
＊現時点での計画をイメージとして描いたものであり、今後変更となる可能性があります。
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２８年度予算案の規模と特徴

一般会計当初予算 1,218億8百万円

対前年度比 104億1千2百万円 9.3％増

○一般会計、総予算とも過去最大規模を更新

○３年連続特別な財源対策（財政調整基金の取り崩し等）を

せずに予算を編成
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２８年度新規・拡充事業の規模と特徴

全２１０事業、約６５億８千万円
〇持続発展都市対策に重点化 関連事業９９事業、５５億５千万円

○対策推進に向け公民連携強化 ⇒地域一体の取り組みに

①女性にやさしい
まちづくり ④日本の推進力

「豊島区まち・ひと・しごと創生総合戦略」（H28年3月策定予定）として展開

③地方との共生
②高齢化への対応

38事業 43億6千万円 24事業 7億3千万円 40事業 13億3千万円
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子育て世代の区内定着率75％をめざし
総合的な施策を展開

１．女性にやさしいまちづくり ①総合的な女性施策の展開
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働きながら、子育てしながら、住み続けられるまち
ひとりひとりの女性がいきいき輝くまち

女性にやさしいまちづくり推進事業【新規】 309万円

女性起業家支援の拡充
（サクラーヌbiz応援プロジェクト）【拡充】 264万円
リノベーションまちづくり事業【拡充】 3,115万円
豊島区民センター改築【新規】 8億3,344万円 ほか

女性にやさしいまちづくりを戦略的に展開していくため、マーケティング、

ブランディング、PR等、民間のノウハウを有する人材を公募し、担当課長

（3年間の任期付き職員）として登用します。

H26年5月に日本創成会議より「消滅可能性都市」との指摘を受け、対

策の第一の柱に「女性にやさしいまちづくり」を掲げ、子育て支援策はも

とより、ワーク・ライフ・バランスの推進、女性の就労・起業支援、空き

家等のリノベーションによる子育て世代向け住宅の確保、新区民センター

に整備する女性の目線に立ったパブリックトイレなど、女性の様々なライ

フスタイルを応援する施策を総合的・横断的に展開していきます。

民間経験者活用
「女性にやさしいまちづくり担当課⾧」の新設

人口減少社会への対応策をまとめた

「豊島区まち・ひと・しごと創生総合戦

略」（平成28年3月策定予定）の中で、

「子どもと女性にやさしいまちづくり」

の数値目標として、区内での妊娠届出数

に対する3年後の3歳児検診対象者数の割

合を「子育て世代の区内定着率」と位置

づけました。26年度の現状値69%を5

年後の31年度には、75%まで高めてい

くことを目標とします。

子育て世代の区内定着率

ひとりひとりの女性の

ライフスタイルを

大切にするまち



①総合的な女性施策の展開
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（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

新規 3,087
「女性にやさしいまちづくり」を戦略的・多角的に進めます。民間との連携によって女性施策を展
開するとともに、女性の視点を生かした施策の魅力を積極的にＰＲし、女性にやさしいまちとして
のブランドの定着化を図ります。

企画課

拡充 35
豊島区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業と、ワーク・ライフ・バランスに関心のある区内事
業者を対象に「としまＷＬＢネットワークミーティング」を開催し事例紹介や交流、啓発を行いま
す。

男女平等推進
センター

拡充 2,642 起業したい女性を応援するため、としまビジネスサポートセンターの起業相談に女性相談員を配置
するほか、経営ノウハウを学ぶ「女性のための起業塾」や女性起業家同士の交流会を開催します。

生活産業課

拡充 31,146

区内で増加する空き家等の遊休不動産を活用することで、都市・地域経営課題を複合的に解決し、
住んで働きながら暮らし続けられるまちを実現するため、民間主導の公民連携によるリノベーショ

ンまちづくりを積極的に推進します。リノベーション推進制度(推進機構の設置、事業認証制度、
各種融資制度など)の構築や遊休不動産オーナー向け育成支援講座、リノベーションスクールを継
続開催します。

住宅課

新規 833,435

区民に使いやすい様々な活動拠点として、多目的ホール（約500人収容）や小ホール（約160人収
容）、大規模な女性用トイレ等を整備した新区民センターを31年秋に開設します。現区民センター
は9月末で閉館、10月から解体作業を進めます。旧庁舎跡地の活用、新ホールの建設と合わせ、生
活産業プラザと一体的な整備を図り、新たな「文化とにぎわいによる交流拠点」を形成します。

生活産業課

新規 4,500

「女性にやさしいまちづくり」をめざし、女性の意見やニーズ発掘のため開催されたＦ1会議に
て、「子育て世代が安全・安心して利用できるように」と改善提案のあった長崎公園、長崎４丁目
児童遊園について、住民参加型のワークショップを開催します。27年度は2回のワークショップを
開催しており、引き続き公園利用のあり方・管理などについて話し合い、改善策の実現を図りま

す。

公園緑地課

拡充 545
若年女性を対象に実施している「女性のしなやか健康づくり」の検査項目に、甲状腺刺激ホルモン
（TSH）検査を追加します。これは、甲状腺疾患が若年女性に多く見られることに加え、甲状腺の
機能低下と妊娠が強く関連することから、女性の生涯を通した健康に寄与することをめざすもの
で、都内初、また、全国でも珍しい取り組みです。

健康推進課女性のしなやか健康づくり事業

女性にやさしいまちづくり推進事業

ワーク・ライフ・バランス推進事業

  女性起業家支援の拡充～サクラーヌ
 ｂｉｚ応援プロジェクト～
　(としまビジネスサポート経費）

　豊島区民センター改築

子育て支援公園施設整備等モデル事業

リノベーションまちづくり事業

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課

７事業

8億7,539万円



１．女性にやさしいまちづくり ②出産前からの切れ目ない子育て支援
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妊娠届出から始まる「よりそい型継続支援」
妊娠中のさまざまな不安を軽減し、安心して出産を迎えていただくために、池袋保健所・長崎健康相談所で、「ゆりかご

面接」を妊婦の方全員に実施。さらに出産後は、新庁舎４階子育てインフォメーション、東部・西部各子ども家庭支援セン

ターで「おめでとう面接」を実施し、子育ての不安、孤立化を解消します。２度の面接を通じ継続的な支援につなげます。

ゆりかご・としま事業【新規】 4,475万円

２７年度実施状況
（平成27年12月末時点）

○ゆりかご面接 1,230件
＊対象者数 3,018件

○おめでとう面接 601件
＊対象者数 1,693件

↓
個別支援計画作成 65件
（うち虐待通告 8件）



②出産前からの切れ目ない子育て支援
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１３事業

1億4,594万円

新規 28,143 健康推進課

新規 16,609 子育て支援課

妊婦健康診査事業 拡充 17,587 厚労省の「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」で示されたHIV抗体検査と子宮頸がん検診（細胞診）
について、28年4月より妊婦健康診査項目に追加します。

健康推進課

子宮頸がん検診事業 拡充 2,583

乳がん検診事業 拡充 2,837

1歳児歯科健康診査事業 拡充 7,689
歯の本数が増え、歯磨き等の生活習慣が確立してくる1歳児に実施します。歯科衛生士、保健師による保健指導、
栄養士による栄養指導も行い、歯を含めた全身の健康増進を図ります。現在実施している乳児（3、4か月）健診
から1歳6か月健診までの間に本健診を実施することで、切れ目ない支援が可能となり、併せて、要支援家庭の早
期発見、虐待防止にも寄与します。

おたふくかぜワクチン接種費用
助成事業

拡充 12,854 1歳から3歳に至るまでの乳幼児1人1回の接種につき、3,000円の接種費用の助成を、全額助成とします。経過措置
として28年度に限り、3歳から就学前の幼児も対象とします。

健康推進課・地域保健課業務委
託

拡充 10,018
池袋保健所出張所（新庁舎4階）窓口の委託人員を3人に増やし待ち時間を短縮します。また、女性にやさしいま
ちづくりを推進する「鬼子母神プロジェクト」関連業務や感染症発生対応業務等、大幅な業務量増大等に対応す
るため、業務委託を増やします。

健康推進課

地域保健課

予防接種費用の償還払い
（予防接種（定期）経費）

拡充 7,303 27年3月の予防接種実施要領の改正に伴い、現在自己負担となっている23区以外で接種した定期予防接種費用につ
いて償還払いを行い、里帰り出産等を行った保護者の負担を軽減します。

健康推進課

巡回子育て発達相談事業 拡充 3,531
巡回指導を要する保育施設や対象障害児の増加等に対応するため、心理職を1名増員します。手厚い巡回指導を行
い障害もしくはその可能性や傾向のある子どもの成長発達を支え、虐待の未然防止を図り、家族が安定した生活
を送れるよう支援します。

子育て支援課

訪問型病児保育事業 新規 1,800 区内に住所を有する就学前の乳幼児が、民間の訪問型病児保育サービスを利用した際に、保護者に1,000円/時間
（1日上限12,000円・年間上限48,000円）を助成します（28年7月開始予定)。

保育課

　ゆりかご・としま事業

健康推進課

　子どもスキップ運営事業（関連3
事業）

子ども課

がん検診の拡充・勧奨により、早期発見、早期治療をめざし、がんによる死亡率を減少させます。※一部国の政
策により、下記以外の方も対象となる場合があります。
子宮頸がん検診：20歳以上の偶数年齢の女性に問診、視診、内診、頸部の細胞診を行います。
乳がん検診：40歳以上の偶数年齢の女性に問診・視触診及びマンモグラフィ検査を行います。

地域保健課

新規

及び

拡充

34,984

子どもスキップは、放課後の小学校施設を活用して全児童を対象とする育成事業と学童クラブを総合的に展開す
る事業です。利用者数の増加や学童クラブ開設時間延長に伴い、非常勤・臨時職員を増員します。また、子ども
スキップの所長不在時など、施設の代表として保護者や当該施設の学校関係者と対応できるよう、子どもスキッ
プ全21施設に学童指導専門員を計画的に1名配置していきます（28年度は2名配置）。

東京都の「出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）」の補助金を活用し、妊娠から出産、子育てま
で一貫して支援します。27年7月に都内で初めて開始しました。母子保健部門と子育て支援部門が緊密に連携して
実施する「豊島区方式」が特徴です。
・妊娠期（健康推進課）：妊娠届出時に、助産師が「ゆりかご面接」を行い妊婦の相談に応じ、必要に応じて個
別支援計画を立てて継続支援につなげます。また、5,000円相当の子育て応援グッズを贈ります。・出産後（子育
て支援課）：保育士等が「おめでとう面接」を行い、子育てに関する相談やサービスの紹介を行うほか、5,000円
相当の誕生お祝い品を贈ります。

予算額
（千円）

新規
・
拡充

事業名 担当課事業概要

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）



待機児童ゼロに向けラストスパート

１．女性にやさしいまちづくり ③待機児童対策
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H27年3月に策定した「豊島区子ども・子育て支援事業計画」に基づき、２９年度に待機児童をゼロにすることを目標に、

保育所の誘致に全力で取り組んでいきます。また、２５年度からスタートした小規模保育所（０～２歳児対象）の卒園児（３

歳児）の受皿として、認可保育園の誘致・整備を中心に進めていきます。

認可保育所誘致・整備事業【新規】 ６億８，９０６万円

２８年度 認可保育所新設１０園・定員６５０～７５０名増

うぃず巣鴨駅前保育園（H27年7月開設）▶



③待機児童対策
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７事業

27億5,816万円

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

新規 689,064 28年度中に私立認可保育所の新規開設に向けた施設整備経費の補助を行います。また、認可外保育所から認
可保育所への移行に伴う施設整備経費の補助を行います。（新設4所、移行4所を予定）

拡充 337,759

地域型保育事業は、地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応し、質が確保された保育を提供する事
業です。子どもの成長を支援するために、少人数の単位（19人以下）で、0歳から2歳児までの子どもを預か
ります。
　本区では現在、次の地域型保育事業を提供しています。
　①小規模保育事業（Ａ型・Ｂ型・Ｃ型）
　②家庭的保育事業
　③事業所内保育事業
　④居宅訪問型保育事業
なお、小規模保育事業について、新たに開設する7施設（Ａ型6施設、B型1施設、計定員115人を予定。既存
施設からの移行を含む）に対し運営費の補助を行います。

拡充 83,360 子ども・子育て支援新制度の実施に合わせて、東京都認証保育所運営費の改定が行われました。認証保育所
の運営費補助を増額し安定的な運営を支援します。

拡充 1,360,612

新規に開設する認可保育所や定員増を行った運営事業者に対し、運営費を助成します。
　①28年4月新規開設園、私立認可保育所6所（定員429人)
　②同4月以降開設予定園、私立認可保育所１所（定員39人）
　③同4月移行園、私立認可保育所１所（認証保育所から認可保育所へ移行、定員40人）
　④同4月より定員増を行った私立保育所1所（定員105人を110人に）

拡充 8,105
従来型の私立幼稚園を利用する保護者に対する補助金を引き上げ利用者負担を軽減します。対象は特別区民
税非課税及び特別区民税所得割非課税の方の第1子・第2子です。
補助額（年額）：第1子は272,000円（72,800円増額）、第2子は290,000円（37,000円増額）

子育て支援課

拡充 15
区では、公私を問わず区内の子どもの福祉に携わる職員が、質の高い保育を展開することを目的に、保育理
念から保育実技まで幅広い研修を実施しています。28年度は、対象を私立幼稚園（15園）にも拡大し、私立
施設の要望が多い土曜日開催も増やします。（対象施設158か所、年間研修・講座回数42回を予定）

子ども課

新規 279,242
保育事業者等が保育士等の処遇改善に取り組む費用や保育サービスの向上を図る取り組みに要する費用につ
いて、その一部を補助します。保育事業者が保育士の処遇改善、保育サービスの向上を積極的に行うこと
で、人材確保や保育サービスの質や内容の充実につなげます。

保育課

保育課

私立保育所に対する保育委託及び
助成事業

私立幼稚園児保護者援助事業
（私立幼稚園等園児保護者補助金
の拡充）

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課

保育政策担当課

子ども福祉研修事業

保育所等の職員処遇改善及び保育
サービス助成事業

認可保育所誘致・整備事業

地域型保育事業運営費等助成事業

認証保育所運営費等補助事業



１．女性にやさしいまちづくり ④「教育都市としま」のブランド力向上
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学校トイレ緊急改善推進事業【新規】 ５億１，５９４万円 ほか

清潔で安心なトイレ大改修

懸案の和式トイレを３年間で全小中学校洋式トイレに！

・入口が男女共用⇒男女分離

・和式便器⇒洋式便器

・古い、暗い、臭い⇒自動照明、乾式床

1日の大半を学校で過ごす児童・生徒にとって、明るく衛生的で使いやすい

トイレは、学校生活を送る上で欠かせません。住宅のトイレや、商業施設・

駅など公共トイレの改善が進む中、昭和30・40年代にその多くが建てられた

学校トイレは、こうした生活スタイルの変化や児童・生徒のニーズに対応し

きれていません。

今後3年間で、全区立小中学校のトイレを清潔で明るく、入りやすいトイレ

にします。

【改修スケジュール（予定）】

H28 H29 H30

小学校 4 8 7

中学校 2 0 2

計 6校 8校 9校



④「教育都市としま」のブランド力向上
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区立小・中学校補習支援チューター事業 拡充 880
学習の基礎的な理解度と学習習慣の定着を図るために、放課後や長期休業期間に補習を実施し、講
師（卒業生や区内の大学生等の地域人材等を活用）を各学校に配置します。
【小学校】各校年間80時間
【中学校】各校年間100時間

指導課

外国人児童生徒等に対する日本語習得サ
ポート事業

拡充 2,500
日本語の理解が十分でない外国籍児童等及びその保護者を対象に、日本語初期指導者（通訳）を児
童等には32時間、保護者には2時間を限度に派遣し、入学当初の学校生活での不安を取り除き、日
本の学校生活への適応を図ります。27年度は12月末時点で既に26年度末の派遣実績を超えており、
28年度も更なる派遣申請の増加が予測されます。

教育センター

インターナショナルセーフスクール推進
事業

拡充 16,498

28年度中の「インターナショナルセーフスクール」認証取得に向けて、仰高小学校、池袋本町小学
校の取組みを推進するほか、29年度の認証取得に向けて、池袋第一小学校及び池袋中学校も取得準
備を開始します。「インターナショナルセーフスクール」とは、安全な教育環境づくりをめざす学
校に認められる国際認証で、3年ごとに認証更新があります。24年度に朋有小学校が、日本で3番
目、都内で初めて認証取得しました。27年度は富士見台小学校が新規認証、朋有小学校も再認証を
取得しました。

指導課

学校改築に伴うＩＣＴ環境整備事業 拡充 12,960
池袋第三小学校、池袋本町小学校、池袋中学校の新校舎移転及び巣鴨北中学校の仮校舎移転に伴
い、タブレットパソコンや電子黒板等、ICT機器及び校内LAN等の整備を推進し、児童・生徒の学習
活動を支援します。

庶務課

学校図書館司書及び学習情報センター化
の推進

新規 7,500

「豊島区教育ビジョン2015」では、「質の高い教育環境の整備・充実」として、学校図書館にICT
環境を整え、タブレット端末等で調べ学習ができる「学習情報センター」を整備することが位置づ
けられています。28年度は駒込小学校に、空調・照明・学習LAN・スクリーン等を導入し学習情報
センター機能を整備します。

学校施設課

指導課

学校トイレ緊急改善推進事業 新規 515,941

30年度末までに全区立小中学校のトイレを改修します。
＜主な改修内容＞
・男女共通の入り口で、廊下から便器等が見えるトイレの入り口を、男女別々の動線となるように
します。
・男子トイレと女子トイレの間仕切りの上部及び下部に仕切りがないトイレを、上から下までふさ
いだ間仕切りにします。
・和式便器を洋式便器にします。
・トイレの床を衛生的な乾式床にします。

学校施設課

予算額
（千円）

新規
・
拡充

事業名 担当課事業概要

６事業

5億5,628万円



１．女性にやさしいまちづくり ⑤子どもの虐待・貧困対策
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平均的な所得の半分を下回る世帯で暮らす18歳未満の子どもの割合を示す「子ど

もの貧困率」は、国内で24年に16.3％と、過去最悪になりました。特に現役世代

の大人一人と子どもからなるひとり親世帯等の貧困率は50%を超え、先進国にお

いて最悪の水準にあります。豊島区においても、18歳未満の児童を養育するひと

り親等に支給される児童扶養手当の受給者数は増加傾向にあります。

また貧困世帯で育つ子どもが、自立のための十分な機会が得られず、経

済的に困窮し、その状況が次の世代にも繰り返される「貧困の連鎖」も社

会的な問題となっています。子どもと親の双方の学習をサポートすること

で、「貧困の連鎖」を断ち切ることをめざします。

・要町あさやけ子ども食堂
子どもが１人でも立ち寄ることができる食堂です。1食300円で

栄養満点の食事と居場所を提供しています。28年度より区民

活動支援補助金によって家賃の補助を開始します。

経済的な問題を抱える家庭の子どもと親の双方に対する学習支援

ひとり親家庭等の子どもに対する学習支援事業【新規】 ９２７万円
母子家庭等自立支援給付事業（高等学校卒業程度認定試験合格
支援事業）【新規】 ６５万円 ほか

・としま子ども学習支援ネットワーク(とこネット)
区内でボランティアによる無料学習支援を行っている

団体等が定期的な意見交換等を行っています。

地域との連携を深めていきます

地域で広がる支援の輪

豊島子どもWAKUWAKUネットワークHPより

％貧困の連鎖を断ち切るために



⑤子どもの虐待・貧困対策
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５事業

2,069万円

拡充 4,933
児童虐待対応や、専門的かつ継続的な心理ケアを行う非常勤心理職1名を「児童虐待対策コーディ
ネーター」として東部子ども家庭支援センターに配置します。また、「子ども虐待防止対応マニュ
アル」を改訂し、関係機関へ配布します。

拡充 3,468
ひとり親・女性相談員を増員し、ひとり親家庭や女性に関する相談をより丁寧に受け、きめ細やか
な支援を行います。また、精神的・経済的な自立を援助することにより、子どもへの貧困の連鎖を
断ち切ることをめざします。

子育て支援課

自立促進担当課

新規 650
ひとり親家庭の親の学び直しを支援するため、高卒認定試験合格のための講座を受講した場合、そ
の費用を最大全額支給します。
①講座の全科目を終了したときに受講費用の3割を支給（上限10万円）
②高卒認定試験に合格したときに受講費用の7割を支給（総額上限25万円）

子育て支援課

拡充 2,365
不登校や虐待等、学校では対処しきれない困難な状況にある児童や保護者の支援のため、スクール
ソーシャルワーカー(ＳＳＷ)を派遣します。26年度に発表された「子供の貧困対策に関する大綱」
と、24年度の事業開始以来ＳＳＷの申請が急増していることを受け、非常勤職員の勤務体制を充実
させます。

教育センター

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

新規

児童虐待防止ネットワーク事業

子ども家庭女性相談事業
(ひとり親・女性相談員の増員)

子育て支援課

子どもの虐待及び不登校対策等の充実

母子家庭等自立支援給付事業
（高等学校卒業程度認定試験合格支援事業）

ひとり親家庭等の子どもに対する学習支援事業
ひとり親世帯等の子どもに、生活面での支援を含む学習支援を行い、学力、社会性、自己肯定感を
育みます。中学3年生を中心に教室型（定員30人）と18歳未満の就学者に指導員を派遣する派遣型
（定員10人）の支援を実施します。

9,270
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秩父市への移住意向調査で、一定の「意向

あり」層の確認ができたことに基づき、シン

ポジウムを開催し、その参加者や移住に関心

のある区民を中心に「秩父市への移住を考え

る会」を結成。

Ｈ27年度中に秩父市がとりまとめ予定の

「秩父市版CCRC基本構想」を受けつつ、豊

島区版CCRC実現に向けた具体的な検討を

行っていきます。

２．高齢化への対応 ①地方との共生「豊島区版ＣＣＲＣ構想」

豊島区版ＣＣＲＣ構想【新規】 １００万円

区外特別養護老人ホーム整備等に関するシンポジウム開催事業【新規】 ５１万円

「豊島区版CCRC構想」の推進 秩父市への移住意向

池袋 西武池袋線特急で１時間半

日本版ＣＣＲＣ構想と豊島区版・秩父市版ＣＣＲＣ構想

姉妹都市交流33年

日本版CCRC構想とは、政府の同構想有識者会議中間報告で「生涯活躍のまち」として位置づけられ、東京圏をはじめとする高齢者

が、自らの希望に応じて地方に移り住み、地域社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療介護が必要な時には継続的な

ケアを受けることができるような地域づくりを目指すものです。（CCRC：Continuing Care Retirement Community の略）

豊島区と秩父市とは、西武池袋線の起終点として結ばれ、長年にわたり姉妹都市として民間レベルの交流が活発に行われてきました。

そうした両都市の親和性・信頼関係や往来の利便性の高さが、高齢者のライフスタイルの選択肢を広げる大きな要因になると考えられま

す。日本一の高密都市豊島区と豊かな自然あふれる秩父市のそれぞれの強みを活かし、弱みを補完し合い、豊島区・秩父市双方がwin-

winな関係を築ける独自のCCRC構想を検討していきます。

秩父

平成27年12月
定住・地方移住等に関する区民意識調査（速報）



①地方との共生「豊島区版ＣＣＲＣ構想」
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②支え合いの地域づくり

(拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

新規 1,000 姉妹都市である埼玉県秩父市と連携して豊島区版CCRCの検討を進めます。自然豊かな地域に、元気
なうちから移住を考える高齢者やその家族の希望に対応していきます。

企画課

新規 514 昨年12月の「特別養護老人ホーム整備等の新たな整備手法に関する調査研究会報告書」の内容を踏
まえたシンポジウムを開催します。

福祉総務課

豊島区版ＣＣＲＣ構想

区外特別養護老人ホーム整備等に関するシン
ポジウム開催事業

事業名
新規
・
拡充

予算額
(千円）

事業概要 担当課

２事業

151万円

拡充 9,098
「介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業）」の開始に伴い、専門的知識を有する常勤職員
が地域課題に積極的に対応できるよう地域包括支援センター（8か所）へ臨時職員を1名ずつ配置し
体制を強化します。

高齢者福祉課

新規 1,344
民生・児童委員の業務が増えている一方、担い手の減少傾向が続いており、民生委員のサポーター
として「協力員」制度を創設しました。今後、人材確保・育成に向けた広報などの取り組みを支援
します。

拡充 497 タワーマンション増加等に伴う人口増に対応するため、民生委員を増員します。（9地区9名）

拡充 5,966
福祉サービス権利擁護支援室が実施する市民後見人（社会貢献型後見人）養成事業を推進します。
社会貢献型後見人は親族でも専門職でもない市民の方による後見人です。年々、後見人のニーズは
拡大しており、後見人育成に努めていきます。

拡充 1,600
認知症カフェの定期開催運営を補助するとともに、一定の要件を満たすカフェにステッカーを配
布、認知症カフェマップに掲載して区民に周知します。また、「認知症介護者の会」の活動継続を
支援するため運営支援ボランティアの連絡会、研修会を実施します。

高齢者福祉課

拡充 3,981 65歳以上の高齢者が区内公衆浴場に1回100円で年26回入浴できる事業です。現在、浴場が負担して
いる１回あたり15円についても区が負担し、浴場の負担を無くします。

  地域包括ケア推進

担当課

新規 331 高齢や障害のある方ばかりでなく、すべての方が安全でスムーズな移動に役立つ「福祉のまちづく
りガイドマップ」のデータを更新し、ホームページに掲載します。

福祉総務課

拡充 827 ふくし健康まつり、スポーツのつどいのほか、すべての方がスポーツを楽しめる教室などを開催
し、東京オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成を図ります。

障害福祉課

新規 17,880
区内最初の特別養護老人ホーム「養浩荘」については、現地（池袋4）での建て替えが困難なこと
から、池袋本町１の区有地を活用し移転改築を進めます。施設には防災拠点型の交流スペースなど
も整備します。

福祉総務課

拡充 313,669
区から建物の無償譲渡を受けた社会福祉法人が運営している旧区立特別養護老人ホーム（アトリエ
村、風かおる里、山吹の里、菊かおる園）の安定的な運営を支援するため、施設改修経費を補助し
ます。28年度は菊かおる園の大規模改修を行います。

高齢者福祉課

新規 4,400 法改正によりグループホームに義務付けられた消防用設備を整備する運営法人に対して、対象経費
の一部を補助します。対象となる施設19か所を2か年で整備します。

障害福祉課障害者グループホーム防災対策助成事業

認知症ケア向上推進事業

敬老入浴事業

福祉のまちづくり推進事業
（ガイドマップ関係経費）

「ふくし健康まつり」等事業

高齢者福祉基盤等整備費助成事業

旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助事業

地域包括支援センター運営事業

民生・児童委員協力員事業

福祉総務課
民生委員・児童委員関係事業

福祉サービス権利擁護支援室運営補助事業

１１事業

3億5,959万円



「介護予防センター」２か所でスタート
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２．高齢化への対応 ③健康⾧寿まちづくりの推進

介護予防センター運営事業【新規】 ８４７万円

地域リハビリテーション活動支援事業【新規】 ２３５万円 ほか

地域リハビリの仕組みづくり

介護予防センター菊かおる園

介護予防センター高田

自主的に組織化した区内の病院や通所施設に勤務する

リハビリ専門職約４０名が、介護予防サロンなど身近な

地域の中で、多人数を対象に展開するリハビリテーション

活動を支援します。

高齢になっても地域の中で生き生きと暮らして

いけるよう、気軽に立ち寄り介護予防に触れるこ

とのできる拠点として「介護予防センター」を開

設します。地域の方がふらりと立ち寄れるカフェ

を設置し、カフェスペースを活用して大学や東京

都健康長寿医療センター等の講師による各種講座

を実施するほか、身体機能を簡単に測定できる機

能などを設けます。また、地域における介護予防

のリーダーとして活動し、センター運営にも参画

する「介護予防リーダー」を養成します。

介護予防は食事から
会食機能

セルフチェックで
介護予防

23区初



③健康⾧寿まちづくりの推進
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(拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

新規 8,468
気軽に立ち寄り介護予防に触れることのできる拠点として「介護予防センター」を開設します。地域
の方がふらりと立ち寄れるカフェを設置し、カフェスペースを活用して専門講師による各種講座を実
施するほか、身体機能を簡単に測定できる機能などを設けます。

新規 2,350 リハビリテーション専門職が介護予防サロンの巡回、サポーター等向けの勉強会を行い、サロンの介
護予防機能強化、サポーターのスキルアップにつなげます。

拡充 1,080
「介護予防サロン」は高齢者総合相談センターなど区内13か所で月1～2回開催され、簡単な体操、レ
クリエーション、茶話会などを楽しめます。NPO法人に委託している3つのサロンについては、現在の
月1回から2回に開催回数を増やして参加者同士の関わりを深め、地域で支えあう仕組みづくりを推進
します。

新規 2,719
地域の介護予防に興味がある区民を対象に「介護予防リーダー養成講座」を開催します。地域の課題
を認識し、課題解決に向けた技術や自信を身につけ、積極的に介護予防活動を実践する人材を育成し
ます。（定員20名程度、講義は概ね13回、見学実習、論文発表など有り）

新規 3,276
区内6会場で年9回、65歳以上の高齢者を対象に「シニア測定会」を開催します。心身についてセルフ
チェックを行うことで、自主的な運動、介護予防への興味や動機付けにつなげていきます。（測定内
容は、認知機能・身体・体力検査など）

新規 96
日常的に化粧に親しむことで幸福感や外出する意欲などが高まり、介護予防に効果があるとされてい
ます。産官学連携で豊島区版「化粧ケア」の事業スキームを取りまとめ、28年度はモデル的に事業を
実施します。

拡充 1,115
65歳以上のひとり暮らしの方を対象にした会食「食彩いきいきサロン」を拡充します。新たに2会場
で開催し、栄養バランスのとれた食事、簡単な体操（ロコモ体操・脳トレ等）や参加者が交流できる
レクリエーションの提供など、会食を通したコミュニケーションで交流の輪を広げます。

新規 48,264
「介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業）」の開始に伴い、介護予防訪問事業、短期集中訪
問型サービス事業、介護予防通所事業が必要とされる方を対象に、ケアプラン作成等の介護予防ケア

マネジメントを行います。

拡充 234 介護予防事業や住民主体の活動場所を維持管理し、介護予防の自主活動を推進します。

新規 293,314
「介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業）」の開始に伴い、介護予防サービスのうち「介護
予防訪問介護」「介護予防通所介護」のサービスを新総合事業の「介護予防訪問事業」「介護予防通
所事業」に移行して実施します。加えて、退院直後など短期的に集中してケアすることで機能向上が
見込まれる方に対して「短期集中訪問型サービス事業」を実施します。

拡充 3,085 現在、40～65歳は5歳おき、66歳以上は毎年実施している胸部X線検査について、60歳を超えると増加
する肺気腫やCOPD等の肺疾患に対応するため、62歳、64歳にも対象を拡大します。

地域保健課

事業名
新規
・
拡充

予算額
(千円）

事業概要 担当課

介護予防・生活支援サービス事業

特定健康診査区独自検査項目経費

介護予防センター運営事業

地域包括ケア推進

担当課

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防サロン事業

介護予防リーダー養成事業

シニアのための測定会事業

産官学連携お化粧による介護予防事業

食彩いきいきサロン事業

介護予防ケアマネジメント事業

地域活動施設維持管理

１１事業

3億6,400万円
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国際アート・カルチャー都市推進事業【拡充】 ２，３７１万円

旧庁舎跡地活用事業【拡充】 ２，００２万円 ほか

国際アート・カルチャー都市を推進する３本の矢

国際アート・カルチャー都市を牽引する
旧庁舎周辺まちづくり
本年3月に開発事業者と旧庁舎及び公会堂跡地の定期借地契約を

締結、28年度からいよいよ解体・建設工事がスタートします。

H27年3月にまとめた「国際アート・カルチャー都市構想」の具

体化を図る実現戦略の策定に向け、近藤誠一前文化庁長官を会長と

する懇話会を設置。2020年東京オリンピック・パラリンピック、

さらにその先の文化レガシーの継承をめざし、多様な文化が融合

し、世界中の人々が出会える都市づくりを進めていきます。

構想から戦略へ

600人のアトカル応援団
本年1月、600人を超える「国際アート・カルチャー特命大使」が

始動！ 区民レベルで「国際アート・カルチャー都市としま」を盛り

上げ、発信していきます。

《懇話会会長》

《懇話会特別顧問》
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６事業

9億6,783万円

国際アート・カルチャー都市推進事業 拡充 23,712
27年度末に「国際アート・カルチャー都市実現戦略」素案をとりまとめ、アート・カルチャー関
連事業の進捗管理や実現戦略について検討を行う懇話会・幹事会を運営します。また、特命大使
など区民参加の取組みも推進します。

国際アート・カルチャー

都市推進担当課

旧庁舎跡地活用事業 拡充 20,016

旧庁舎跡地を民間活用することにより、定期借地権の一括前払い地代の一部を新庁舎整備費用の
財源に充当するとともに、新たなホール及び民間施設による国際的な文化にぎわい拠点をつくり
ます。豊島区が進める国際アート・カルチャー都市構想の拠点として、32年春のグランドオープ
ンをめざします。28年度は、解体工事、新ホール売買契約の締結等、新ホールの工事着工に向け
て、より詳細かつ具体的な検討を行います。事業者との協議等にあたり高度な判断を必要とする
ため、不動産に関する専門的知識を持つ専門コンサルティングを活用します。

庁舎跡地活用課

新ホール等の開設準備（（仮称）豊島区新
ホール整備事業経費）
【新ホール関係】

拡充 36,000
公益財団法人としま未来文化財団内に新ホール等開設準備室を設置します。総務、営業・制作、
舞台技術の3分野について人員を配置し、31年秋の新ホール及び新区民センター等の開設に向け
た準備を行います。

文化デザイン課

豊島区民センター改築 新規 833,435 　※再掲（5ページ参照）

生活産業プラザ大規模改修 新規 44,620
旧庁舎跡地の活用、新ホールの建設と合わせ、区民センターと一体的な整備を図り、新たな「文
化とにぎわいによる交流拠点」を形成します。現生活産業プラザは29年度末で閉館、それ以降改
修作業を進めます。

生活産業課

予算額
（千円）

新規
・
拡充

事業名 担当課事業概要

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）
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池袋田楽大絵巻【新規】 402万円

南長崎マンガランド事業【拡充】 1,248万円 ほか

演劇、アート、音楽、マンガ・アニメ・・・
多様な文化の魅力で２０２０に向けた文化プログラムを先導！
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック大会に向けた文化プログラムに積極的に参加します。伝統文化から、マンガ・アニメ・

コスプレまで魅力ある文化資源を集結させ、東京舞台芸術祭（仮称）から東京芸術祭（仮称）、そして2020年へ。

伝統文化から、マンガ・アニメ・コスプレなど多様な文化プログラムを展開

2016年

東京舞台芸術祭（仮称）開催

2018年ごろ

東京芸術祭（仮称）開催

（ｃ） Ryosuke Kikuchi

街を舞台に
「池袋田楽大絵巻」開催

トキワ荘のあった街に
マンガ家たちの作品
モニュメント誕生

秩父宮記念スポーツ博物館
オリンピック・パラリンピック

巡回展の開催

28
年
度
の
展
開

２０２０年 東京
オリンピック・
パラリンピック

アジア舞台芸術祭ＨＰより

障害者美術展
「ときめき想造展」

を拡充

８つの劇場が
オープン
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１６事業

5,078万円

(拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

新規 4,023 野村万蔵氏プロデュースによる国際アート・カルチャー都市にふさわしい、としまオリジナル田楽を区民とと
もに創ります。国家戦略特区の規制緩和を活用し「まちが舞台、人が主役」のパフォーマンスを展開します。

新規 1,500
旧朝日中学校を文化創造活動拠点とする「にしすがも創造舎」は7月にクローズし、東部区民事務所へ仮移転
します。クロージングにあたり、12年にわたる活動を検証し感謝を込め、アートプログラムを5月から7月にか
けて開催します。

拡充 12,481
トキワ荘のあった街に、豊島区ゆかりのマンガ家たちの作品がモニュメントになって順次、誕生します。4月
には、手塚治虫の『ジャングル大帝』のモニュメント、寺田ヒロオの『背番号0』の紹介パネルがお披露目と
なります。地域では引き続き、モニュメントを設置し、南長崎地域全体でマンガを感じられる取り組みを進め
ます。さらに「トキワ荘復元に向けた基本計画（構想）案」策定にも取り組みます。

文化観光課

新規 3,000
アニソンは今や世界が認める日本を代表するサブカルチャー。そのサブカルチャーが楽しめる「国際アート・
カルチャー都市としま」。そのイメージを定着させるオリジナルプログラムを9月、東京芸術劇場で開催しま
す。日本のアニメソングの変遷や最先端のゲームアプリ音楽を多彩なゲストと映像を交え、オーケストラ演奏
で世界に発信します。

文化デザイン課

拡充 3,284
障害者アート教室の開催を1回から10回に増やし、障害者美術展「ときめき想造展」の展示内容を充実させま
す。障害者がアートに取り組める機会を増やし、障害者美術をより身近にすることで障害者理解を深めるきっ
かけにつなげます。

障害福祉課

拡充 4,181 駒込地域文化創造館等4つの施設リニューアルオープンに合わせ、ソメイヨシノアーカイブを整備します。ま
た、駒込で育てた苗木を交流都市へ植樹するなど、ソメイヨシノ発祥の地・駒込を国内外にＰＲします。

新規 5,500
26年12月、雑司が谷地域の歴史と文化のまちづくりの活動が、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟が推進する
「プロジェクト未来遺産2014」に登録されました。昨年7月には地域団体が中心になり「雑司が谷未来遺産推
進協議会」が発足、魅力発信や次世代への継承に取り組みます。

拡充 500
鈴木信太郎（1895-1970）は、マラルメやボードレール等のフランス詩を日本に紹介したフランス文学研究の
草分け的存在で、その旧宅（東池袋5－52－3）は区有形文化財に指定されています。29年度末の公開に向けて
準備を進めており、28年度は展示実施設計を行います。

文化デザイン課

新規 10,115

拡充 1,000

拡充 300

新規 1,000 夏休みに新庁舎10階の「豊島の森」で夕涼みコンサートを開催します。かつての豊島の自然を再現した森の中
で、クラシック音楽の野外コンサートをお楽しみください。（開催予定4回）

文化デザイン課

その他の関連事業…

障害者文化推進事業

事業名
新規
・

拡充

予算額
(千円）

事業概要 担当課

池袋田楽大絵巻
（としま未来文化財団事業助成経費）

文化デザイン課

にしすがも創造舎クロージングに伴う事業

南長崎マンガランド事業

世界に発信・劇場版アニソンワールド
（としま未来文化財団事業助成経費）

豊島の森夕涼みコンサート

池袋演劇祭+（プラス）(拡充・1,300千円・文化デザイン課長)／南長崎マンガステーション運営事業[トキワ荘通りお休み処事業2](拡充・1,300千円・文化観光課長)／池袋北口
路上美術館事業(拡充・300千円・文化観光課長)／庁舎ランチタイムコンサート[財団事業助成経費](拡充・1,000千円・文化デザイン課長)

ソメイヨシノプロジェクトの推進
（サクラネットワーク形成事業）

文化観光課

雑司が谷未来遺産推進事業

旧鈴木信太郎邸の保存・活用
【鈴木邸開設準備関係】

秩父宮記念スポーツ博物館オリンピック・
パラリンピック巡回展の開催

2020年東京オリンピック・パラリンピックの気運醸成を図る取り組みを拡充します。
①リオデジャネイロ オリンピック開催に合わせ、秩父宮記念スポーツ博物館の協力のもと、としまセンター
スクエアで、1964年東京オリンピックの資料を中心に展示会を8月に開催します。庁舎まるごとミュージアム
も活用し、豊島区新庁舎全体がオリンピック一色となります。
②としまスポーツまつりは、パラリンピック種目を含め障害者スポーツを充実させます。
③目白ロードレースは、20回目の記念大会にふさわしいプログラムを実施します。

学習・スポーツ課としまスポーツまつりの拡充

目白ロードレース第20回記念大会の開催
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国際競争力強化推進事業【新規】 2,000万円

としまビジサポホームページの改修【拡充】 241万円

サクラーヌbiz応援プロジェクト【拡充】 264万円 ほか

池袋モンパルナス、トキワ荘の系譜を受け継ぐ
アーティスト、起業家たちのスタートアップを後押し

アーティストデビューを目指す人、クリエイティブ産業で起業したい人たちが、

日本中・世界中から集まるまちへ

スタートアップイベント

先駆者との交流

仲間との出会い

手軽なオフィス

アトリエ、稽古場、住まい

（空き家・空き室活用、

リノベーション）

道路・広場等を

表現の場として開放（規制緩和）

起業支援（事業計画・融資）

ソーシャルビジネス支援に
向けた包括協定（日本政
策金融公庫、巣鴨・東京
各信用金庫との4者協定）
2月4日締結

多様な若者を受け容れながら発展してきた豊島区の文化

風土・地域特性を踏まえ、クリエイティブな世界を志す人

たちのスタートアップを支援する場・仕組み（プラット

フォーム）を民間との連携により形成していきます。
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観光イベント支援事業 拡充 7,235
来街者の来訪を促すとともに、区のイメージアップ並びに観光文化活動を図るため、観光事業を行う団体や地
域まつりに支援を行います。特に、フランスのストラスブール市と協力した女性向けバレンタインイベントを
通じて、国際アート・カルチャー都市の推進を図ります。

観光振興事務事業 拡充 10,948
観光振興及び来街者・観光客の利便性向上につなげるため、観光協会が実施する事業を支援します。特に、駅
周辺やイベントでの観光ボランティアガイドの充実を図るほか、事務局を土日祝にも開局し、英語対応スタッ
フを配置します。

TOSHIMA Free Wi-Fiアクセスポイント等
整備事業（インバウンド推進事業）

新規 13,420

池袋駅周辺および区内主要観光スポット等8か所に、5か国語に対応するエリアWi-Fi「TOSHIMA Free Wi-Fi」
のアクセスポイントを整備し、来街者が必要なときにインターネットに接続できる環境を整備します。また、
事業者が導入している既存のWi-Fiを「TOSHIMA Free Wi-Fi」に接続可能な環境へと切り替えるための機器設
定変更に要する費用（5000円）を補助します。

観光案内標識整備推進事業 拡充 12,600 東京オリンピック・パラリンピックに向けて急増している外国人来街者を含め、すべての人々が迷うことなく
安心してまちを歩くことができるように、既存の観光案内標識の整備を行います。

インバウンド冊子作成事業 新規 5,940
ロンドンオリンピック開催時のオフィシャルガイドブックにもなり、世界108都市39か国で発行実績のある外
国人目線に即した「タイムアウトマップ」の池袋版（英語）を10万部作成し、空港やホテル等で無料配布しま
す。

海外向け観光PR事業 新規 2,176
海外において、区内の観光資源であるサブカルチャーを中心に、広く区の魅力を発信し、訪日時の訪問先都市
のひとつとして認識してもらうことをめざします。アニメ関連企業と協力して、台湾・タイ・フランスの大規
模なマンガ・アニメイベントへブース出展し、池袋駅東口周辺の観光案内地図「乙女マップ」をパネル展示す
るほか、インバウンド冊子を配布します。

豊島区ホームページ制作 拡充 3,721
「外国人のための生活情報」（資源回収、住民登録、税、国保、子育てなど）の翻訳（英語・中国語・韓国
語）を専門業者に委託し、本区の人口の約1割を占める外国人住民に対し、必要な情報が正確に伝わる環境を
構築します。

広報課

としまビジサポホームページの改修
（起業に特化したページの追加）

拡充 2,410
起業家にとって満足度が最も高い支援策として「インターネット等による起業・経営に関する情報提供」があ
げられています（「中小企業白書2014」）。としまビジサポホームページに起業情報に特化したホームページ
を追加作成し情報発信を行い、「起業家にやさしいまち」をめざします。

起業融資の利子補給の拡充 拡充 1,250
日本の開業率が低い理由として「起業後の生活・収入の不安定」があげられています（「中小企業白書
2014」）。起業融資の利子1.6％（本人負担0.25％、利子補給1.35％）を本人負担0％にし、全額利子補給を行
い、起業家の資金面での負担を軽減します。

女性起業家支援の拡充～サクラーヌｂｉ
ｚ応援プロジェクト～（としまビジネス
サポート経費）

拡充 2,642 　※再掲（5ページ参照）

国際競争力強化推進事業 新規 20,000 池袋エリアのブランディングや外国企業等を呼び込むための戦略の策定及びシティセールスに向けた調査検討
を行い、池袋の国際競争力の強化を推進します。

副都心再生担当課

文化観光課

生活産業課

予算額
（千円）

新規
・

拡充
事業名 担当課事業概要

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

１１事業

8,234万円
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リノベーションまちづくり事業【拡充】 3,115万円

リノベーションまちづくりネクストステージ

リノベーションスクール提案が２か所で実現
昨年3月に開催された第1回リノベーションスクールで提案された2つのリノベ物件が

今月相次いでオープンします。椎名町駅近くの元トンカツ屋「一平」だった店舗兼住宅

を改修し、カフェ＆ゲストハウスに再生した「シーナと一平」と、東池袋のマンション

の空き室を活用し、ものづくり作家のための活動・発信拠点として再生した「日の出

ファクトリー」。地域の中に人が集まる新たな「場」が誕生します。

本年1月21日、空き家等の遊休不動産を活用し、地域の

様々な課題解決につなげる「豊島区リノベーションまちづくり

基本構想」を策定しました。

本構想では、一昨年豊島区が消滅可能性都市に指摘されたこ

とを受け、「子どもがあふれる子育てが楽しいまち」を基本コ

ンセプトに掲げ、民間主導による公民連携を基本スキームとす

るリノベーションまちづくりの手法を活用し、10年後のＨ36

年度に家守会社（民間自立型まちづくり会社）による事業化件

数を200件まで増やすことを目標としています。

リノベーションスクールの継続開催や、

不動産オーナーへの普及啓発に努めるとともに、

28年度には「（仮称）空き家活用条例」を制定し、

新たな支援の仕組みとして、子育て世帯向け住宅や

子育て支援施設などのリノベ事業を対象とする認証

制度を設け、起業融資等を行っていきます。

上：日の出ファクトリー

右：シーナと一平

リノベ
進行中！

＊家守会社とは…「家守」とは江戸時代、不在地主に代わって

長屋を管理する役割を担っていた人です。店子に慕われ、店子

から持ち込まれたありとあらゆる面倒事の相談に乗っていまし

た。江戸の町人によるまちのマネジメントの仕組みである「家

守」を現代に取り入れたものが「家守会社（民間自立型まちづ

くり会社）」です。
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７事業

2億3,277万円

池袋副都心再生推進事業 拡充 12,000

27年7月、池袋駅周辺地域が、土地利用の規制緩和や税制支援などの特別な措置を受けることがで
きる「特定都市再生緊急整備地域」の指定を受けました。このまちづくり制度を活用し、本区がめ
ざす国際アート・カルチャー都市の基盤となる池袋副都心の都市再生を推進します。28年度は「池
袋駅周辺地域まちづくりガイドライン」（仮称）と「基盤整備方針」（仮称）を策定します。

副都心再生担当課

池袋副都心交通戦略の推進 拡充 50,000
人が主役となる池袋副都心の交通環境の実現に向けて、誰もが自由に安心して快適に回遊できる歩
行者空間を創出するため、秋頃に池袋駅東口駅前街区において、歩行者優先街区の実証実験（2週
連続の土日・計4日間を予定）を行います。

池袋駐車場整備計画の策定 新規 20,000
「池袋副都心交通戦略」の目標のひとつである荷さばき対策を推進するため、駐車場の需要と供給
について調査・研究を行い、池袋駐車場整備地区の「駐車場整備計画」を策定し、公共交通機関や
歩行者を中心としたまちづくりに整合する施策を展開していきます。

グリーン大通りエリアマネジメント推進
事業

新規 15,000

池袋駅東口のグリーン大通りにおいて、26・27年に社会実験としてオープンカフェ・マルシェを3
回実施し、まちのイメージアップを行う実施主体であるグリーン大通りエリアマネジネント協議会
を立ち上げました。今後、国家戦略特区（28年3月認定予定）の道路占用事業を活用したイベント
などを実施し、グリーン大通りのにぎわいを演出していきます。

拠点まちづくり

担当課

街路美化事業 拡充 4,300
池袋駅から新庁舎へ続くグリーン大通りは歩行者の交通量が非常に多く、約200本ある高木の落ち
枝等による事故を防ぐため、専門家による定期的な街路樹診断を実施します。また、夏期・冬期剪
定を行い、高木の健全度を高め、「池袋の顔」となる通りとしてふさわしい空間を実現します。

公園緑地課

無電柱化整備事業 新規 100,320
「防災力の向上」「景観の向上」「安全・快適な歩行空間の創出」の実現に向け、既存区道の無電
柱化を実施していきます。28年度は、巣鴨地蔵通りについて予備・詳細設計を行います。また、西
巣鴨橋周辺区道、防災公園周辺区道について詳細設計を行います。

道路整備課

リノベーションまちづくり事業 拡充 31,146 　※再掲（5ページ参照） 住宅課

都市計画課

予算額
（千円）

新規
・

拡充
事業名 担当課事業概要

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）
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災害対策本部の体制強化に自衛隊のノウハウを導入

新庁舎開設に合わせ構築した「総合防災システム」は、災害時に情報の収集・分析から所要の対策の確立・実行そして区民への情報発信

までを一元的に行うシステムです。災害時には、区内51か所に設置された防災カメラにより被災状況をリアルタイムに把握するとともに、

滞留者の発生や人の流れの異常を自動的に感知する世界初の「群集行動解析システム」を駆使し、司令塔となる災害対策本部の意思決定に

役立てます。その災害対策本部が十分に機能する体制を構築するため、本年1月、豊島区は、危機管理監として、防衛省で、東日本大震災に

おいて日本初の原子力災害派遣の現場指揮官を務め、また、陸上自衛隊化学学校長も務めた自衛隊OBを迎え、防災危機管理に関して区長を

補佐する体制を整えました。最高の防災機能を備えた新庁舎に、自衛隊の危機管理に対する組織運用のノウハウを組み入れ、区民の安全・

安心に万全の体制を確立させます。

さらに、災害弱者となりやすい高齢者や障害者に対応する「福祉救援センター」の資器材整備も進めます。

・区ホームページ
・デジタルサイネージ
・ケーブルテレビ
・メール
・SNS など

区民への情報発信

総合防災システム
区内51カ所に
防災カメラ設置

世界初の群集行動
解析システム導入

大規模災害時
専用ページに切替え

・防災カメラ
・テレビ会議
・Web会議
・J-ALERT
・防災行政無線

対策の確立と実行情報の収集・分析

総合防災システムの能力を最大限に発揮しうる危機管理体制の確立と強化

災害対策本部

自衛隊OBを
危機管理監
に採用
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９事業

4,717万円

拡充 3,799
新庁舎開設に合わせ、災害時に情報の収集から管理・発信までを一元的に行う「総合防災システ
ム」を構築しました。新システムでは、区内51か所に防災カメラを配置し、状況をリアルタイムに
把握できます。また、これらの情報を東京都と共有化することで、円滑な情報共有をめざします。

新規 3,614
災害弱者となりやすい高齢者や障害者を対象とする「福祉救援センター」の開設について、区は27
年度に6つの社会福祉法人（計11施設）と協力協定を締結しました。災害時の円滑な運営に必要な
簡易マットや車いすなど必要な資器材を整備していきます。

拡充 10,899 災害時は、区内小中学校等を救援センターとして活用します。これら施設の改修等に合わせ、防災
行政無線の一時撤去ならびに再設置工事等を行います。

拡充 240

災害時において、救急病院の医療活動を効率化するため、救急病院等の近隣に負傷者のトリアージ
及び軽症者の処置を行う「緊急医療救護所」を設置します。27年度は、これらの拠点に必要な医薬
品及び医療資器材等について、負傷者数の想定に基づいた品目・数量を配備しました。28年度は、
区との協定に基づき、災害時に、医師会が迅速に医療救護活動を実施するため、医師会員の安否と
参集の可否を確認するシステムを運営していきます。

新規 1,456
防災物資運搬用車両は、平常時の防災訓練等には使用機材の運搬、災害時には支援活動や救援物資
運搬など様々な場で稼働しています。現在使用中の車両は10年以上経過し、老朽化が進んでいるこ
とから、60か月のリース契約により車両を借り上げます。

新規 17,303 多数の帰宅困難者が発生すると予測される池袋駅周辺の防災機能を維持・向上させるため、豊島区
土地開発公社が27年度に取得した都有地(西池袋1)を取得し、防災倉庫用地として活用します。

新規 2,700 巣鴨北中学校の建替えに伴い、併設されている西巣鴨備蓄倉庫を改築します。完成は31年度の予定
です。

新規 5,648
大地震や大規模停電が発生した場合においても、区職員が豊島区業務継続計画（BCP）における非
常時優先業務を遂行できるよう、飲料水や非常食等を備蓄しています。3,000人分×3日分の備蓄品
を2か年で更新します。

危機管理担当課

拡充 1,512
28年6月に施行予定の改正建築基準法により、防火設備定期検査報告が義務づけられました。防火
戸、防火シャッターなどの防火設備は専門的知識を有する者に検査を行わせることになります。事
業の効率化のため、この検査報告にかかる建築物の予備審査やデータ管理などの業務を委託により
行います。

建築課

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・

拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課

防災危機管理課

総合防災システム関係経費

福祉救援センター配備物資の整備

防災行政無線の設置・撤去
（防災行政無線整備関係経費）

防火設備定期検査報告事業
（違反建築物取締経費）

　　西巣鴨備蓄倉庫整備事業

　　業務継続体制の整備事業
 　　（備蓄品の更新）

　　安否確認システムの運営
　　（災害時医療救護態勢整備関係経費）

　　防災物資運搬用車両（トラック）の確保

　　防災用倉庫整備事業用地取得
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セーフコミュニティ推進事業【拡充】 270万円

地域区民ひろばの全日曜開館【拡充】 968万円 ほか

本区は、WHO（世界保健機関）が推奨する、安全・安心まちづくりの国際認証「セーフコミュニティ」を、24年に都内で初めて取得し

ました。「けがや事故等は、決して偶然の結果ではなく、原因を究明することで予防できる」という考え方のもと、地域のコミュニティや

絆を広げながら、生活の安全と健康の質を高めていくセーフコミュニティ活動を推進し、29年度中の再認証取得をめざします。

繁華街・暴力団対策事業【拡充】 3,028万円 ほか

27年度より、委託警備員による「豊島区繁華街警備隊」が池袋駅東西で客引

き対策を開始、鋭意巡回パトロールを実施し、繁華街の安全・安心を守ってい

ます。28年度は警備員を8名増やし計12名に。大塚駅や巣鴨駅周辺でもパト

ロールを行い、地域と連携して客引き行為撲滅をめざします。

乳幼児から高齢者まで世代を超えた交流ができる「地域区民ひろば」は、全小学校

区にあり（22地区・26施設）、セーフコミュニティの拠点となっています。今後3年

間ですべての日曜日も開館し、平日利用できない子育て世代向けのイベント等を開催

することで、地域活動のきっかけづくりや担い手の育成につなげます。

節分イベント

巡回パトロールの様子

地域が㇐体となって 安全・安心なまちに

地域活動の拠点 区民ひろばは日曜も開館！

客引き撲滅！誰もが安心できる繁華街に
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９事業

8,601万円

拡充 2,696
セーフコミュニティとは、安全・安心まちづくりの国際認証制度です。豊島区は、24年11月に日本
で5番目、東京では初めてこの国際認証を取得しました。認証より5年後(29年度中)の再認証をめざ
し、区民と連携・協働して継続的な取り組みを行っていきます。

セーフコミュニ

ティ推進室

拡充 9,684
地域コミュニティの拠点である「区民ひろば」を新たな世代層に利用してもらうため、3年計画で
すべての日曜日を開館し、子育て世代を中心とした事業を展開します。これに伴い、各区民ひろば
の職員体制等を整備します。

地域区民ひろば課

拡充 16,498 　※再掲(11ページ参照) 指導課

拡充 13,300
27年4月に開始した東京都公立学校防犯設備整備補助事業による補助金を活用し、27年度から4年間
で、全小中学校と幼稚園における防犯カメラの更新を予定しています。不審者等の侵入を抑止し、
子どもたちの安全を確保します。※補助率3分の1（1校上限50万）

拡充 1,189 池袋第三小学校改築に伴い26年度より仮校舎(旧真和中学校)への通学が始まり、西武線踏切の横断
など通学路において危険箇所が増加したことを受け、指導員を追加配置します。

拡充 2,977
不審者侵入などの非常時にボタンを押すと、学校に警察官が駆け付ける「非常通報装置」を更新し
ます。機器導入から10年以上経過しており、メーカー補修用部品の保有期限切れのため、新機種へ
の取り替えを行います。

拡充 2,561
23年度に配備した待機児童等用の食料品や飲料水等の防災備蓄品の保存期限が到来するため、入替
えを行います。また児童及び生徒数の増加に伴って発生した不足分についても、併せて配備しま
す。

拡充 30,275 安心・安全な繁華街を実現するため、27年度に結成された「豊島区繁華街警備隊」の人員を拡充
し、引き続き悪質な客引き等の根絶を図ります。

新規
6,825 警察官OBを防犯警備指導員として雇用し、客引きなどの迷惑行為の取り締まりや、区施設の巡回パ

トロール、高齢者や子供を対象とした被害防止教室の開催などを実施します。

学校防犯カメラ設置事業
　(学校安全安心事業経費）

    通学路安全対策の推進

　　非常通報装置の更新
　　　(学校安全安心事業経費）

学務課

治安対策担当課

    学校防災備蓄品の入れ替え
　　　(学校安全安心事業経費）

    繁華街・暴力団対策事業

    防犯警備指導員関係経費

セーフコミュニティ推進事業

地域区民ひろばの全日曜開館

インターナショナルセーフスクール推進事業

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・

拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課
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５．その他の特色ある事業

①レストランのある「南池袋公園」
４月オープン！

南池袋公園管理運営事業【新規】 2,500万円

担当 公園緑地課

胃がん検診【拡充】1,329万円 歯周病検診事業【拡充】 277万円

担当 地域保健課

旧庁舎彫刻・レリーフ移設【新規】 654万円

担当 文化デザイン課

歯周病検診事業胃がん検診
地元人気店『グリップ
(GRIP)』が参入します！

②旧庁舎のブロンズ像と
正面玄関レリーフを保存へ

50年以上親しまれてきた旧庁舎ロ

ビーのブロンズ像と正面玄関レリーフ

は昭和36年旧庁舎竣工記念として制作

されました。これらは区内在住彫刻家

40余名の合作で、当時話題となりまし

た。旧庁舎解体にともない豊島体育館

に移設し、引き続き区民の皆様に鑑賞

いただけるようにします。

28年4月初旬に、南池袋公園がカフェレストランや防災

備蓄倉庫を整備してリニューアルオープンします。繁華街

にありながら、誰もが快適に過ごすことのできる環境を保

つために常駐員を配置し、芝生や樹木の管理、清掃、施錠

など管理を一体的に行います。27年に実施したプロポーザ

ル審査の結果、民間事業者が飲食店を運営します。

③検診事業の拡充で働きざかりの
世代の健康をサポート

がんになるリスクを発見できる

検査を拡充し、がんによる死亡率

を減少させます。現在、20歳を対

象としているピロリ菌検査を30歳

にも対象にし、40歳を対象として

いるABC検診を50歳にも対象に拡

大し実施します。

歯周病検診の対象年齢に55

歳を追加して、40歳と50～

80歳の間の5歳きざみに定期

的な検診を受けられるようにし

ます。生活習慣病である歯周病

を早期発見し、歯の喪失を予防

します。
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必要な学びの支援

28年7月参議院議員選挙の期日前投票所を西武池袋本店と

東武百貨店内に設置し、利便性を高めることで投票率の向上

をめざします。

期日前投票所の増設

選挙権年齢引き下げにともなうシステム改修

27年の公職選挙法改正に

より、選挙権年齢が18歳以

上に引き下げられました。

このため、選挙人を住民基

本台帳より抽出して選挙人

名簿を作成するMicjet選挙

システムと投票管理システ

ムを改修し、適用させま

す。

区立幼稚園運営事業
（特別支援）

保育を充実させるため、特別支援教

育を中心に担う非常勤職員を1名追

加配置し、それぞれの発達に応じた

個別の指導を行います。 豊島高校で行われた模擬投票の様子(27年度)

東武百貨店(公式ＨＰより)

特別な支援を要する子どもに対する教育の充実【拡充】 1,391万円

担当 学務課

学校施設課

教育センター

区立幼稚園運営事業（特別支援）【拡充】 243万円

担当 学務課

期日前投票所の増設【拡充】 293万円

選挙権年齢引き下げにともなうシステム改修【拡充】 745万円

担当 選挙管理委員会事務局

西武池袋本店

④特別な支援を要する子どもに対する
教育の充実

幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズにきめ細かく対応

するため、特別支援学級の施設及び人的支援に関する充実を図

ります。

①看護師（非常勤職員）を1名配置

②就学相談支援員（臨時職員）を1名配置

③情緒障害通級指導学級及び自閉症・情緒障害固定学級

を設置するための教室環境整備

⑤28年参議院議員選挙に向けて
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＊現時点での計画をイメージとして描いたものであり、今後変更となる可能性があります。


