで開催する「第九コンサート」を

80 周年記念事業として区もタイアップ！ カーネギーホール公演の実績

を持つ「第九コンサート」の感動を多くの区民と共有します。 

 

②．「松浦千誉ふくろう・みみずくコレクション特別展示」の開催【10 月】（新規） 

区のイメージキャラクター「ふくろう・みみずく」に区民の皆さんが

もっと親しんでもらえるよう、故松浦千誉氏寄贈の世界中から蒐集した

ふくろう・みみずくの民芸品等の貴重なコレクションの特別展示会を東

京芸術劇場で開催します。 

 

③．演劇特別公演の開催【11 月】（新規) 

わが国を代表する詩人、劇作家・演出家であり、映画制作、短歌、俳

句、小説、評論等ジャンルを超えて多彩な活動を展開した“寺山修司”

の魅力に迫る公演を開催し「演劇の街・池袋」をアピールします。 

 

④．「笑うぞ、笑うぞ創作乱歩狂言」の開催【12 月】（新規) 

乱歩生誕の地であり、文化交流都市協定を締結している三重県名張市

企画の創作狂言を公演し、文化交流を通して「笑い」の輪を広げます。 

 

⑤．文化創造都市推進シンポジウムの開催【H25 年 2 月】（新規） 

H17 文化創造都市宣言、H20 文化庁長官表彰など区民とともに文化政策

のあゆみをふりかえり次代につなぐ事業（シンポジウム、文化功労表彰、

記念誌発行）を実施します。 

 

⑥．金澤翔子作品展と障害者美術展の同時開催【H25 年 3 月】（拡充） 

今年のＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」の題字を担当し、話題となったダ

ウン症の書家金澤翔子氏による作品展と第 6 回豊島区障害者美術展「と

きめき想造展」を東京芸術劇場で同時開催します。 

 

問い合わせ ①⑥については、障害者福祉課長  

      ②については、教育総務部参事  

       ③④⑤については、文化デザイン課長  
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 公益財団法人 としま未来文化財団 H24 年度重点事業 

 

    “こころに響く舞台づくり”をメインコンセプトに、区制施行 80 周年

記念として、子どもから高齢者までが継続して参加できる様々な舞台

づくりに向けた事業を展開していきます。 

 

１． としま発「新作オペラ～君と見る夢～」の制作・公演（拡充） 

みらい文化課 

  今までにないコメディタッチの新作オペラの制作に挑戦。80 周年記念と銘

打ち、子どもや高齢者たちが参加する斬新で感動的な舞台をつくりあげます。 

その後、友好都市とのネットワーク化を図り、地方巡回公演へとつなげて 

いきます。 

 

 

２． 祝白寿×祝 80 年の謡 

みらい文化課 

○「としま能の会」～祝言小謡～ 

  25 回目となる「としま能の会」、初回より監修・解説をお願いしている 

山崎有一郎先生が白寿となられ、区制施行 80 周年を祝う祝言曲を自ら能舞 

台で披露します。 

 

 

３． 文化による都市交流の輪 

① モンゴル国との交流                    あうるすぽっと 

  ○モンゴル馬頭琴オーケストラ×竹下景子「白い馬の物語」 

    国語の教科書に長きにわたって掲載され親しまれている「スーホの白い

馬」をベースに書き下ろした新作を、あうるすぽっとで女優竹下景子が馬

頭琴オーケストラの演奏とともに、朗読します。その後、横浜市・尼崎市・

五泉市で巡回公演を行う予定です。 

②遊佐町・君津市等との交流                みらい文化課 

○「区民で作る演奏会～いっぽ・イッポ・み・ら・い・へ」 

東京芸術劇場で開催される演奏会に、山形県遊佐町・千葉県君津市から子

ども合唱団が参加し、更なる交流の絆を深めていきます。 

 

 

４．池袋演劇祭記念公演（拡充） 

みらい総務課 

  ○「トキワ荘の夏」 

   区制施行80周年記念、南大塚ホールのリニューアルオープン記念として、

トキワ荘ゆかりの漫画家たちの青春を描いた「トキワ荘の夏」を公演しま

す。主演キャストには、若手俳優を起用し、話題を盛り上げます。 
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事業 27 区独自のスキームで CO2 排出クレジットの「地産地消」 

中小企業等温暖化対策支援事業(新規） 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  16,347 千円 

注目ポイント！ 

都内初の取り組み！東京都の「都内中小クレジット」制度を活用した区独自スキームで、

大規模事業所・中小規模事業所・区の 3 者Ｗｉｎ-Ｗｉｎな温暖化対策を促進します。 

背景・目的 

H22 年度に東京都が導入した温室効果ガス排出量の「総量削減義務と排出量取引制度」により、

都内の大規模事業所は自ら温室効果ガスを削減する義務を負う一方、都内の中小規模事業所と排出量

の取引を行なうことが認められました(都内中小クレジット)。豊島区では、この都内中小クレジット

のしくみを活用し、区内中小規模事業所の省エネ設備導入に対する助成金に加え、導入による CO2

削減量を都内中小クレジットとして売却できるようにすることで、設備導入に対するインセンティブ

を高め、温室効果ガス削減の促進につなげる事業を展開しています。また、煩雑な取引手続きを支援

する事業者を仲介役としてスキームの中に組み込むことにより、H23 年度には中小規模事業所 14

社がクレジット化の手続きを行なっています。 

このスキームにより、大規模事業所は削減義務履行と地域貢献の両立、中小規模事業所は省エネ化

によるコスト削減、そして区は実効的な温室効果ガスの削減と、それぞれがメリットを共有できます。 

事業概要 

H24 年度は、中小規模事業所によるクレジットの創出をさらに支援していくとともに、大規模事

業所による「区産クレジット」の利用促進を図り、クレジットの「地産地消」の輪を作っていきます。 

 

・設備導入助成金 

中小規模事業所への省エネ設備導入に対する助成(対象経費の 2 分の 1 以内、上限 150 万円)。 

 

 

 

 

問い合わせ   環境政策課長  

「都内中小クレジット」活用促進スキーム 
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事業 28 豊島区から発信する緑でつながるまちづくり 

界わい緑化推進事業(新規)  

界わい緑化助成事業(拡充） 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業費  2,300 千円(界わい緑化推進事業)、2,250 千円(界わい緑化助成事業） 

注目ポイント！ 

東京都「界わい緑化推進プログラム」モデル事業に豊島区大塚エリアが初の採択！ 

みどりの「界わい」景観形成から「界わい」コミュニティの形成をめざします！ 

背景・目的 

豊島区では、公益財団法人東京都公園協会の支援・協力により、池袋地区で「まちなか緑化」モデ

ル事業を H21 年度から展開してきました。「まちなか緑化」とは、地域住民の緑化意識の共有化を働

きかけ、民有地の小さなスペースへの植栽を連鎖させることで、まち全体の中に緑を広げていくもの

です。池袋地区の取り組みでは、緑化デザインの専門家のアドバイスを踏まえ、池袋駅西口を中心に

活動する NPO 法人ゼファー池袋まちづくりが主体となり、地元住民がまち歩きやワークショップを

重ね、16 軒の緑化施工を実現しました。 

こうした取り組みが評価され、H22 年度末には、まちなか緑化と同様の手法で、「界わい」と呼ば

れる路地や軒先空間に緑化を展開する東京都の「界わい緑化推進プログラム」のモデル事業に、大塚

をモデルエリアとする計画が採択されました。H23 年度から行なってきたワークショップの検討を

踏まえ、H24 年度からはいよいよ緑化施工助成をスタートします。「界わい緑化」プログラムは、オ

ープンスペースが少ない豊島区の地域特性に適った緑化手法であり、住民参加のワークショップ形式

によるプロジェクト展開と、ご近所同士での緑化施工の奨励により、地域コミュニティの形成につな

げていきます。 

事業概要 

① 緑化推進 専門家を交えたセミナー・ワークショップ、植栽箇所見学ツアー等の実施 

② 緑化助成 界わい緑化プログラムにより近隣 3 軒以上で計画した緑化施工に対して、 

経費の一部を助成 

問い合わせ   環境政策課長   

              公園緑地課長    

 

思いを出し合うワークショップの様子 

 
「まちなか緑化事業」（東京都公園協会）による 

池袋地区のモデル植栽例 
※写真提供： (株)チームネット 
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事業 29 新たなチャレンジの舞台となるまち「池袋」へ 

池袋副都心の整備事業（新規 1 事業、拡充 2 事業） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  5,020 千円（地区計画策定）、2,540 千円（周辺整備）、30,000 千円（街路灯改修） 

注目ポイント！ 

新庁舎整備を起爆剤に池袋副都心のまちづくりを総合的に推進します。 

背景・目的 

新庁舎の整備や今後の都市計画道路の整備により、池袋のまちの形が大きく変わっていくことが予

想される中で、環境・防災等の高密都市ならではの課題を解決していくとともに、文化と活力、みど

りあふれるコンパクトシティとしての池袋副都心の再生が求められています。H22 年度に策定した

「池袋副都心整備ガイドライン」に基づき、区民・事業者等と池袋の未来像＝グランドビジョンを共

有し、官民協働により新たな魅力あふれる池袋のまちづくりを推進します。  

事業概要 

① 池袋副都心エリア地区計画策定事業(新規) 

Ｈ25 年度都市計画決定をめざし、計画案づくりのための現況調査・権利者意向調査等を実施します。 

② 池袋駅及び駅周辺整備事業(拡充) 

東西デッキ・地下空間・駅前空間の整備等の個別具体的な課題を区・関係事業者等と協議します。 

③ 池袋西口駅前周辺道路街路灯改修事業(拡充) 

整備された池袋西口駅前広場の景観に合わせ、老朽化した周辺街路灯を改修します。 
 
 

問い合わせ   都市計画課長 （地区計画策定） 

都市開発課長 （周辺整備事業） 

           公園緑地課長 （街路灯改修） 
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事業 30 JR 大塚駅周辺の安全・安心な歩行空間の確保を進めます 

大塚駅周辺整備関連 2 事業（継続）、大塚駅周辺整備事業調査（新規） 

 

 

 

 

 

 

事業費  225,000 千円（駅前広場整備）  

127,600 千円（自転車駐車場整備） 

1,920 千円（整備事業調査） 

注目ポイント！ 

大塚駅南口駅前広場の整備が始まります。概ね 1,000 台規模の地下自転車駐車場を

整備し、快適な駅前空間の創出により、歩行者の安全確保をめざします。 

背景・目的 

JR 大塚駅は H21 年 10 月に南北自由通路が開通し、駅利用者の利便性や来街者の回遊性が飛躍的

に向上しました。引続き計画されているＪＲ敷地の地下を利用した自転車駐車場整備に併せ、バス乗

場・タクシー乗場等の施設配置を含む駅前広場の再編整備を進め、交通結節機能の向上とともに歩行

者に優しい、ひと中心の駅前空間の拡大を図ります。 

事業概要 

① 南口駅前広場等整備 

駅前の広場空間を整備するために、バス乗場及びタクシー乗場等を東側に集約する工事に着手

します。 

② 大塚駅南自転車駐車場(仮称)整備 

概ね 1,000 台規模の地下自転車駐車場の設計及び支障物移設を進めます。 

③ 大塚駅周辺整備事業調査 

南北の駅前広場空間の詳細検討を進めます。 

スケジュール 

◎H23～27 年度／南口駅前広場等整備  

◎H25～27 年度／大塚駅南自転車駐車場(仮称)整備 
 
 

問い合わせ   道路整備課長 （駅前広場等整備）  

           交通対策課長 （自転車駐車場整備） 

               都市開発課長 （整備事業調査）   

 

整備が進められる大塚駅周辺（写真は南口） 
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南長崎中央公園スポーツセンター完成予想図 

 

事業 31 スポーツを通じた健康増進の拠点施設がいよいよ完成 

長崎中学校跡地における南長崎中央公園の整備（継続） 

 

 

 

 

 

 

事業費  586,485 千円 

注目ポイント！ 

H25 年度開設予定の南長崎中央公園

内に併設されるスポーツセンターが H25

年 3 月に完成し、4 月に先行オープンします。 

背景・目的 

長崎中学校跡地に整備を進めている南長崎中央公園は、スポーツ、防災、公園機能を併せ持つ地域

の拠点施設として、H25 年度の全面オープンを予定しています。このうち、併設する南長崎中央公

園スポーツセンターと公園地下空間に再整備する南長崎自転車駐車場については、整備完了次第、順

次先行して開設し、区民の皆さんの利用に供します。 

事業概要 

公園・施設の概要 

■所在地／南長崎 4-13-５(長崎中学校跡地) 

■施設／①南長崎中央公園(敷地面積：約 12,226 ㎡)／芝生広場、多目的広場（少年サッカーなど

の試合に対応）、園路（桜のプロムナード）など 

②南長崎中央公園スポーツセンター／鉄筋コンクリート造地下 2 階・地上 3 階、施設：

室内温水プール（25ｍ×8 コース）、体育館、トレーニングルームなど 

③南長崎自転車駐車場／収容台数：自転車 450 台、原付 20 台 

④防災施設／食糧・飲料水などを保管する防災倉庫、防災資器材格納庫、防災無線など 

スケジュール 

◎H25 年 1 月／南長崎自転車駐車場オープン予定  

◎H25 年 4 月／スポーツセンター共用開始 

◎H25 年度中／「南長崎中央公園」全面オープン 

 

問い合わせ   施設計画課長     

             学習・スポーツ課長 （スポーツセンター） 



都市再生 
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事業 32 安心して住み続けたいまち「としま」の実現をめざして 
住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業（拡充）、(仮称)豊島区マンションの適正な

管理の推進に関する条例制定に向けた検討会議の運営（新規） 

 

 

 

 

 

 

事業費  10,000 千円（プロジェクト推進） 

664 千円（検討会議の運営） 

注目ポイント！ 

不動産仲介市場に出てこない空き家情報を登録・データベース化し、地域活動の拠点

を求めている人とマッチング！ 空き家解消を図るとともに、住宅確保要配慮者の入居支

援、地域貢献活動の支援につなげていきます。 

背景・目的 

世帯数を超える住戸供給により区内の空き住戸は 21,680 戸にのぼり、住宅ストックの 12.9％を

占め（H20 年住宅・土地統計調査）、治安・防災上の観点からもまちづくりの課題となっています。

このため、空き家の有効利用を促進する「住宅活用プロジェクト」を H21 年 3 月策定の「住宅マス

タープラン」の重点プロジェクトとして位置づけています。プロジェクトの実現に向け、H23 年度

より、学識経験者、不動産・建設関係者、ＮＰＯ等の支援組織、外部専門家等による豊島区重点プロ

ジェクト準備会において検討を続けています。H24 年度は、同準備会を発展する形で、低額所得者、

高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進を図る目的で、豊島区居住支援協議会の

設立をめざします。 

また、マンション等の集合住宅が区内全住宅の 8 割を占め、老朽化等に伴い、今後大規模修繕や建

て替えが必要なマンションの増加が予想されています。そこで H23 年度にマンション担当課を新設

し、マンションの適正な維持管理、修繕の実施等に関する支援・誘導の総合的な施策展開を図ってお

り、これを実効化させる条例の制定をめざします。  

事業概要 

① 住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業(拡充) 

豊島区居住支援協議会の設立(7 月)、モデル事業の実施(7 月～) 

② (仮称)豊島区マンションの適正な管理の推進に関する条例制定に向けた検討会議の運営(新規) 

有識者による検討会議の設置 

問い合わせ   住宅課長      （プロジェクト推進） 

             マンション担当課長 （検討会議の運営） 



新たな行政サービス拠点の整備 
 

－38－ 

 

事業 33 新庁舎の建設工事がスタート！ 

新庁舎整備の推進、総合窓口の検討（拡充 2 事業） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

事業費  26,500 千円（新庁舎整備の推進）、 8,900 千円（総合窓口の検討） 

注目ポイント！ 

本年 2 月 2 日、新庁舎が入る再開発建物の起工式が行われ、いよいよ新庁舎の建設

工事がスタートしました。Ｈ27 年の移転に向け、「総合窓口」の検討など、ソフト面での機能

整備も進めていきます。 

背景・目的 

市街地再開発事業(上記計画概要)で整備する新庁舎は、H26 年度末の竣工を予定しています。建設

工事の進捗に合わせ、新庁舎がめざす「質の高い区民サービスの提供機能」「防災拠点機能」「環境都

市・文化創造都市のシンボルとなる庁舎」等の具体化を図っていきます。 

H24 年度は総合窓口の検討を行うほか、庁舎内部の配置計画の策定等を行います。また、新庁舎

の環境計画に反映させるため豊島区の生物の生態調査を実施します。 

事業概要 

① 新庁舎整備の推進(拡充) 

・庁舎室内プラン作成  

・管理規約の検討  

・現庁舎地活用計画の検討  

・生物多様性調査 

② 総合窓口の検討(拡充) 

・総合窓口実施体制の検討 

 

問い合わせ   庁舎建設室長      

              庁舎建築担当課長      

 

 

 
 
 

 

総合窓口イメージ図 

南池袋二丁目 A 地区市街地再開発事業(新庁舎整備) 

計画概要 

所在地：南池袋二丁目 45・46 番地(一部)  
敷地面積：約 8,324 ㎡ 
建物用途：庁舎・店舗・事務所・共同住宅・駐車場 
規模：地下 3 階／地上 49 階 
最高高さ：約 189m 延床面積：約 94,300 ㎡ 
庁舎部分：１階の一部と 3～9 階 庁舎専有面積：約 25,500 ㎡ 

 ◎スケジュール 
  H23 年度／解体工事着手、建築工事着手 
  H26 年度／竣工 



新たな行政サービス拠点の整備 
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事業 34 西部地域の核となる行政サービス、文化拠点等を整備 
（仮称）西部地域複合施設の整備（継続） 

（仮称）西部地域複合施設文化拠点準備事業（拡充） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  202,503 千円（施設の整備） 

7,379 千円（文化拠点準備事業） 

注目ポイント！ 

区の西部地域に点在する既存施設を統合し、建築家の山本理顕氏の設計により、西

部地域の核となる複合施設を平和小学校跡地に整備します。 

施設内に行政サービス機能などの他、郷土資料、美術、文学・マンガの 3 分野で構成

するミュージアム「（仮称）芸術文化資料館」を整備し、図書館、地域文化創造館と連携し

た新たな文化拠点として、池袋モンパルナス（アトリエ村）やトキワ荘を生んだ地から、区民

の文化活動を支援し、地域文化を創造・発信していきます。 

背景・目的 

本施設整備予定地の平和小学校旧校舎は、西部区民事務所として暫定活用してきましたが、老朽化

が進む周辺施設も含めて統合・再整備することにより、土地の有効活用、施設管理の効率化と区民の

利便性向上を図ります。Ｈ23 年度にまとめた基本設計に基づき、Ｈ24 年度には実施設計・解体工事

を実施します。 

○整備する施設機能：①行政サービス機能（西部区民事務所、西部保健福祉センター、健康づくり支援スペー

ス）②コミュニティ機能（地域区民ひろば・新設）③ミュージアム機能（仮称・芸術文化資料館）④図書館機能

（千早図書館）⑤公民館機能(千早地域文化創造館)⑥地域防災機能（救援センター） 

事業概要・スケジュール 

① 所在地／豊島区千早 2-39 

② 敷地面積／5,699 ㎡ 

③ 解体工事：H24～25 年度、建設工事：H25～26 年度 

④ H27 年度開設予定 

問い合わせ   施設計画課長   （施設の整備） 

          文化デザイン課長 （文化拠点準備事業） 

 

（仮称）西部地域複合施設の１階イメージ図 



 

 

平成 24 年 2 月／豊島区政策経営部広報課 

〒170－8422 豊島区東池袋 1－18－1 

℡(03)3981－1111（代表） 

豊島区広報キャラクター 

としま ななまる 
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