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「評価結果」について 

「事業の方向性」についての最終評価結果です。 

評価の区分は次のとおりです。 

評価基準

S 拡充 　事業規模を積極的に拡充することが適当なもの（コストの増大も伴うもの）

Ａ 現状維持 　現状規模を維持しつつ、事業を継続することが適当なもの（コストの自然増・減を含む）

  Ａ´
現状維持
（経過観察）

　当面現状規模での事業継続が適当であるが、推移を注視し、状況により見直しを図るべきもの

Ｂ 改善・見直し
　事業内容等の改善、見直しを図ったうえでコストを維持（または減少）することが適当なもの
　または、事業規模を維持しつつ、コストを減少させることが適当なもの

Ｃ 縮小 　事業規模を縮小し、あわせてコストも縮小することが適当なもの

Ｄ 終了 　休止、廃止、完了、統廃合によって事業を終了することが適当なもの

評価区分



課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

企画課 0101-02
女性にやさしいま
ちづくり推進事業

「わたしらしく、暮らせるまち。」として、戦略的、多
角的に取組みを推進するため、公民連携および部
局間連携による施策の展開や強化を図る。また、
区内外への情報発信を強化するなど、プロモー
ション施策を推進させ、女性・子育て世代・働く世
代をはじめとした誰もが自分らしく暮らせるまちとし
てのブランド形成を目指す。

14,523
Ａ'：現状維持
（経過観察）

立ち上げたそれぞれのプロジェクトの取組状況を確認していくとともに、実施回数だけで
なくアンケートなどの意識調査でプロジェクトの実施による成果を把握したうえで、今後
の方向性を検討していく。

企画課 0101-03
豊島区版ＣＣＲＣ
構想事業

秩父市との多世代交流を深めるため、交流事業な
どを実施する。

636 Ｄ：終了

当該施策は持続発展都市の実現にむけた４つの対策の柱の一つである「様々な地域と
の共生」に寄与するものであり、必要性は高い。しかし、短期的な効果より中長期的な効
果を期待する施策でもあるため、現時点での総合的な評価は困難である。秩父市との
生涯活躍のまちづくり構想実現のため、現状を維持すべきと判断する。なお、３０年度よ
り本事業は、「地方との共生推進事業」と事業統合する。

企画課 0101-04
国際競争力強化
推進事業

平成28年度に策定した「池袋ブランディング・シティ
戦略」や平成30年度に策定した「整備計画」を支え
る区内外の企業や各種団体等と検討会等を開催
し、池袋エリアのシティセールスに向けた検討や実
施状況を共有するとともに、シティセールスにつな
がる取組みの促進やPRを行う。

10,979
Ａ'：現状維持
（経過観察）

オリンピックの前年に見直しをする予定のため、その時点で検証を行い、今後の方向性
を検討していく。

企画課 0101-05
セーフコミュニティ
推進事業

平成24年度に認証取得したセーフコミュニティの取
組みを継続し、効果的な外傷予防活動を推進す
る。

9,497 Ａ：現状維持

セーフコミュニティは、連携・協働をキーワードに継続して活動することが求められてい
る。平成30年2月の再認証を通じ、区民ひろばにおけるセーフコミュニティ事業の定着、
セーフスクール活動の広がりなどを通じて区民にこれまで以上に安全・安心まちづくりに
は、引き続きセーフコミュニティは必要なツールである。なお、今後5年間の活動を見据
え、予防対象（ターゲット）や重点課題の再構築、さらなる区民主導の活動検討を行う。

企画課 0101-06
地方との共生推進
事業

本区の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」におい
て、「様々な地方との共生」を主要施策としている。
転入人口の多い豊島区にとって、地方の衰退は何
れ本区に大きな影響を及ぼす可能性がある。その
ため、友好都市等との連携事業を推進する。

324
Ａ'：現状維持
（経過観察）

新規事業であり、現状維持（経過観察）とする。交流の推進という点で施策に直結する
事業であるが、にぎわい創出と地域活性化について、単独自治体での取り組みとして将
来的にどこまでを目標とし、実現するためにどのような事業を展開していくかを示してい
く必要がある。

企画課 0101-13
本活活用が実施
段階にある旧学校
跡地の整備

閉校となった小・中学校の跡地の活用を計画的に
進め、その進捗管理を行う。

1,008 Ａ：現状維持

旧第十中学校跡地については、平成３０年度策定の基本計画に基づき、野外スポーツ
施設の整備に向けて事業を進捗させていく必要がある。また、他の学校跡地について
も、有効活用について継続して検討を進めていく必要がある。したがって、現状の事業
を維持していくものと考える。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

区長室 0104-01
国際アート・カル
チャー都市推進
事業

国際アート・カルチャー都市構想の重要な役割を
担う「都市プロデューサー」「懇話会委員」「特命大
使」の三者の連携を図り、実現戦略の「中間目標」
に向けた更なる推進と、その後の「レガシー」の継
承につなげていく。　さらに、その推進に寄与する
公民連携事業等を支援していく。都市構想の実現
に向けた裾野を広げるべく、区民レベルでの推進
力となる「国際アート・カルチャー特命大使」の更な
る参画を呼び掛けるとともに（学生大使等）、「としま
国際アート・カルチャーフォーラム」の開催を始めと
する都市構想、東アジア文化都市、オリパラ文化プ
ログラムへの深い理解や関心を高める機会を提供
する。

20,350 Ｓ：拡充

文化施策は単年度で成し得るものではなく、複数年度にわたって粘り強くその意義や真
価を広く深く区民等に浸透させる必要がある。これまでの区民とともに創り上げてきた
「文化創造都市」「安全安心創造都市」の足跡を力に、その集大成として打ち立てた今
般の「国際アート・カルチャー都市構想」とそれを具体的に進めていくための「実現戦
略」の実現に向けて、今後も「都市プロデューサー」及び「都市懇話会委員」の知見を賜
りながら、区民と一緒に歩を進めなければならない。また、「特命大使」に対して、文化
的視点を養うことや文化的事業を享受する機会を作り、それを核にして周囲に広めてい
くことが必要である。また30年度より大使が自主的に企画・運営する特命大使自主企画
事業により、大使自らが国際アートカルチャー都市実現に向けた取り組みに、より参画し
ていくこととなり、さらに東アジア文化都市開催への区民参画が最重要となることから、
今後も「特命大使」が果たす役割はさらに大きくなり、全区民の先導役として文化事業を
推進していくこととなる。
真の国際アート・カルチャー都市を実現していくためにも、「特命大使」の輪を広げること
に注力し、関連事業を拡充していく必要がある。

広報課 0105-08
広報掲示板管理
運営経費

区民により多くの情報を提供する手段のひとつとし
て、区の事業を中心としたポスター等の貼付ができ
る広報掲示板を区内全域に設置し、併せてその維
持管理・補修等を行う。

1,799 Ａ：現状維持

■協働事業によるＮＰＯ所有掲示板は、掲示板設置後に板面劣化が著しくなったため
指導を行い、２９年度末までに全基数の板面交換を完了させた。
■区有掲示板についても、板面劣化に伴う定期的な交換が必要であり、そのための維
持管理経費が必要である。
■区有掲示板は、平成２７年度から、掲示物及び板面の経年劣化を低減させる効果が
高いアクリル扉の取付けを行っている。
■29年度までに、比較的軽易な工事で対応できるアルミ製掲示板全93基に、アクリル
扉の取付けを完了した。
■今後も掲示板の維持管理コストの縮減のため、他の区有掲示板へアクリル扉の取付
を進めていく。

広報課 0105-09
豊島区案内図発
行経費

・豊島区を案内する地図を、転入者及び希望者に
配布するため、隔年で作成する。蛇腹３山２つ折り
（Ｂ５サイズ）のもの。
・両面カラーで、バス路線図、池袋駅周辺拡大図、
施設案内等も掲載している。28年度より日本語版
のほか英語版も発行。
・総合窓口課・東西区民事務所・広報課等で配
布。

0 Ｂ：改善・見直し

■これまでは紙ベースだけで発行、配布してきたが、スマートフォン等の媒体を活用し
た新たなサービスの提供が課題。
■前回より日本語・英語の2か国語で発行してきたが、多文化共生の観点から、他の言
語圏の住民等への対応についても課題である。
※隔年発行のため、29年度は案内図を発行していない。

区民相談課 0106-01 区民相談事業

【区民相談】区民相談・外国人相談を行うとともに、
土日開庁に合わせた相談業務体制を継続する。
【専門相談】弁護士による法律相談、人権擁護委
員による人権身の上相談、行政相談委員による行
政相談を実施するとともに、士業団体が行う専門相
談を支援する。

8,490 Ａ：現状維持

新庁舎で新たに開始した専門家合同相談やその他の専門士業の無料相談について
は、各専門士団体と連携を取りながら実施している。また、デジタルサイネージや庁内
放送の活用など、広報活動にも力を入れており、今後も一般相談、専門相談合わせた
相談者数は増加が見込まれる。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

区民相談課 0106-05
コールセンター運
営経費

代表番号を利用したコールセンターを運営し、電
話交換業務だけでなく、定型的な内容については
オペレーターが直接回答する。開設は365日対応
とし、受付時間は午前8時から午後7時までとする。

87,804 Ａ：現状維持

コールセンター事業は基幹業務であるため、事業の終了等の評価は不可能である。
電話の着信件数は年々減少している。これは、各課への直通番号（ダイヤルイン）を利
用するものと、代表番号を利用するものとの“棲み分け”が進んでいるものと考えられる。
例として、税や保険料、資格の有無の確認が必要な問合せ（個人情報を扱う内容）につ
いてはコールセンターで回答することができない。仮にコールセンターで電話を受けて
も転送せざるを得ない。最近では、各所管課が発送する通知や文書等の連絡先も“ダイ
ヤルイン”を記載したものが多く、架電者は直接所管の職員と話すことが可能となってい
る。また、着信件数の減については、FAQ（よくある質問と回答）の閲覧件数が大幅に伸
びていることから、利用者の自己解決による影響も考えられる。一方、、コールセンター
で対応（完了）した「回答件数」は、あくまでも利用者の問い合わせに対応した結果であ
り、電話着信件数や回答件数がそのまま事業運営の効果や効率化の指標とはならな
い。利用者から「電話転送」の依頼が多ければ、当然、回答件数も減ることとなるが、全
体の割合から見ると回答率は向上している。

情報管理課 0107-02
情報化に伴う人材
育成経費

急速に進展する行政の情報化や、高度な情報処
理技術の習得を目指し、職員の能力アップを図る
ための研修計画を作成し、受講の推進を図る。

2,674 Ａ：現状維持

人事ローテーションが早まる中、経験年数によって知識を蓄積していくことが困難な状
況である。急速に進展するＩＴ環境に的確に対応するためには、セキュリティ対策などを
含む職員のＩＴスキルの維持向上が求められる。無償の研修やセミナーも活用しつつ、
それらでは得られない知識や技術を習得していくことは必須である。

情報管理課 0107-03 ＩＣＴ推進事業

電子申請を推進するとともに、情報提供の充実や
ワークスタイルを変革することにより、区民の利便性
向上ならびに行政事務のさらなる効率化を図る。
さらに、各部門が地域情報化を推進できるよう、
ICTの利活用について支援を行う。情報セキュリ
ティの強化により区民の財産ならびに行政情報の
安全性を確保する。

1,399,326 Ａ：現状維持

最新のＩＴの動向をみるとＡＩやＲＰＡなどが注目されている。こうした民間におけるＩＴ化
の進展とそれを受けた国や他自治体等の取り組みに注視しつつ、着実に区の情報化を
推進する必要がある。その主な目的は、ワークスタイル変革のための業務効率化であ
る。
さらに、東アジア文化都市や２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催などを踏まえ、豊
島区のブランド力向上が求められている。このため、TOSHIMAFreeWi-Fiのさらなる展
開やICTを活用した区民サービスの充実を図っていく。併せて、高度化するサイバー攻
撃に対応できるようセキュリティ強化が欠かせない。
これらのことから、これまでどおり事業を継続していく。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

総務課 0201-01
憲法・非核平和・
人権思想周知関
係事業

①憲法　暮らしと憲法の関わりを考える機会を提供
するためパネル展示等を行う。
②非核平和　核兵器廃絶と恒久平和の大切さをＰ
Ｒし、その実現に向けて啓発活動を行う。
③人権　人権擁護委員との協働による街頭啓発活
動やパネル展、人権メッセージ、人権作文コンクー
ル、人権の花活動の実施。

3,725 Ｂ：改善・見直し

実施内容もマンネリ化している印象があり、例年同様の内容である。周年イベント等とは
別に、例年の事業全体の見直しを図り、他のアプローチ方法はないか、訴えかける主体
はないかといった視点で検討すること。

人事課 0202-01
障害者雇用促進
事業

障害者を非常勤職員として雇用し、区の諸機関で
就業体験を積ませる。

2,130
Ａ'：現状維持
（経過観察）

障害福祉課以外にも活躍の場を設けるなど、被雇用者の就労経験を増やす試みを。同
時に受入職場にどのような影響があったかを分析することも必要。

防災危機管
理課

0204-03
帰宅困難者対策
関係事業

池袋駅周辺地域都市再生安全確保計画部会や池
袋駅周辺混乱防止対対策協議会との公民連携に
より、大規模な地震等が発生した場合における帰
宅困難者対策を進める。併せて、帰宅困難者の備
蓄物資を確保し、受け入れ先となる一時滞在施設
等の整備を民間事業者と共に進める。

49,109 Ｂ：改善・見直し
訓練をすること、協定を結ぶことが目的に見えてしまう。それにより何が成果として出るの
か、この部分をしっかりと設定する必要がある。
また、備蓄の管理方法については改善を図る必要がある。

防災危機管
理課

0204-04
地域防災組織育
成運営関係事業

災害時に地域住民が、自発的に初期消火活動や
応急救護活動等実施できるよう、地域防災組織を
育成する。

24,006 Ｂ：改善・見直し

活動指標、成果指標の30年度計画値の設定が29年度の横引きとなっていたり、減って
いたりしているが、その設定は妥当なのか。
執行率は100％でありながら、活動指標は下がっており、成果指標も変化していない中
で見直す時期である。

防災危機管
理課

0204-06
防災訓練関係事
業

防災対策の習熟と防災行動力の向上を図るため、
区、防災関係機関、地域住民が一体となった防災
訓練を実施する。

435 Ｂ：改善・見直し
訓練参加者数が減少している中で、いかに事業目標を達成するのか新たな取組みに
ついて引き続き検討が必要。

防災危機管
理課

0204-09
資器材等備蓄・配
備関連事業

災害時における食料や飲料水などの備蓄品を配
備する。
火災発生時に使用する街頭消火器の設置、補修
を行う。

28,747 Ｂ：改善・見直し 備蓄の管理方法については改善を図る必要がある。

防災危機管
理課

0204-11
防災行政無線設
備整備関係事業

災害時における区民等への情報提供、関係機関と
の情報連絡体制確立のため、同報系防災行政無
線のデジタル化、移動系無線の検証を進めてい
く。

101,793 Ｂ：改善・見直し
無線の改善は喫緊の課題。調査により原因追究に努め、早急に課題可決を。
また、新規拡充事業査定の際に話の合った原因究明に関する対策委員会を開催する
こと。

防災危機管
理課

0204-12
災害医療救護態
勢整備事業

大規模な事故や非常災害時に迅速な医療活動が
できるよう、医療資器材等の備蓄を行う。

5,793 Ｂ：改善・見直し
訓練をすることにより、何を成果とするのか、きちんと検討し設定すること。
また、備蓄の管理方法については改善を図る必要がある。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

防災危機管
理課

0204-13
地域安全対策事
業（安全安心防犯
パトロール）

○年１回、区内３警察署との共催による地域安全運
動豊島区民大会の開催（内外部看板、スローガ
ン、式次第看板等）
○年１回、生活安全協議会並びに年複数回開催さ
れる繁華街対策委員会開催（案内状・資料郵送料
等）
○環境浄化団体・町会と継続的かつ定期的なパト
ロール実施のためのパトロール支援資材（停止灯、
ベスト、腕章等）購入費用の負担並びに重要施策
補助金の交付

8,928 Ａ：現状維持 防犯協会への補助金については所管課として使途等を適切に把握すること。

防災危機管
理課

0204-14
地域安全対策事
業（地域防犯力向
上設備助成事業）

マンション等の共同住宅の居住者と町会との連携
を通して地域の自主防犯活動を活性化することを
目的として、補助金の交付を実施する。
区内のマンション・商店街等を対象として、防犯カメ
ラ・防犯灯・防犯アラーム等の設備補助整備事業
で、継続的に補助を実施することにより、防犯気運
の醸成及び地域の主体的な取組みによる防犯環
境整備を推進する。

2,512 Ｃ：縮小
町会等に対して、都の補助金を使って防犯カメラの設置を促している。都から補助金の
出ないこちらの事業は縮小し、町会等への事業に集中していくことも検討すること。

防災危機管
理課

0204-15
地域安全対策事
業（青色パトロー
ル車の運用）

警備員による青色防犯パトロールカーを使用して、
区立保育園、小学校、中学校をはじめとした区施
設を巡回パトロールの実施。
普段のパトロールに限らず、振り込め詐欺予兆電
話集中エリアや不審者情報等が突発的に入ったエ
リアについては、情報入り次第、リアルタイムに青パ
トを転進させ、機動性を活かした運用を実施してい
る。
区主催行事や警察行事、各種防犯キャンペーン、
環境浄化パトロール等にも従事している。
26年度より、豊島清掃事務所事業である『資源持
ち去りパトロール』と統合実施している。

25,753 Ｂ：改善・見直し

成果指標は右肩下がりであるが、設定された指標は区全体の犯罪抑止の指標であり、
ここから青パトの成果を見出すことは難しい。
青パトの成果を見出せる指標の設定と活動内容の報告、周知等を行うこと。
あわせて、新宿や渋谷など他区の状況を研究し、有効性、効率性の観点から事業の見
直しを行うこと。
その際は、警察との棲み分けを考慮し、豊島区で行う意義を再検討すること。

防災危機管
理課

0204-16
地域安全対策事
業（繁華街・暴力
団対策事業）

○豊島区暴力団排除条例や豊島区客引き行為等
の防止に関する条例等について普及啓発活動を
実施。
○客引き対策は、警備員による巡回活動及び客引
き行為等の注意喚起や指導等を行い、繁華街に
おける体感治安を向上させる取組みを行っている。
○環境浄化パトロールの定期的な実施。（池袋西
地区、池袋駅西口、池袋東地区、巣鴨向原地域安
全センター協議会、巣鴨地区、大塚駅前）
　パトロール活動に必要な防犯用品購入費用の支
援、ボランティア保険加入料負担。
○警察と協働した暴力団追放決起大会（年１回）関
連費用の負担。（会場費、業務委託料等）

59,918 Ｂ：改善・見直し

当該事業は客引き防止が一つのメイン目的である。刑法犯認知件数が成果指標という
のは疑問である。
客引きが減少しているか、客引きによる被害が減少しているのか調査のうえ、今後の事
業展開を検討すること。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

防災危機管
理課

0204-17
地域における見守
り活動支援事業

区が選定する安全・安心まちづくり推進地区にお
いて、当該地域内に所在する地域団体が連携・単
独にて防犯設備を整備し、当該地域の公共空間に
おける防犯のための見守り活動の推進を図るため
の補助金を交付し、もって安全で安心なまちづくり
の実現を図る。
なお、本事業は東京都から地域における見守り活
動支援事業補助金の交付を得ている。

23,326
Ａ'：現状維持
（経過観察）

どこに防犯カメラが設置されているか、重複している個所はないか、きちんとマップの形
で整理し、更新を続けること。
また、町会設置率100％達成後の事業のあり方についても検討を始めること。

施設整備課 0206-01
適切・適法な施設
維持

施設整備課執行受任工事を精査しながら、着実に
実施する。
また、設備点検の実施を徹底し、適正に建物を維
持保全する。

0 Ａ：現状維持
毎年度、施設所管課や政策経営部と調整しながら作成している「施設改修工程表」等
に基づき、施設修繕等を実施することにより、適切・適法な状態に施設を維持している。

施設整備課 0206-02
計画的な施設建
設等

　各年度の「施設改修工程表」を作成し、各施設・
財政課の予算編成を支援するとともに、区有施設
の計画的な保全改修を行う。

0 Ａ：現状維持
施設情報システムに改修（工事）履歴や図面などをデータベース化として管理し、長・中
期計画に基づく客観的な保全・営繕計画を策定し、適切かつ効果的な保全改修を進め
ている。

施設整備課 0206-03
施設情報システム
の整備

　平成２７年度に施設情報が稼働し基本的な情報
を入力、引き続き、工事履歴や部位情報等の調
査・入力を行い電子データ化する。

0 Ａ：現状維持
施設情報システムが稼働し基本的な情報は入力したが、引き続き、直近の工事履歴
データの入力を行うとともに、工事によって変更される設備部位情報を、公会計、公有
財産台帳及び固定資産台帳に反映させるためのデータ整備をすすめている。

男女平等推
進センター

0208-01
男女共同参画啓
発事業

男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発のた
めに、男女平等推進センター主催の講座、講演
会、映画の上映を行う。また、登録団体中心に様々
なテーマで共催事業やエポック10フェスタを実施し
たり、登録団体同士の交流会を開催することで、区
民と共に啓発を推進する。その他、職員向けに、男
女共同参画研修を実施する。
また、区民と共に男女共同参画社会実現を目的と
する啓発誌を発行する。

1,741 Ａ：現状維持

多くの方に集まってもらう企画を実施し、男女共同参画を意識する機会を提供するほ
か、より具体的なテーマを設定し、個別の課題への対応を登録団体と共催で実施する
などの取り組みを行い、意識啓発に努めている。引き続き、本事業の実施により男女共
同参画社会の実現に取り組むことが必要である。

男女平等推
進センター

0208-07
ワーク・ライフ・バラ
ンス推進事業

ＷＬＢネットワークミーティングにより、企業のワー
ク・ライフ・バランス推進の阻害要因を取り除く講演
を行い、同時に社会保険労務士による相談会を開
催し、ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定数増
加に繋げていく。また、区民向けにフォーラムを開
催するとともに、「イクメン・カジダン・イクジイ」写真
展を開催し、ワーク・ライフ・バランスに対する理解
を促進する。

404 Ｂ：改善・見直し
ＷＬＢの普及には、企業の理解が不可欠である。そこで働く人たちの意識を変えるため
には企業のトップがＷＬＢに積極的に取り組まなくてはいけない。認定企業数や、事業
への参加者数の鈍化が顕著なことから、アプローチの仕方を変える必要がある。

男女平等推
進センター

0208-08
女性に関わる相談
事業

相談窓口を開設し、相談員による一般相談（電話・
面談）及び弁護士・臨床心理士による専門相談（予
約制・面談）を実施する。また、専門相談員による
講座を開催する。

1,016 Ｂ：改善・見直し

相談対応件数ではなく、解決につなげた件数など、効果測定できる指標を設定するこ
と。
開設日数等は物理的な制約から増やせないと推測されるので、相談対応の質の部分
の向上に取り組むこと。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

男女平等推
進センター

0208-09
ＤＶ及びデートＤ
Ｖ防止対策事業

①相談員によるDV相談及びカウンセラーによるDV
専門相談を実施するとともに、相談窓口を周知す
る。
②若年層で恋人間のDVが増えていることから、
デートDV予防対策の啓発に取組む。
③配偶者等による暴力に関わる問題について、関
係機関との連携を確保する。

944 Ａ：現状維持
自ら相談には来ない潜在的なケースをいかにして相談につなげていくか、引き続き効果
的な事業実施を目指すこと。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

区民活動推
進課

0401-01
区政連絡会運営
事業

区内１２地区で月１回、町会・自治会代表の区政連
絡委員び常任相談役（地区の区議会議員）で構成
される連絡会を開催する。
（※区民活動推進課は１２地区のうち５地区を担
当）

11,832 Ａ：現状維持
区政連絡会は、地域住民に対し、区政の様々な情報を提供し、区政への理解や協力を
求める場であるとともに、区においても地域の意見要望を的確に把握する重要な機会と
なっており、施策に対する貢献度は高いと判断できるため

区民活動推
進課

0401-02
協働推進プロジェ
クト事業

区民活動支援講座や地域活動団体連携を目的と
したイベント等の地域貢献活動への支援を通じて、
区民活動の活性化を図る。

632 Ｃ：縮小
執行率が低く、講座参加人数も減少を続けている。NPO法人が区が実施する講座をど
れくらい求めているのかを分析し、事業継続の必要性も含めて検討していく。

区民活動推
進課

0401-03
町会連合会事業
補助経費

豊島区町会連合会が実施する事業等に対し、補助
金を支出する。

648 Ａ：現状維持

町会連合会は、区内129の全町会・自治会が加入しており、区との間で協定を締結し、
協働のパートナーとして区政を推進する上で重要な団体である。本団体の活動に対し、
適切な補助を実施することにより、町会が実施する様々な自主事業の充実・強化が図ら
れている。

区民活動推
進課

0401-04
町会活動活性化
支援事業経費

町会所有掲示板の設置や改築等の助成、町会用
印刷機の設置、町会加入促進リーフレットの作成
等、町会・自治会が行う加入促進や広報の取り組
みを支援する。また、町会の課題解決に向けた検
討を行うため、町会長等により構成される検討会を
設置する。

3,135 Ｂ：改善・見直し

昨年度からの改善検討により作成した事前協議マニュアルの効果をみる。町会加入率
低下が問題視されてから減少傾向は変わらない状況であるが、短期間で効果が表れる
性質のものではないので、引き続き、様々な支援策を検討・実施しながら、粘り強く取り
組んでいく必要がある。

区民活動推
進課

0401-05
区政協力活動事
業経費

町会連合会と締結した「区政協力活動の協働に関
する協定書」に基づき、町会・自治会が行う区政協
力活動（区政情報の周知活動、リサイクル・清掃活
動、地域コミュニティづくり事業）に対し、負担金を
交付する。

17,242 Ａ：現状維持
本事業は、リサイクル・清掃活動、防災活動、区政情報の周知等、各町会の行う公共的
活動に対し支援するものであり、これらの各町会の取り組みは、安全で安心な住みよい
まちづくりの実現に寄与しており、非常に有効である。

区民活動推
進課

0401-08
区民集会室管理
運営事業

区民の地域活動及び文化活動の拠点となる区民
集会室を管理し、運営する。

107,596 Ｂ：改善・見直し
利用率とアンケート調査の結果を分析し、改善点等を検証したうえで目標とする利用率
を定め、適正な区民集会室の数や区民集会室のあり方についても整理していく。

区民活動推
進課

0401-09
地域活動交流セ
ンター管理運営

ＮＰＯ等自主的な地域活動団体の活動を促進する
ために、その拠点となる地域活動交流センターを
設置し、活動を支援する。

9,605
Ａ'：現状維持
（経過観察）

ＩＫＥ－Ｂｉｚ内に移転したばかりであり、経過観察とする。セミナーの数・内容・参加者数
の状況を見て、今後の事業構成等を検討していく。

区民活動推
進課

0401-10
ふるさと千川館管
理運営事業

地域コミュニティの醸成及び青少年育成を目的とし
た、旧千川小体育館の改修施設である「ふるさと千
川館」を管理・運営する。

9,120 Ｂ：改善・見直し
区民ひろばや地域活動交流センターなどの類似した施設がある中、ふるさと千川館の
独自の機能として目指すものを改めて検証するとともに、事業実施方法を検討してい
く。

区民活動推
進課

0401-11
南池袋斎場管理
運営経費

区立南池袋斎場の管理・運営 19,030 Ｂ：改善・見直し
利用率向上のため、利用者サービス向上だけでなく、周知に関する対応を具体的に検
討する必要がある。他に民営斎場がある中で、公営斎場が選ばれるためにはどうするべ
きかという視点も含めて検討していく。

地域区民ひ
ろば課

0402-01
地域区民ひろば
自主運営推進事
業

自主運営を推進するために、運営協議会を立ち上
げ、組織強化を図るためにNPO法人設立に向けた
セミナーや自主運営勉強会を実施する。

188,514 Ａ：現状維持
区民ひろばの自主運営は、目標に向かって着実に進んでいる。今後も先行実施法人の
協力を得ながら、自主運営の実施を丁寧に支援していく必要がある。また、先行実施法
人で出されている課題を整理し、安定した自主運営の実施につなげていく必要がある。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

地域区民ひ
ろば課

0402-02
地域区民ひろば
の推進

小学校の通学区域を基礎単位として、ことぶきの家
や児童館、区民集会室などの地域施設を再編した
地域区民ひろばは、乳幼児から高齢者までの世代
を越えた交流の場として、地域の特性を活かしたさ
まざまな事業やイベントを企画、実施していく。ま
た、自主的な管理運営を目指し、地域社会の多様
な主体による「運営協議会」を支援する。さらに、
セーフコミュニティの拠点及び地域防災計画に基
づく発災時の補助救援センターとしても住民主体
による取組みを進めていく。平成28年度より3年計
画で全ての日曜日を開館し、子育て世代や多世代
間の交流事業を実施する。

431,715 Ａ：現状維持

全日曜開館の実施により、平日利用ができなかった層の利用増加につながった。３年
計画による全日曜開館について着実に実施するとともに、既に日曜開館を実施している
区民ひろばの状況を分析し、地域コミュニティの拠点として有効な事業を展開していく。
施設の改築や大規模改修については、老朽化の状況を把握し、地域の要望を聞きなが
ら、施設改修計画に基づき実施していく。

総合窓口課 0403-02
発券・呼出システ
ム保守経費

　庁舎３階４階フロアの窓口発券・呼出システムの
統合管理及び関連機器の保守委託

3,235 Ａ：現状維持
平日は約1,000人の来庁者がある中で、来庁者の待ち時間や負担感軽減に大きく寄与
しているシステムであり、確実な保守の実施により、3・4階のフロアの窓口の混乱を防止
していく必要がある。

総合窓口課 0403-03
外国人住民に係
る通訳等業務経
費

外国人住民事務に伴う英語、中国語の通訳ならび
に事務補助業務

5,353 Ｂ：改善・見直し
外国人の来庁者は増加しており、使用言語も多様化している状況である。今後もこの傾
向は続くと見込まれることから、外国人に対する最も効果的な対応方法を検討していく
必要がある。

総合窓口課 0403-05

コンビニ交付事業
経費（平成２８年
度：コンビニ交付
事業経費）

　平成２８年４月１日より大手４社のコンビニエンスス
トアで、平成２９年３月１日から６社のコンビニエンス
ストアで住民票の写し、印鑑証明書、税証明書の
交付が可能となるための経費。

15,777 Ａ：現状維持
平成30年12月末に自動交付機が稼働終了となることから、ニーズは確実に高まってい
く。

税務課 0404-01
区税賦課事務経
費

給与支払報告書・住民税申告書及び確定申告書
等の課税資料に基づき当初課税処理を行う、また
随時未申告者に対する申告勧奨や、被扶養者の
所得状況調査を行う等適正かつ公平な賦課・徴収
を実施する。
一方平成28年度からは課税業務を一部委託化、
平成29年度からは当初課税業務を一部委託化す
ることにより事務の効率化を図った。

190,470 Ａ：現状維持
現在委託している業務の総括と、今後さらに委託可能な業務を分析したうえで、今後の
委託の拡充について検討していく。

税務課 0404-06
外国語対応相談
員による納付案内
経費

年々増加する中国人滞納者に対して、中国には存
在しない住民税（区民税・都民税）について適正に
説明することで、期限内納税の推進、滞納処分の
早期着手、処分後のコミュニケーションなどに活か
す。

3,663 Ｂ：改善・見直し

滞納者に対する対応を円滑で確実に実施するためにも必要な事業である。中国人の課
税者の増加に応じて、滞納者も一定数増加することはあると思われるが、収納効果額は
前年度と比較すると減少している。架電件数も前年度から大きく減少していることから、
原因を分析して効果的・効率的な対応を検討していく。また、中国人以外の外国籍の人
に対する対応についても分析し、対応方法を検討していく必要がある。

税務課 0404-09
クレジット収納事
務経費

納税者は、ＰＣまたは携帯電話を用いてクレジット
収納専用ページにアクセスし、納付書情報および
クレジットカード情報を入力して納付手続きをする。

80 Ｂ：改善・見直し
現状のクレジット収納の実施方法として、周知や納付手続きにおいて改善の余地があ
る。収納チャネルの多様化は、納税者の利便性の観点からも重要であることから、納税
者にとって利用しやすい仕組みの構築を検討していく必要がある。
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税務課 0404-10
モバイルレジ収納
事務経費

住民税（普通徴収）及び軽自動車税をモバイルレ
ジで収納する。

298 Ａ：現状維持

地方税などの公金収納は、納付書等の書面による収納が大半を占めているため、納税
者、地方公共団体及び金融機関において、納付や事務負担が大きいといった課題があ
る。本事業は、場所や時間を選ばずに24時間払いたいと思った時に支払うことができる
ため、多様化する納税者のライフスタイルに対応するなど、こうした課題を解決する有効
な手段の一つである。28年度は538件22,925千円、29年度は611件25,289千円と利用
件数及び額とも増加している。本事業は区民の利便性を高め、かつ収納率の向上に資
する上で、必要不可欠なサービスである。

国民健康保
険課

0405-04
国保課窓口業務
委託

国民健康保険事業における国民健康保険課窓口
業務委託に関わる事務経費

53,802
Ａ'：現状維持
（経過観察）

異動等により従事者が変わった際に業務に支障が出ないように、事業者に対して研修
や体制の強化を求めるとともに、研修等の実施状況を把握するなどの確認をすること
で、実効性を高めていく必要がある。

国民健康保
険課

0405-06
国保事業の趣旨
普及等

①国民健康保険加入者に制度等を周知するため
に「国保だより」「国保のしおり」等を発行。
②被保険者の健康増進のための保養施設（日帰り
温浴施設）の割引券を発行。
③年1回開催する「健康展」開催経費。

4,287 Ｂ：改善・見直し

健康展については、障害福祉課との連携など開催方法・周知方法について最も効率的
な方法を検討するとともに、国民健康保険課で実施していく必要性についても見直して
いく。また、紙媒体による普及啓発については、その効果がどれくらいあるのかについて
みた上で、費用対効果の高い方法を検討していく。

高齢者医療
年金課

0406-01 保険料徴収経費

①口座振替の加入の促進
②納付案内センター及び職員による電話催告の強
化
③委託業者及び職員による臨戸訪問催告の強化

14,622
Ａ'：現状維持
（経過観察）

現在の収納率は高い水準を維持していることから現状維持とする。今後の団塊世代に
よる影響から4～5年後に被保険者が増加することが想定されるため、最も効率的な方
法を検討し、対象者が増えた際に経費が大きく増えることがないよう準備していく必要が
ある。

高齢者医療
年金課

0406-02
後期高齢者医療
保険料のコンビニ
収納業務経費

納付書送付時に同封する案内文、広報としま、
ホームページ等による納付方法の周知。

1,535
Ａ'：現状維持
（経過観察）

口座振替と合わせて収納率向上につながる効果的な収納チャネルであり、現状維持と
する。全体の収納金額の割合では口座振替が75％を占めている状況であり、今後、他
の収納チャネルが大幅に増加することがあるかは分からないが、引き続き最も効果的・
効率的な納付方法を提供していく。

東部区民事
務所

0407-01
区政連絡会運営
事業

東部区民事務所管内の第一地区、第十地区、第
十二地区の３４町会の区政連絡委員により、地区ご
とに区政連絡会を定期的に開催し、区からの情報
提供や情報発信、町会からの意見要望を聞くなど
により、地域活動への支援を積極的に行うとともに
地域コミュニティのより一層の活性化を推進する。

4,125 Ａ：現状維持
区と地域が情報の共有を図りつつ、相互理解と協力体制を確保しながら地域課題の解
決と地域コミュニティの活性化を推進するうえで重要な役割を果たしている。

東部区民事
務所

0407-02
集会室管理運営
事業

町会・自治会やＮＰＯ法人、自主活動団体など、地
域の様々な団体との交流・連携の拠点を整備し、
地域団体活動の支援を充実する。

4,029 Ｂ：改善・見直し
利用率とアンケート調査の結果を分析し、改善点等を検証したうえで目標とする利用率
を定め、適正な区民集会室の数や区民集会室のあり方についても整理していく。

西部区民事
務所

0408-01
区政連絡会運営
経費

西部区民事務所管内の第６地区から第９地区の２８
町会より、各地区ごとに区政連絡会委員を選任し、
毎月１回定期的(内、全１２地区合同は１回・西部地
区合同は２回)に区からの情報発信及び町会から
の意見・要望を聞く。

3,464 Ａ：現状維持

区政連絡会制度は、ほぼ毎月、旧出張所単位で開催している豊島区独自の制度であ
り、行政情報を所管の管理職が各区政連絡会へ赴き、町会・自治会等へ直接説明、周
知するとともに、区政や区事業に対する意見、要望の集約、質問への回答などを行うほ
か、関係機関に関わる相談に耳を傾け、問題、課題を解決していく調整役として積極的
に対応している。区と地域が情報を共有し、相互理解と協力体制のもとに地域コミュニ
ティ活性化を推進していくうえで重要な役割を果たしている。

西部区民事
務所

0408-02
区民集会室管理
運営事業

区民集会室の維持管理及び貸出 2,580 Ｂ：改善・見直し
利用率とアンケート調査の結果を分析し、改善点等を検証したうえで目標とする利用率
を定め、適正な区民集会室の数や区民集会室のあり方についても整理していく。
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生活産業課 0501-01
中小商工融資事
業

区内金融機関との連携により、運転（長期・中期・
短期）、設備（長期・中期）、小企業、起業の７資金
について、融資あっせんをしている。運転中期、小
企業、企業資金については利子補給を、運転・設
備資金については保証料補助を行う。
平成28年度より、企業資金についても、東京都の
制度と連携し保証料補助を実施している。

121,671 Ｂ：改善・見直し
日本政策金融公庫の新創業融資制度への利子補給の上限額の設定については、定
期的に変更できるように制度の変更を検討すること。

生活産業課 0501-02
としまものづくりメッ
セ事業

①産業見本市「としまものづくりメッセ」を開催し、区
内企業の優れた商品や高い技術を区内外に広く
発信する。
②区内小学生を対象に工場見学バスツアーを開
催する。

25,777 Ｂ：改善・見直し
出展企業数の減少に鑑みると、規模の縮小や会場の変更など、事業のあり方を検討す
る必要がある。

生活産業課 0501-05
商工政策審議会
関係経費

豊島区商工振興条例に規定されている「商工政策
審議会」を開催し、豊島区産業振興指針の策定・
推進及び商工政策に関することを審議する。

12,957 Ａ：現状維持
豊島区商工振興条例に規定されている審議会であり、区の産業振興施策を審議する重
要な会議である。
施策への貢献度が高いため、現状の水準を維持させる。

生活産業課 0501-06
としまビジネスサ
ポート事業（相談
事業）

事業者の多様化する課題にワンストップで相談が
受けられるよう、実務的な融資相談を行う金融相談
員をはじめ、地域金融機関や団体等と連携して、と
しまビジネスサポートセンターの相談機能の充実を
図る。

15,324
Ａ'：現状維持
（経過観察）

現状としては、経費の拡充を行うのではなく、現状の中でとしまビジサポの認知度向上
の工夫を図ることが先決。

生活産業課 0501-07
中小企業支援経
費

①東京都中小企業振興公社と連携し、中小企業
者の経営課題を解決するため、適切な助言を行え
る専門家を派遣する費用の一部を補助する。
②事業者の販路拡大を支援するため、宣伝・広報
に係る費用の一部を補助する。

7,302
Ａ'：現状維持
（経過観察）

30年度に予算を拡充している見本市等出展支援補助及びホームページ作成支援補助
の効果の検証を行うこと。

生活産業課 0501-08
としまビジネスサ
ポート事業（女性
起業家支援）

①「女性のための起業塾」の開催による、起業に関
するスキル・ノウハウ習得支援
②「大規模交流会」「小規模交流会」の開催によ
る、女性起業家ネットワークの構築支援
③「女性起業相談員」の配置による、相談しやすい
環境の整備

2,089 Ａ：現状維持

働き方の一つとして「起業」が位置づけられ、国をあげて起業しやすい環境づくりが進ん
でいる。女性活躍を推進する豊島区において、女性が起業しやすい環境をつくることが
益々求められている。本年度は、新規・拡充事業である「創業支援施設開設補助事業」
及び女性起業家ネットワーク構築に取り組む。

生活産業課 0501-09
としまスタートアッ
プオフィス事業

区内で起業する方のスタートアップを支援するため
のインキュベーション施設（シェアードデスク）の管
理運営。施設入居者、としまビジネスサポートセン
ター利用者、サクラーヌbiz参加者などの合同交流
会を開催し、ネットワークづくりの支援。

6,140 Ａ：現状維持 平成30年度に定員を拡充した体制を維持しながら、事業運営を行うこと。

生活産業課 0501-10
としまビジネスサ
ポート事業経費
（セミナー事業）

としまビジネスサポートセンター協定団体と連携し、
セミナー・勉強会を開催する。

1,101 Ｂ：改善・見直し

各団体も独自のセミナーを随時開催している状況である。現在では、各金融機関にお
いても、「事業承継」を大きな課題ととらえ、事業者向けにセミナー等を開催している。本
年度は、自治体で行うべきセミナー内容や対象者の精査を行うとともに、今後は、各団
体が実施するセミナーの広報、後援という形への見直しも検討し、事業の効率化を図
る。

生活産業課 0501-11
就業支援事業経
費

ハローワーク池袋や東京しごと財団、関係団体、庁
内関係部署等と連携し、就職面接会やセミナーを
開催するとともに、適切な相談窓口を案内する。

18,291 Ｂ：改善・見直し

区が行う理由・目的を改めて精査し、その目的に応じたターゲットの設定と区の強みを
生かした事業となるように改善すること。
また、区内の福祉部門との連携を強化し、様々な希望を持つ区内事業者と就職希望者
のミスマッチを解消すること。
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生活産業課 0501-15
生活産業プラザ管
理運営経費

貸室利用者には、利用の都度アンケートを実施し、
寄せられた意見等に対する区の対応・改善状況を
公表する。

84,265 Ｄ：終了
新区民センターの維持管理経費において、区の負担が低廉となるよう、絶えず歳入の
確保策の検討を行うこと。

生活産業課 0501-18
商店街施設整備
事業支援経費

豊島区商店街振興事業費補助金交付要綱に基づ
き、商店街等が実施した街路灯やアーチの改修等
の施設整備事業に対し、当該事業に要した経費の
一部を補助する。

10,464 Ａ：現状維持

商店街活性化と安全・安心のまちづくりのために、商店街施設整備事業は重要な施策
である。
今後も消費者が安心して快適に商店街を利用できるよう、事業を維持する必要がある。
また、平成28年度より3ヶ年計画で街路灯点検を実施しており、結果を踏まえた街路灯
改修が増えていくと思われる。

生活産業課 0501-19
商店街販売促進
事業支援経費

豊島区商店街振興事業費補助金交付要綱に基づ
き、商店街等が実施したホームページや商店街
マップ作成などの販売促進事業に対し、当該事業
に要した経費の一部を補助する。

4,197 Ａ：現状維持
商店街活性化と消費者の利便性向上のために、商店街販売促進事業は重要な施策で
ある。
今後も快適な魅力ある商店街づくりを推進できるよう、事業を維持する。

生活産業課 0501-20
商店街イベント事
業支援経費

豊島区商店街振興事業費補助金交付要綱に基づ
き、商店街等が実施したイベント事業に対し、当該
事業に要した経費の一部を補助する。

46,976 Ａ：現状維持
商店街活性化と消費者の利便性向上のために、商店街イベント事業は重要な施策であ
る。
今後も地域住民の交流と地域経済の活性化が進むよう、事業を維持する。

生活産業課 0501-23
商店街振興助成
事業経費

豊島区商店街連合会等の振興事業費補助金交付
要綱に基づき、豊島区商店街連合会や豊島区商
店街振興組合連合会が実施する各種商店街振興
事業に対し、当該事業に要した経費の一部を補助
する。また、豊島区商店街活性化イベント事業費分
担金交付要綱に基づき、商店街活性化イベントに
分担金を交付する。他に、商店街振興事業に要す
る経費を支出する。

34,881 Ａ：現状維持
商店街活性化を図るために、商店街連合会等の活動は有効であり重要な施策である。
今後も区内産業及び商店街発展のため、事業を継続する。

生活産業課 0501-24
消費生活相談事
業

区内在住・在勤・在学の消費者を対象に、消費者
被害の未然防止や被害救済を図るため、消費生
活・消費契約に関する相談（苦情、問合せ、要望）
に対し消費生活相談員が対応し、助言、情報提
供、あっせん等を行い、問題の解決を目指す。ま
た、ヤミ金・サラ金等の高金利、取立て等に苦しむ
多重債務者の救済を図ることを目的に、「としまヤミ
金融クレサラ被害対策弁護士ネットワーク」所属弁
護士と連携し、整理債務などの法的解決を目指
す。

27,861 Ａ：現状維持

相談件数は減少傾向にあるものの、振り込め詐欺など悪質商法による被害は後を絶た
ない。また、区で進めている自殺対策計画推進会議においても多重債務問題で当該相
談が取り上げられるなど、注目度は高い。そのため、今後もあらゆる機会を通して消費
生活相談、ヤミ金・サラ金等特別相談の存在を周知し、一人でも多くの区民を悪質商法
や多重債務の被害から救済するために相談業務を維持・継続していく。

生活産業課 0501-25 消費者教育事業

区内在住、在勤、在学の消費者を対象に、安全で
安心した消費生活を営むことができるよう、日常生
活を取り巻く消費者問題を幅広く学び、消費者トラ
ブルを未然に回避できる自立した消費者を育成す
る目的で消費生活講座、出前講座等を開催する。

706 Ａ：現状維持

自立した消費者を育てるために、消費者教育を推進していくことは、消費者行政におけ
る大きな柱の一つである。平成28年度より消費生活啓発員が啓発・教育事業に取り組
み始め、平成29年度からは子どもスキップにおける出前講座を開始するなど、平成29年
度は参加者数が大幅に伸びた。本年度は昨年度ほどの伸びは期待できないまでも、周
知方法や内容を見直しながら、事業を維持・継続していく。

生活産業課 0501-26
消費者被害防止
啓発事業

悪質商法等による消費者被害を未然に防止するこ
とを目的に、防災無線を活用した街頭放送等によ
る注意喚起、各種イベントや出張講座等での啓発
用パンフレット等の配布や情報提供を実施する。

406 Ａ：現状維持

自立した消費者を育てるために、啓発事業を推進していくことは、消費者行政における
大きな柱の一つである。平成28年度より消費生活啓発員が啓発・教育事業に取り組み
始め、平成29年度からは子どもスキップにおける出前講座を開始するなど、平成29年度
は参加者数が大幅に伸びた。本年度は昨年度ほどの伸びは期待できないまでも、周知
方法や内容を見直しながら、事業を維持・継続していく。
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生活産業課 0501-29 消費生活展事業

消費生活に関する身近な問題について、区内の消
費者団体・個人会員が日ごろ学習・研究及び実践
してきた成果を展示・発表する。また、合わせて期
間内に行う各種イベントを通して区民が消費者問
題に対して関心を高めるとともに、悪質商法などの
消費生活上のトラブルを回避できる自立した消費
者となるための意識啓発を図る。

292 Ａ：現状維持
区内消費者団体・個人会員のこの1年間の活動・学習の唯一の発表の場であるととも
に、各消費者団体相互及び参加者（消費者）との大切な意見交換・交流の場でもある。

生活産業課 0501-31
としま南池袋ミー
ティングルーム管
理運営経費

区民センターの閉館に伴う、代替施設として、民間
ビルのワンフロアを借り上げて平成28年9月１2日開
設した。
利用率や利用件数もまだ余裕があるため、施設の
広報活動を強化し、利用の促進を図る。

41,000 Ｄ：終了
区民センター改築工事期間中の暫定施設であり、31年度10月に廃止が予定されている
ため。

文化デザイ
ン課

0502-01
としまアートステー
ション構想

東京都の外郭団体、一般社団法人、区の三者が
協定を結び、区民、アーティスト、NPO、学生など
多様な人々が、区内各地域で自主的・自発的に地
域資源を活用したアート活動の展開を可能にする
環境をつくり、アート活動を通じたコミュニティの形
成を促進する。

7,032 Ｂ：改善・見直し
現状の評価や一次評価の説明に具体性を持たせること。
目標とその達成基準を図る指標を設定し、真に効果があるかどうか評価し、事業改善に
つなげること。

文化デザイ
ン課

0502-02

文化芸術振興事
業助成（としま未
来文化財団事業
助成）

国際アート・カルチャー都市の魅力発信の一翼を
担う公益財団法人としま未来文化財団が実施する
文化芸術振興事業に係る事業費等を助成する。
※主要事業…区民でつくる演奏会、庁舎ランチタ
イムコンサート、民俗芸能inとしま

68,052 Ａ：現状維持

財団に対しての補助は、その執務体制、人件費、事業費等を適正に設定すること。ま
た、補助を通して区の文化施策の目的を達成できるように意識すること。
多額の補助をしており、様々な目が注がれていることを意識すること。

文化デザイ
ン課

0502-03
あうるすぽっとの
運営と文化の発信
事業

舞台芸術交流センター（あうるすぽっと）の維持管
理及び舞台芸術公演、各種講座・ワークショップ等
の事業を実施する。

183,969 Ｂ：改善・見直し
稼働率、入場者数の増加に努めること。芸術文化劇場、としま区民センターと同じ指定
管理者になるのであれば、そのメリットを生かすような体制を構築すること。

文化デザイ
ン課

0502-04
芸術文化劇場の
整備と文化芸術発
信事業

国際アート・カルチャー都市のシンボルであるにぎ
わい拠点、また、区民等の文化活動の発信拠点と
なる劇場を整備する。

83,591 Ａ：現状維持
多額の経費を投入している事業であることを改めて認識し、説明責任を果たすこと。
また、ランニングコストについても、絶えず歳入確保策を検討し、安定稼働を目指すこ
と。

文化デザイ
ン課

0502-05
子どものための文
化体験事業

将来の文化の担い手として有望な子どもたちのた
めに、演劇公演、ワークショップ等を通じて文化体
験の機会と場を提供する。

11,074 Ｂ：改善・見直し
「非常に効率的に運営している」などと記載しているが、何を根拠としているのか不明。
参加保育園児数も減少傾向にあることから、改めて目標とその成果を図る指標を設定
し、真に効果があるかどうか評価し、事業改善につなげること。

文化デザイ
ン課

0502-06
にしすがも創造舎
による文化創造事
業

アート系ＮＰＯ法人と協働し、文化創造事業を実施
する。平成29年度より旧朝日中学校を巣鴨北中学
校の仮校舎として使用するため、「にしすがも創造
舎」は旧真和中学校に移転した。

3,766
Ａ'：現状維持
（経過観察）

必要性、有効性の判断に具体性がないので、その判断根拠を明確に記載すること。
区の施策目的と達成度について評価する指標を設定し、真に効果があるものか常に
チェックすること。

文化デザイ
ン課

0502-07

次世代育成事業
助成（としま未来
文化財団事業助
成）

公益財団法人としま未来文化財団が実施する音
楽、狂言、日本舞踊、演劇、ダンス等を体験する
『ジュニア・アーツ・アカデミー』を主軸に、多様な
ワークショップの開催にかかわる事業費等を助成す
る。

5,136
Ａ'：現状維持
（経過観察）

効率性の判断に具体性がないので、その判断根拠を明確に記載すること。
区の施策の目的と達成度について評価する指標を設定し、真に効果があるものか常に
チェックすること。
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文化デザイ
ン課

0502-08
新池袋モンパル
ナス西口まちかど
回遊美術館事業

「池袋モンパルナス」という地域資源の継承と発展
のため、発起人4団体（NPO法人ゼファー池袋まち
づくり、立教大学、東武百貨店、豊島区）が交通事
業者、東京芸術劇場、地域団体、ギャラリー、事業
所等と連携して実行委員会を組織し、「街のどこも
が美術館」をコンセプトに、かつて「池袋モンパル
ナス」と呼ばれた池袋西口から長崎、千早地域、さ
らに区役所本庁舎など池袋全体のさまざまな会場
で、子どもから大人までが街なかでアートに親しむ
ことができる展示、ワークショップなどの企画を実施
する。開催時期は5月中旬から2週間程度。実行委
員会は年間を通して月1回実施している。

7,000 Ａ：現状維持

平成17年から実施されている事業であり、池袋西口を中心とする主要な団体、企業、
ギャラリー、商店街、交通事業者等が参加、協働しながら取り組む意義は大きい。10回
目の節目となった平成27年度より、アーティスト、クリエーターが集い表現活動及び交流
できる「池袋アートギャザリング」の企画を実施し、池袋から新たな才能を発掘するととも
に、池袋の街そのものが、様々な分野のアーティストが集い、表現し、その活動を広く発
信する場となることを目指している。
国際アート・カルチャーによるまちづくりの推進及び観光資源の発掘と活用に貢献して
いる事業である。

文化デザイ
ン課

0502-09
豊島の森夕涼み
コンサート開催事
業

庁舎10 階の「豊島の森」を会場に、夏休み中の開
園時間延長時間帯を使って、弦楽四重奏等のクラ
シック音楽の野外コンサートを実施する。

1,000 Ａ：現状維持
豊島区の文化芸術の創造・発信拠点としての存在価値がきわめて大きく、国際アート・
カルチャー都市としての都市空間をＰＲするという、行政のみでは成し得ない事業展開
を可能にしている。

文化デザイ
ン課

0502-10
映像文化普及・映
像教育事業

豊島区内小中学生（小学校４年生以上）に対し映
像制作をとおして、子ども達の映像文化に対する
理解促進や、情報社会において求められるメディ
ア・リテラシーの習得を促すとともに、地域の魅力を
再発見し、まちづくりの担い手として貢献できる子ど
もたちの育成を支援する。

3,948 Ｂ：改善・見直し
参加人数増を目指すとともに、過去の参加者の後追い調査等を行い、事業の目的がど
の程度達成できているかも確認すること。
また、引き続き教育委員会への引継ぎを検討すること。

文化デザイ
ン課

0502-11
熊谷守一美術館
の管理・運営

唯一の区立美術館として、主に熊谷守一作品の収
集・展示・保管・管理、情報収集・調査業務等の美
術館運営を指定管理者により行っている。小学校
や区内施設と連携して団体見学を受入れたり、岐
阜など他自治体の美術館や個人より熊谷守一作品
を借用して企画展を開催している。デッサン会や彫
刻教室の開催および貸しギャラリー業務も実施して
いる。区民が身近に美術文化に親しめるよう鑑賞と
交流の機会を提供している。

19,155 Ｂ：改善・見直し 利用者が減ってきていることを踏まえ、事業展開の見直しを図るよう促すこと。

文化デザイ
ン課

0502-12
（仮称）芸術文化
資料館開設準備
事業

平成25年度以降、長期凍結となっている(仮称）芸
術文化資料館の開設準備に向けて、以下の事業
を継続している。
・作品・資料の収集（寄贈・購入）、整理・保管、
データベース作成、検索システム構築に向けた準
備。
・作品・資料の撮影、修復、調査・研究、小中学校
向けの教育普及活動。
・ミュージアム開設プレイベント（企画展、区民向け
講座、見学会等）の実施。

18,098 Ｂ：改善・見直し
西部複合施設の動向を注視し、今後の展開を見据えた事業運営を行うこと。

文化デザイ
ン課

0502-13
郷土資料館による
歴史・文化の普
及・発信事業

豊島区の歴史、文化を紹介し、理解を深めてもらう
ために、豊島区に関する貴重な郷土資料を収集・
整理・保存するとともに、調査・研究・展示、講座の
開催、各種刊行物の発行を行う（平成27年12月～
平成29年9月まで旧勤労福祉会館大規模改修工
事及び展示リニューアル工事のため休館）。

36,160 Ｂ：改善・見直し
講座受講者の減の理由を精査し、対策を講じること。
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文化デザイ
ン課

0502-14
雑司が谷旧宣教
師館の活用事業

東京都指定有形文化財（平成１１年３月３日）であ
る雑司が谷旧宣教師館を維持管理するとともに、
おはなし会・音楽会等の事業を実施し、施設の周
知・活用をする。

7,069 Ｂ：改善・見直し 入場者数、講座受講者の減の理由を精査し、対策を講じること。

文化デザイ
ン課

0502-15
旧鈴木信太郎邸
の活用事業

平成24年3月に豊島区有形文化財（建造物）として
指定された旧鈴木家住宅の建物及び資料等の保
存、管理を行う。また施設は29年度、展示設計及
び展示物の製作、建物修繕を行い、平成30年3月
28日に鈴木信太郎記念館として一般公開した。

183,084
Ａ'：現状維持
（経過観察）

入館者数、イベント参加者数、講座受講者数の目標達成は必須。メディアへの露出を
増やす方策を検討し、当館の存在を広く周知すること。

文化デザイ
ン課

0502-16
美術作品等展示・
管理事業

区所蔵作品の修復保存・管理を行う。
本区の貴重な文化資源である「池袋モンパルナス」
の歴史・芸術的意義について調査・研究を行い、
その活用を図る。
豊島区美術家協会の協力によるセンタースクエア
美術展（旧・庁舎ロビー美術展）を開催。

7,429 Ｂ：改善・見直し
西部複合施設の動向を注視し、今後の展開を見据えた事業運営を行うこと。

文化デザイ
ン課

0502-19
「フェスティバル/
トーキョー」開催事
業

池袋を中心とした舞台芸術の創造・発信事業。官
民協働による、国際舞台フェスティバルを実現して
いる。特に平成28年度からは東京オリンピック・パラ
リンピックを目途に「東京芸術祭」がスタートし、その
基幹事業としても位置付けられることになった。

10,000 Ａ：現状維持

豊島区、としま未来文化財団、NPO法人が協働実施する民官協働の舞台芸術発信プロ
グラムであり、国内外からの注目度は極めて高い。
文化庁の補助金を活用した「文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業」である
「池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業」「としま国際アートフェスティバル事業」として
も、東京芸術劇場等と連携して取り組んでおり、世界を視野に舞台芸術を中心とした地
域のさらなる発展が見込める事業である。
国際的演劇祭は都と区の文化政策の主要課題であり、さらに東京オリンピック・パラリン
ピックを見据えた東京都の文化事業「東京芸術祭」の基幹事業に位置付けられているた
め、さらなる支援が求められている。

文化デザイ
ン課

0502-20
庁舎まるごとミュー
ジアム運営事業

本庁舎をまるごと「ミュージアム美術館・博物館」に
見立て、３階から９階の通路部分の壁面を使用した
展示、センタースクエアを活用した展示を行い、区
の文化資産の紹介や区の重点施策等の情報をわ
かりやすくタイムリーに掲示して、区民・来庁者に発
信する。

6,434 Ｂ：改善・見直し
展示することが目的なのか。成果を図る適切な指標を設定し、改善できるようにするこ
と。
また、展示を変更した場合は積極的に広報し、来場者数の増加を図ること。

文化デザイ
ン課

0502-21
東アジア文化都市
推進事業

日本・中国・韓国において、毎年それぞれ１都市を
選定し、現代の芸術文化や伝統文化、また多彩な
生活文化に関連する様々な文化芸術イベント等を
実施する東アジア文化都市事業を2019年に豊島
区において開催する。

60,699 Ｓ：拡充

本事業は文化庁による国家プロジェクトであるとともに、区の基本計画の中でも中心に
据えられている「国際アート・カルチャー都市構想」の実現戦略の一つ、国際戦略に位
置づけがなされている。
東京オリンピック・パラリンピックを目前に控え、東京で様々な文化プログラムが展開さ
れ、その機運が最高の高まりを見せる2019年に区の文化政策の集大成として東アジア
文化都市を開催することで、①国内外に国際アート・カルチャー都市を発信し、国際都
市のさらなる推進のきっかけとなる、②区民が地域文化を再認識することで、将来の豊
島区の文化を担う人材を育成することに繋がる、③中韓の方々を中心とした外国人区民
との交流を通した国際理解、多文化共生の推進に資する、などの点が期待される。
平成31（2019）年度は開催年にあたるため、必要かつ十分な事業企画を行い、日本の
代表都市としてふさわしい事業を推進する必要がある。
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文化デザイ
ン課

0502-22
庁舎跡地活用事
業

区が目指す周辺まちづくり及び芸術文化劇場整備
の考え方に沿った旧庁舎跡地の民間活用（定期借
地方式）を行う。
事業者選定の経緯やこの間の協議を踏まえ、芸術
文化劇場整備、Hareza池袋周辺のエリアマネジメ
ントに際し、各セクションと連携を図りながら、文化
拠点整備を推進する。

37,290 Ａ：現状維持

191億円の一括前払い地代収入により新庁舎整備費用の財源を確保するという目的は
達成し、民間事業者との間に新ホールの売買契約も完了した。
引き続き民間事業者の適正な業務実施を担保するため、関係部署とともに施工モニタリ
ングを実施する。また、庁舎跡地を中心とするエリアにおいて、ハード・ソフトの両面から
にぎわいを創出するため、としま区民センターや中池袋公園整備等関連事業との円滑
な調整を図る。
さらに芸術文化劇場の稼働スケジュールに合わせ、新ホール棟の管理規約についての
検討・協議を今後進める。

文化デザイ
ン課

0502-23
Hareza池袋エリア
マネジメント推進
事業

内外に向けて庁舎跡地周辺エリアの価値（整備後
のイメージ）及び開発に対する期待や関心を高め
るための情報発信等を行う。また、整備後における
「８つの劇場」を中心とした一体的な運用による一
層のイメージアップを図る。

8,003 Ｓ：拡充
引き続き、事業者との連携強化を図るとともに、統一的なサイン表示などHareza池袋の
グランドオープンに合わせて、来街者の満足度を向上する事業展開を図ること。

文化観光課 0503-01
都市交流関係（２）
国際交流推進事
業

【通訳・翻訳ボランティア】
外国語通訳や翻訳を必要とする窓口・団体等から
の依頼を受け、区で登録している外国語ボランティ
アの通訳派遣又は翻訳を依頼を行っている。
【ホームビジット】
日本人と交流を希望する外国人留学生等が、区に
登録している受入れ家庭を訪問する機会を提供し
ている。

1,085 Ｂ：改善・見直し

ボランティア登録者の活躍の場の確保を。活動指標の達成率が低いことを問題としてと
らえること。
また、成果指標も設定し、事業の見直しにつなげること。

文化観光課 0503-02
ソメイヨシノプロ
ジェクト関係

区は25年10月に策定した豊島区大改造プロジェク
トの中で、ソメイヨシノ発祥の地によるブランドづくり
を掲げた。ソメイヨシノプロジェクトとして、交流都市
及び桜の名所を有する自治体とサクラネットワーク
を形成するとともに、豊島区を発祥の地とするソメイ
ヨシノ桜を広く内外に発信する。あわせて、駒込地
域の魅力を生むまちづくりの推進・地域経済の活
性化のため、自主的事業を行なう地域住民団体等
に対して費用の一部を助成し、駒込地域ブランド
創出を支援する。ソメイヨシノを地域のシンボルとし
て長年活動している「染井よしの桜の里駒込協議
会」と連携して取り組む。また平成30年度には、全
国の桜自慢27自治体が加盟する「全国さくらサミッ
ト」を本区で開催し、魅力発信を強化する。

7,949 Ｂ：改善・見直し 区内外の認知度の向上につながる事業見直しを行うこと。

文化観光課 0503-03
マンガ・アニメ等を
活用した観光事業

・「としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会」を
支援し、地域と一体となってマンガ文化の振興を目
指す。
・椎名町駅ギャラリー等を活用し、来街者へ情報を
発信し、豊島区ゆかりのマンガ文化に触れる機会
を増やすことでまちの魅力を高める。
・「トキワ荘のあったまち」として近隣自治体と連携
し、面的な回遊性のあるまちづくりに取り組み、マン
ガアニメを愛する多くの人々を取り込む。

15,112 Ｂ：改善・見直し
マンガランド整備後の展開と認知度向上について常に検討すること。

16/62



課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

文化観光課 0503-04
トキワ荘通りお休
み処事業

トキワ荘通りにある建物の一部を借上げ、トキワ荘
マンガ文化などをはじめとする地域の魅力の発信
及び回遊性の向上を図るために、休憩・物販・展示
機能などを備えた「トキワ荘通りお休み処」の管理
運営を行う。

17,834 Ｂ：改善・見直し
お休み処来場者数の減少に対しては、利用者ニーズを汲んだ改善を検討すること。ま
た、マンガランド整備後の事業展開を合わせて検討すること。

文化観光課 0503-05
南長崎マンガラン
ド事業

豊島区ゆかりのマンガ家作品のモニュメントの設置
など、南長崎地域全体でマンガを感じられる取り組
みを進める。また、トキワ荘の外観を再現した「(仮
称)マンガの聖地としまミュージアム」の整備にあた
り、展示・建築設計に基づき、建築工事、展示制作
を着実に進めていく。

39,302 Ａ：現状維持

ランニングコストについて、歳入確保などにより区の負担をなるべく少なくし、安定稼働を
目指すこと。
そのためにも整備後の寄附金の取り扱いを検討し、基金の活用方法を整理すること。
また新規モニュメントの整備に注力すること。
整備後のマンガアニメ事業の展開も検討すること。

文化観光課 0503-06
豊島区観光振興
プラン推進事業

平成26年3月に観光振興プランを改定した。平成
26年度に設置された観光振興推進委員会を通じ、
プランの進捗確認及び目標達成に向けた計画管
理を行う。また、観光振興推進委員会の開催によ
り、具体的な提案や事業進捗確認に向けた協議を
実施する。また、観光振興プラン策定委員会を発
足し、平成30年度中に、観光振興プランを策定す
る。

3,002 Ａ：現状維持

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、外国人来日客数の急増とともに、これま
でになく観光への関心が高まっている。「観光創造都市としま」を
実現するためには、観光振興プランを着実に遂行することが必要である｡観光振興推進
委員会を通じ、次回観光振興プラン改定（平成30年度予定）を視野に
入れた協議を行っていくことが、ますます重要な課題となってくる。

文化観光課 0503-07
池袋北口路上美
術館事業

池袋駅北口線路沿いの約140mのブロック壁が地
域の美観を損ねていたため、地域住民等で構成す
る実行委員会を発足し、平成23年11月23日に「池
袋北口路上美術館」を開設した。毎年実行委員会
で、写真パネルの展示内容や美観維持等につい
て検討し電灯設置・壁面塗装などの維持管理等を
行っている。

1,386 Ｃ：縮小 当初の目的は一定程度達成できている。事業規模の縮小を検討すること。

文化観光課 0503-08
観光情報発信事
業

地域の文化・観光資源を活用し、豊島区の魅力を
内外に発信するマップを制作する。

1,245 Ｂ：改善・見直し
発行部数だけでなく、発行先やメディアへのアプローチなど工夫し、情報発信の質の向
上を図ること。

文化観光課 0503-09 観光イベント支援
魅力ある観光イベント実施団体に対しイベント経費
の一部補助等を行なっている。

37,735 Ａ：現状維持
安全かつ円滑な運営によるクオリティの高い、魅力的なイベントが実施できるよう、地域
住民、関連団体主体の実行委員会と協働して、イベント内容の精査・効率性の検証を
行い、多数の来場者・リピーターの獲得を目指していく。

文化観光課 0503-10
雑司が谷情報ス
テーション管理運
営事業

並木ハウスアネックスの一部を借上げ、日本ユネス
コ協会連盟の未来遺産である雑司ヶ谷のおすすめ
スポットの案内、地域イベントの情報提供、郷土玩
具の展示販売、２階ギャラリー展示などを行う「雑司
が谷情報ステーション（愛称：雑司が谷案内処）の
管理運営を行う。

8,862 Ｂ：改善・見直し
雑司が谷地域の来街者を増やす目的にも関わらず、成果指標を案内処の来処者数と
するのは適切なのか。
来処者数は落ち始めており、テコ入れが必要である。

文化観光課 0503-11
インバウンド推進
事業経費

外国人観光客のニーズを把握するための調査を実
施するとともに、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備及び外国語の
観光冊子の発行を行う。

29,796 Ｂ：改善・見直し
Wi-Fiの設置は今や最低限であり、なければ不満、あって当たり前となっている。その中
でインバウンド施策に資する次の展開を考える必要がある。
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文化観光課 0503-12
観光案内標識整
備推進事業

ピクトグラム（絵文字）や多言語で表記した観光案
内標識を設置するとともに維持管理を行う。観光案
内標識の設置は、周辺主要施設の建設等を考慮
し検討する。維持管理では、適宜必要に応じて地
図データの部分変更や汚損欠損への対応を行な
う。各地区ごとに5年毎に地図データを見直し、地
図面や裏面及びアイマークの全面張り替えを行な
う。

3,173 Ｂ：改善・見直し
案内誘導計画等との整合を図り、地図更新は職員の負担と経費を鑑みた効率的な方
法とすること。
また、案内板だけでなく、デジタルサイネージやアプリ等の活用を検討すること。

文化観光課 0503-13 観光振興事業
豊島区観光協会と連携を図り、多言語対応や新た
な情報発信を構築する等、来街者満足度の向上を
図る。

33,891 Ａ：現状維持

2020東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、外国人観光客の更なる増加が見込ま
れるなか、観光協会が担う役割は増加している。区のイメージアップ及びインバウンド事
業推進のため、観光協会との連携をさらに強化していく。また、協会の自立化に向け、
自主財源の確保等必要な事項を整理し検討を進める。

文化観光課 0503-14
都市交流関係（２）
都市交流推進事
業

他都市との交流を推進し、文化交流、相互理解と
友好を深めることで、都市間の人々の対流を創出
し、地域の活性化を促進する。

1,784 Ｂ：改善・見直し
「交流人口を増やしていく」としているが、どう評価するのか。成果指標の設定を適切に
行う必要がある。
成果を見える化することで、交流人口の増加に寄与する事業展開につながる。

学習・ス
ポーツ課

0504-02
地域文化創造館
管理運営経費

区民の文化活動及び生涯学習活動の場として設
置している地域文化創造館５館の管理運営を行う。
平成17年度4月より、公益財団法人としま未来文化
財団を指定管理者に指定、区民教室（文化カレッ
ジ）、文化祭などを開催するほか、各地域の特色を
活かした地域文化創造事業を実施する。
西部地域複合施設の整備計画凍結により、建設予
定地である旧平和小学校跡地の暫定整備を平成
27年度に実施し、旧体育館を千早地域文化創造
館多目的ホールとして平成27年10月に開設した
（区直営）。

229,733 Ｂ：改善・見直し 東アジア文化都市開催やHareza池袋のオープンと合わせ、事業展開を工夫すること。

学習・ス
ポーツ課

0504-04
スポーツ・レクリ
エーション活動の
振興

区民大会や都民大会予選会等や、姉妹都市連携
している秩父市、近隣の城北四区との各種交流大
会を関係団体との共催で実施する。また、スポー
ツ・レクリエーションの普及・振興を目的とした団体
（特定非営利活動法人豊島区体育協会・豊島区レ
クリエーション協会等）の振興を図る。スポーツ推進
委員は区民に対し、スポーツに関する指導や助言
を行う。特に、としまスポーツまつり実行委員会にお
いては、中心となって企画や運営を行う。

37,870 Ａ：現状維持
オリンピック・パラリンピック開催に向けて、スポーツ人口の拡大を目指すことは理解でき
るが、30年度の活動指標を増やしていない中で拡充とすることはできない。

学習・ス
ポーツ課

0504-05
生涯スポーツ推進
事業経費

平成28年度まではジュニア育成とシニアスポーツ
振興をテーマに実施していたが、真に運動が必要
である勤労世代に対するアプローチも必要であるこ
とから、平成29年度より新たに生涯スポーツ実行委
員会に組織替えを行い、引き続きスポーツプログラ
ムの提供、地域スポーツ指導者向けの講習会等を
実施している。

3,208 Ａ：現状維持
オリンピック・パラリンピック開催に向けて、スポーツ人口の拡大を目指すことは理解でき
るが、30年度の事業実施回数を変更していないことから拡充とすることはできない。
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学習・ス
ポーツ課

0504-06
スポーツ施設の管
理・運営

区民のスポーツ振興、健康維持や増進を目指し、
民間のノウハウを活用することで、快適なスポーツ
環境やプログラムを提供するためにスポーツ施設
の維持管理を行う。

539,043 Ａ：現状維持

利用者満足度の向上や利用者に喜ばれる施設の実現には施設改修だけが解決の道
ではない。
安易に多額の経費がかかる施設改修を求めるのではなく、代替策の検討等を行い、改
善を図ることが重要である。

学習・ス
ポーツ課

0504-07
オリンピック・パラリ
ンピック気運醸成
事業経費

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催に向
けて気運醸成を図るため、豊島区体育協会をはじ
め、民間事業者等とも連携して講演会やスポーツ
教室など様々な事業（イベント）を実施することによ
り、区民に対して意識付けを行う。

3,369 Ａ：現状維持
オリンピック・パラリンピック開催に向けて、スポーツ人口やボランティア人口の拡大を目
指すことは理解できるが、30年度の事業実施回数を減らしている中で拡充とすることは
できない。

学習・ス
ポーツ課

0504-09
スポーツ表彰事業
経費

豊島区におけるスポーツの振興・発展に寄与した
個人や団体を顕彰することで、競技者はもちろん、
区民のスポーツに対する意識と意欲を向上させる。

358 Ａ：現状維持
オリンピック・パラリンピック開催に向けて、スポーツ人口振興を図ることは理解できるが、
30年度の活動指標を変更していないことから拡充とすることはできない。

学習・ス
ポーツ課

0504-10
オリンピック・パラリ
ンピック連携業務

東京2020大会組織委員会、都オリパラ準備局と連
携を図り、2020年へ向けた区民の気運醸成を図
る。

0 Ｓ：拡充

効果的な事業展開、進行管理、推進体制を構築するためには予算・人員両面の拡充が
なぜ必要なのかが不明であり、その点では拡充とすることはできない。
ホストタウン登録による拡充の必要性は認めるが、区が負担する経費はなるべく低廉と
する必要がある。

学習・ス
ポーツ課

0504-12
大学との協働によ
る「としまコミュニ
ティ大学」経費

区と区内７大学（学習院大学、川村学園女子大
学、女子栄養大学、大正大学、帝京平成大学、東
京音楽大学、立教大学）との包括協定により、とし
まコミュニティ大学を開講し、各大学の特色を活か
した講座を協働で開催し、学習の成果を地域づくり
につなげる。

3,156 Ｂ：改善・見直し

活動指標や成果指標がほぼ横ばいか減少傾向。特定少数のための事業となっていな
いか。
地域づくりに寄与するためには、多くの区民のためとなるよう、事業の改善が必要であ
る。

学習・ス
ポーツ課

0504-15
豊島区若者支援
事業

旧大明小学校の元図書室に、ブックカフェを開設
し、区とNPO法人が協働で事業を実施している。金
曜日以外の週６日開館し、コーディネーターが常駐
して、本を読んだり、だれかと話したりできる場とし
ても機能している。さらに、コーディネーターが仕掛
ける講座や、ブックカフェに集う方が企画する講座
も発信している。

1,600 Ｂ：改善・見直し
基本計画、未来戦略推進プランとの整合を図り、旧大明小が暫定活用であることを念頭
に、今後の生涯学習センターのあり方を検討すること。

図書館課 0505-02
中央図書館閲覧
貸出関係経費

「図書館法」「豊島区立図書館の管理運営に関す
る規則」「豊島区立図書館基本計画」に基づく図書
資料の収集、整理。保存及び閲覧貸出事業、読書
会等の諸事業を実施する。

114,041 Ａ：現状維持

29年度の予算増に伴い、登録者数、蔵書数、貸出冊数、レファレンス件数はいずれも
増加し、施策への貢献度も高いため、現状維持とする。今後は、図書館基本計画の資
料収集方針に基づいた選書を実施するとともに、東アジア文化都市2019年開催やマン
ガ・アニメミュージアム開館等国際アートカルチャー都市及び東京2020関連の蔵書を強
化する。同時に図書資料の有効活用を図るためのレファレンスを充実させ、文化発信拠
点としての図書館の役割を果たしていく。

図書館課 0505-04
視聴覚関係運営
経費

利用者からのリクエストや情報提供を活用しつつ、
作品の評価や賞受賞履歴等を参考にして、図書館
資料としてふさわしい資料を収集する。これら資料
を提供することで、利用者の日常生活支援、余暇
生活の充実に寄与するとともに映像資料や音楽を
通じて各国の多様な文化・伝統を発信していく。

2,899 Ａ：現状維持

国内外の多様な文化・伝統を紹介する上において、他に替え難い価値が視聴覚資料
にあり、多様な学習ニーズに対応する上では貢献度が高い。DVDについては、貸出枚
数が増加しているが、総体的に高価のものが多く、総資料数は横ばいであるので、現状
維持とする。今後も視聴覚資料の強化を継続していく。
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図書館課 0505-07
子どもの読書活動
支援事業経費

子ども施設等（保育園・子どもスキップ・区民ひろ
ば・民間施設等）へ読み聞かせボランティアを派遣
するボランティア人材バンクを運営する。また、ボラ
ンティアの育成を図るための養成講座やフォロー
アップ研修を実施する。

165 Ａ：現状維持

読み聞かせボランティアの子ども関係施設への派遣の需要が高く、派遣人数や派遣回
数、参加者数いずれも目標を上回っており、現状維持とする。西武百貨店子ども売場や
区民ひろば日曜開館等新規需要にも対応している。また、ボランティア支援やフォロー
アップ研修等質の向上も順調に進んでいる。

図書館課 0505-08
点字図書館（ひか
り文庫）運営経費

「身体障害者福祉法」に基づく視覚障害者情報提
供施設として、点字図書・デイジー図書等の製作
及び貸出、対面朗読を実施する。また、ボランティ
アを育成するために、点訳講習会、音訳講習会、
拡大写本製作講習会を実施する。
点字指導員（非常勤）が、中途失明者に対する点
字指導を実施するとともに、点字資料等の校正及
びボランティア指導・支援を行い、資料作成の能力
向上を図る。

13,495 Ａ：現状維持

都内6か所の内、公立の「身体障害者福祉法」に基づく視覚障害者情報提供施設（資
料作成施設）は2か所しかなく、ボランティアにより製作された点字図書・デイジー図書
等の図書資料は、インターネットの点字図書館サピエを通じて、豊島区のみならず、全
国の視覚障害者の図書資料として利用することができる。また、障害者に対する対面朗
読等のサービス提供は、ボランティアの協力で成り立っており、引き続き、ボランティア
への指導・養成、支援に取り組んでいく。点字指導員についても、中途失明者の点字指
導や点訳ボランティアの養成指導等に重要な役割を果たしている。機器の入れ替えに
より製作数は若干減少したが、ボランティア講習参加者は増加しているため、現状維持
とする。

図書館課 0505-09
指定管理者関係
経費

地域図書館4館の管理運営業務に指定管理者制
度を導入し、高度な専門性を活かした図書館事
業・開館時間の延長等利用者サービスの充実を図
る。

225,157 Ｂ：改善・見直し
一次評価の判断の説明等に記載されていることに加え、残った直営の地域館について
も、指定管理者制度の導入検討を行うこと。
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環境政策課 0601-01
「グリーンとしま」再
生プロジェクト事
業

地域住民、団体等とともに「いのちの森」づくりと維
持管理を行う。
緑のカーテンなど様々な緑化手法により、緑豊か
なまちづくりを進める。

7,362 Ｃ：縮小
10年で10万本の目標達成を踏まえ、今後は最低限度の維持管理に軸足を移して調整
を進めていく。

環境政策課 0601-02
界わい緑化推進
事業

「まちなか緑化」の手法を活用した向こう三軒両隣
方式による民有地の接道緑化を推進する。
モデル地区植栽を活用し、新規地区への働きかけ
を行う。
植栽者による成果共有会等を通して植栽の維持管
理のための情報共有を進め、事業普及の一助とす
る。

463 Ｄ：終了

モデル植栽を除く実績は、25年度～29年度の5年間で2地区（目白、池袋本町）、8か所
にとどまる。
この間、広報としまに掲載するほか、区政連絡会、商店会にチラシ配布、ポスター掲
示、植栽地見学の実施等により周知に努めてきたが、問い合わせは年間１～２件であ
る。最近2年間は希望者に植栽地見学を実施したが、その後、助成制度の要件がそろ
わず植栽に至っていない。
この制度によるみどりの規模に対し、時間と経費がかかり、希望者もなかなか現れないこ
とから、当区の実情にそぐわないと考える。

環境政策課 0601-03
誕生記念樹配付
事業

子どもの誕生を祝い、健やかな成長を願って誕生
記念樹として「いのちの森」の樹種を中心とした苗
木を贈るとともに、緑化の推進を図る。
子育て支援課、総合窓口課等で申し込みはがきを
配布し、希望者ははがきで業者に申し込むと、苗
木が宅配される。

1,829 Ｂ：改善・見直し 子ども家庭部との連携も含め、より効果的な事業のあり方について検討する。

環境政策課 0601-04
エコ住宅普及促
進事業

地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの削減を
目指し、住宅用新エネルギー・省エネルギー機器
等の設置を行う区民に対し、設置費用の一部を助
成する。助成対象機器：住宅用太陽光発電システ
ム（一般住宅、集合住宅共用部分）、住宅用自然
循環式太陽熱温水器、住宅用強制循環式ソー
ラーシステム、雨水貯水槽、家庭用燃料電池コー
ジェネレーションシステム（エネファーム）、HEMS、
断熱改修窓、LED照明器具（集合住宅共用部分）

10,734
Ａ'：現状維持
（経過観察）

助成対象の見直しによる成果について引き続き検証するとともに国や他区動向も踏まえ
て、必要に応じた見直しを進める。

環境政策課 0601-05
庁内地球温暖化
対策事業

　区が事業所として排出する温室効果ガスを率先
して削減していくために、環境マネジメントシステム
「エコアクション２１」を積極的に推進する。
　また、施設のエネルギー使用の管理マニュアル
（管理標準）を作成し、省エネルギー対策に取り組
む。

1,232 Ｂ：改善・見直し 他区の先進事例の取り込み等も含めた引き続きの改善が必要である。

環境政策課 0601-06

クール・チョイス
（COOL
CHOICE）推進事
業

低炭素な製品・サービス・生活行動の選択を促す
国民運動「COOL CHOICE」の普及を図り、家庭部
門におけるCO2削減行動につなげる。
PRチラシの作成・配布、啓発イベントの実施等。

1,423 Ｂ：改善・見直し
セミナー、啓発イベントだけでなく、より効果的な取り組みを模索していくことが必要であ
る。

環境政策課 0601-07
エコ事業者普及
促進事業

省エネ診断の受診結果に基づく省エネ機器導入
費用の一部を助成する。
環境認証システム「エコアクション２１」認証取得し
た事業者に取得費用の一部を助成する。

6,464 Ｂ：改善・見直し より効果的、効率的な事業の執行方法を模索していく必要がある。

環境政策課 0601-08
住民参加型再生
可能エネルギー
導入促進事業

再生可能エネルギーに関する講座の開催。 999 Ｄ：終了
他の啓発事業との位置づけの整理を含めて、他事業との統合を見据えた検討を進め
る。
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環境政策課 0601-09
環境教育・啓発事
業

区立小中学校に対する環境教育プログラムの提
供。
環境ポスターコンクール、環境月間展示、エコライ
フフェア、「豊島の森」講座等、啓発事業の実施。
環境情報誌「エコのわ」の発行。

5,088 Ｂ：改善・見直し
個々の実施内容の有効性、効率性の精査を進め、教育・啓発の対象を子どもにするな
どの見直しが必要である。

環境政策課 0601-10
豊島区の生きもの
情報共有事業

区内の自然環境の状況を把握、共有するため、区
民参加型調査等を実施し、収集した情報を多様な
主体と共有できるような仕組みを構築した。また、
区有施設等における生物多様性保全を図った。

1,848 Ｂ：改善・見直し
学校等の区有施設のビオトープ調査を行うとともに、その結果の分析も行い、生物多様
性の保全のための具体的な取り組みにつなげていく。

環境保全課 0602-01
路上喫煙・ポイ捨
て防止パトロール
事業

１　民間警備事業者へパトロールの業務委託を行
い、そのパトロール員とともに池袋駅を中心に担当
する班と、その他区を担当する班に
　分け、効率的な巡視を行い、違反者への注意・指
導を行う。
２　区内各事業者等団体及び個人ボランティアに
対し、ホームページ、ダイレクトメール等により、キャ
ンペーンへの参加を呼びかけ実施する。

17,181 Ａ：現状維持
喫煙者、非喫煙者の喫煙嗜好を考慮するとともに区内における喫煙状況を鑑み、パト
ロールエリア及びパトロール時間等緻密な体制により引き続き実施していく必要がある。

環境保全課 0602-02 喫煙所管理事業
ｼﾙﾊﾞｰ人材センターへ清掃委託し、灰皿の清掃及
び喫煙所内に放置された空き缶、空き瓶等の回収
を行う。

10,901
Ａ'：現状維持
（経過観察）

喫煙所への広告掲出等により経費負担の見直しができないかは引き続き検討していく。

環境保全課 0602-03 環境美化事業

１　シルバー人材センターへガム除去の及び落書
き消去の業務委託を行い散乱するポイ捨てされた
ガムの除去活動並びに落書き消去活動を行う。
２　地域・団体等との協働によりまちの美化の推進
を行う。

1,943 Ａ：現状維持
区主体のイベントの参加者数、区内企業・団体による自主的な清掃活動数等が増加傾
向にあり、街の美化推進につながっている。

環境保全課 0602-05
大気汚染対策事
業

区内3か所の大気汚染測定室で窒素酸化物、浮遊
粒子状物質などの大気汚染物質を常時監視すると
ともに、簡易測定器を用いて、主要道路の沿道及
び大気汚染測定室若しくは住宅街の二酸化窒素
濃度を調査し公表する。
区民からの大気汚染や悪臭の苦情を受け、発生源
である工場や飲食店等の事業場に対して指導、臭
気の測定、測定結果に基づく規制を行う。
解体改修工事時に適正な方法によるアスベストの
除去と処分の方法を確認し、発注者や施工業者に
対し指導を行う。

9,742 Ａ：現状維持

人の健康や生活環境に最も影響を及ぼすおそれのある大気汚染の状況は、少しずつ
改善されているものの、環境変化を把握するためにも今後も継続した測定は必要であ
る。
光化学オキシダント原因物質の事業場からの漏えい防止対策のための管理方法の周
知や指導は排出量の減少に寄与している。
今後も増加が見込まれる解体工事に伴う、アスベストの大気への飛散による大気汚染
や健康被害を未然に防ぐことは欠かせない。

環境保全課 0602-06
水質土壌汚染・環
境放射線・ダイオ
キシン対策事業

工場等における化学物質の使用等による土壌汚染
の発生や生活環境への影響を及ぼさないよう、発
生源の調査、地下水監視、事業者への指導を行
う。
区内3か所の定点測定施設にて空間放射線量を監
視し、公表する。
区内の大気及び土壌中のダイオキシン類の調査を
行い、環境基準の達成状況を把握、公表する。

1,988
Ａ'：現状維持
（経過観察）

放射線量の測定回数等については、区民ニーズも確認しつつ、削減の方向で見直しを
進めていく。
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環境保全課 0602-07
アスベスト分析調
査支援事業

アスベストを含有する可能性のある住宅や建築物
のアスベスト分析調査費を助成し、分析調査を促
進する。

0 Ｄ：終了

平成30年度は、国からの補助金制度が変わり、「対象建物がアスベスト台帳に記載され
ていること」の条件が加わった。建築課には、この台帳が存在せず補助の条件を満たせ
ず、補助金の支給はないため。
また、事前に行う申請数は、年々減少傾向にあり、特に直近の2年は0件である。

ごみ減量推
進課

0603-01 3R推進啓発事業
3Rを推進するために出前講座、リユース食器の貸
し出し、ごみ処理機購入助成制度、フリーマーケッ
ト、リサイクルノート作成支援等を行う。

3,658 Ｂ：改善・見直し 事業者ヒアリングや他事例の研究により、区の負担が少なくなる方向で検討していく。

ごみ減量推
進課

0603-02 集団回収事業
町会、自治会等の実践団体が実施する資源集団
回収事業を支援し、回収量に応じた報奨金を支払
う。

16,952
Ａ'：現状維持
（経過観察）

資源回収量が年々減少している要因を分析し、必要に応じて対策を行っていく。

ごみ減量推
進課

0603-03
リサイクルセンター
運営事業

家庭ごみから出された粗大ごみの中から、再利用
可能な家具等を簡単な修理・清掃のうえ、展示して
希望者に抽選で無料提供する。

5,268 Ｃ：縮小
平成３２年度以降の本事業のあり方については、区有施設の有効活用の視点も含めて
今後検討を進めていく。

ごみ減量推
進課

0603-05 資源回収事業
ごみの減量を図るため、8品目12分別による資源回
収（週2回）を実施している。

548,280 Ａ：現状維持
ごみの減量を推進するためには、区民の分別排出の協力のもと、質の高いリサイクルが
不可欠なため。

豊島清掃事
務所

0604-01
直営車両（購入・
維持）経費

収集作業計画に基づく直営車両の購入・維持管
理・点検整備を行う。

26,203
Ａ'：現状維持
（経過観察）

直営車両の中長期的な保有台数計画を策定し、効率化を進めていく。

豊島清掃事
務所

0604-02 廃棄物収集作業 効率的で安定した廃棄物の収集運搬を行う。 408,627
Ａ'：現状維持
（経過観察）

民間委託を含め、将来的な執行方法については期限を明確にして検討を進めていく。

豊島清掃事
務所

0604-06
廃棄物排出指導
業務

・曜日の間違いや未分別等のごみ・資源の排出
ルール違反が多い集積所において、啓発看板、防
鳥ネットの設置、継続的な巡回調査、不適正排出
者への指導等を行う。
・集積所の利用者から相談・要望等があった際に
現地へ赴き、集積所利用者及び町会等の協力を
得て集積所の廃止・分散・移動等により、集積所の
改善を図る。

1,477
Ａ'：現状維持
（経過観察）

民間委託を含め、将来的な執行方法については期限を明確にして検討を進めていく。

豊島清掃事
務所

0604-07
事業系ごみ適正
処理推進事業

①行政収集を利用している事業者に対して、行政
指導を行い、民間の収集運搬事業者への移行を
推進する。
②事業用延床面積1,000㎡以上の大規模建築物
の所有者に対して、廃棄物管理責任者の選任及
び再利用計画書の提出を義務付けるとともに、対
象建築物への立入調査を行う。

866
Ａ'：現状維持
（経過観察）

民間収集への移行を計画的に進めていく必要がある。
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福祉総務課 0701-02
社会福祉法人豊
島区民社会福祉
協議会助成事業

「参加と協働による支え合いのまちづくり」、「ボラン
ティアや地域活動団体への支援」、「安心して暮ら
せる在宅サービスの推進と相談支援の充実」等を
中心に、豊島区の地域福祉推進を担う社会福祉協
議会に対し、人件費及び事業費の一部を助成し、
事業促進を図る。

111,758
Ａ'：現状維持
（経過観察）

事業費が年々拡大していることから、効率的な事業運営と安定的なサービス提供のた
め、事業のあり方を見直していく必要がある。

福祉総務課 0701-03
コミュニティソー
シャルワーク事業

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）は、地域福
祉を推進するコーディネーターとして、①専門相談
支援機関へのつなぎ役、②個別支援・地域支援を
通じた地域づくり、③関係機関との連携支援などを
行う。
※区内8か所の地域区民ひろばにＣＳＷを2名ずつ
配置

91,842
Ａ'：現状維持
（経過観察）

予算規模も大きく、今後も経費の増加傾向が見られることから、本事業の成果の見える
化を図っていく必要がある。成果指標に地域支援活動の件数なども加え、能動的な活
動の成果を評価していく必要がある。

福祉総務課 0701-04
地域保健福祉計
画の改定及び進
捗管理

学識経験者、区議会議員、公募区民等により構成
する保健福祉審議会及び専門委員会を運営し、地
域保健福祉計画改定に関わる検討を行うとともに、
計画の進捗管理を行う。

15,737 Ａ：現状維持

保健福祉分野の最上位計画であり、分野別の個別計画策定に当たっての方向性を示
している。
少子高齢化や単身化が進展する中で、従来の個別計画の枠組みでは十分に対応しき
れない課題も増えてきていることから、分野横断の包括的な仕組みを構築していくが求
められており、「地域保健福祉計画」の重要性は今後より一層高まってくる。

福祉総務課 0701-06
高齢者福祉基盤
等整備費助成事
業

社会福祉法人等が区内に特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設等の高齢者福祉基盤を整備す
る際に、その費用の一部を助成する。

94,740
Ａ'：現状維持
（経過観察）

西巣鴨地域への施設新設に向けた検討状況について、今後動向を注視していく必要
がある。

福祉総務課 0701-07
地域密着型サー
ビス等の基盤整備
事業

民間事業者が主体となる地域密着型サービス施設
の整備や介護予防拠点等の整備に係る費用の一
部を助成し、計画的な整備の促進を図る。
事業予定者について公募を行い、選定された事業
者に対し、費用の一部を助成する。

200
Ａ'：現状維持
（経過観察）

応募事業者が少ない原因を分析し、適正な予算執行のため、検討が必要である。

福祉総務課 0701-09
福祉サービス権利
擁護支援室運営
助成事業

福祉サービスの利用に係る相談及び苦情対応など
福祉サービス利用者への権利擁護の取組みや、
成年後見制度推進機関として成年後見人への支
援及び制度利用の促進に向けての取組みを行う
福祉サービス権利擁護支援室に対し、人件費及び
事業費を助成する。

43,584
Ａ'：現状維持
（経過観察）

事業費が年々拡大していることから、効率的な事業運営と安定的なサービス提供のた
め、今後の区と社会福祉協議会の関係を整理し、事業のあり方を見直していく必要があ
る。

福祉総務課 0701-10
生活困窮者自立
支援事業

生活困窮者の生活再建と早期自立を図るため、関
係機関と連携し、相談支援、就労支援等専門的な
支援を講じる。
〈必須事業〉　1 自立相談支援事業（相談・就労）
2 住居確保給付金
〈任意事業〉　1 就労準備支援事業　2 家計相談支
援事業　3 一時生活支援事業（自立支援センター
豊島寮） 4 子どもの学習支援事業
〈その他事業〉  1 支援調整会議開催　2 くらし・しご
とサポートセミナー、講演会開催

76,492 Ａ：現状維持

近年、就学児の７人に1人が貧困との調査結果が出された「子どもの貧困」、ニート（長
期離職者）や引きこもりに代表される「若者の貧困」、無年金により貧困状態にある「高齢
者の貧困」が大きな社会問題となっており、生活困窮者対策について区の取り組みも問
われている。平成27年度に「くらし・しごと相談支援センター」を立ち上げたが、３年連続
で月平均約100人の相談者から問い合わせがあり、昨年度は公金部門で対応する税・
国保滞納者を中心にした相談者が多く来所されている。そのことからも、困窮状態から
早期に脱し公金を納めるよう出口
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

高齢者福祉
課

0702-01
見守りと支え合い
ネットワーク事業

・65歳以上の高齢者で、介護保険サービス等の利
用が無く見守りが必要と思われる高齢者を月2回訪
問し声かけを行い、広報紙を配付する。安否確認
を行い、緊急事態が発生した場合には対応する。
・65歳以上の単身高齢者、高齢者のみ世帯で見守
りを希望する方を対象に、地域のボランティアが週
1回外からの見守りと月1回の声かけによる安否確
認を実施する（ボランティアによる見守りは新規受
付を休止し新規希望者は月2回の見守り訪問を利
用）
・業務上戸別訪問を実施している事業者が異常を
発見した場合は、地域包括支援センターへ通報す
るように協力を依頼している。

1,925
Ａ'：現状維持
（経過観察）

指標によると見守り実施者数、協力員実施人数ともに減少傾向であり、見守り協定締結
の動向を注視していく必要がある。

高齢者福祉
課

0702-02
認知症サポーター
養成講座

認知症サポート養成講座は、区内の企業や学校、
地域のグループの希望により、区が講師役となる
キャラバンメイト(地域ボランティア）を派遣する事業
である。
キャラバンメイトの養成研修を開催し講座の開催数
を増加する。また、連絡会を開催することで、講師
であるキャラバンメイトの定着を図るとともに、講義
の質の向上を目指す。

203 Ａ：現状維持

豊島区の認知症高齢者の増加に伴い、認知症の理解と接し方を学ぶ認知症サポー
ター養成講座に対するニーズはさらに高まると考えられる。今後は、認知症サポーター
の数の増加及び質の確保を行いながら、継続実施していく。また、他区に比べ累積認
知症サポーター数が少ない現状を鑑み、若年層へのはたらきかけ（専門学校や大学
等）との連携を強化する。

高齢者福祉
課

0702-04 訪問支援事業

介護保険サービスだけでは在宅生活が困難な
ケースや介護保険認定申請がまだ行われていない
ケース、虐待や身元不明等緊急対応が必要なケー
スなどに対して、それぞれに応じた専門職が訪問
し、必要に応じてチーム対応し、高齢者の在宅生
活を支援する。

19,246 Ａ：現状維持
各高齢者総合相談センターとの連携のもと、高齢者総合相談センターで対応している
ケースも増えているが、複合的な問題を抱えるケース等、対応が複雑化しており区が直
接行う、措置的な対応も求められている。

高齢者福祉
課

0702-07
高齢者総合相談
センター運営事業

高齢者の健康維持、介護予防、自立支援、生活安
定等に必要な相談・援助等を実施する。

271,391
Ａ'：現状維持
（経過観察）

今後委託すべき業務内容の精査を行い、拡充の要否を判断する必要がある。

高齢者福祉
課

0702-08
認知症地域支援
推進員活動

認知症の人に対し、状況の応じた適切なサービス
ができるよう医療・介護等関係者の連携をはかる連
絡会・研修会、認知症施策推進会議を実施する。
また、認知症の人とその家族を支援する相談支援
の構築と、認知症ケアパス、認知症マップを作成す
る。

4,022 Ａ：現状維持

認知症地域支援推進員を中心とし、認知症の人に対して、状況に応じた適切なサービ
スが提供できるように、医療・介護等の連携を推進していくことは、増加する認知症の人
が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるような体制づくりにも繋がる。また、認知症
の人と、家族を地域でささえる機運を醸成するため、区民の認知症に対する理解を深め
ていくことが重要である。

高齢者福祉
課

0702-09
認知症ケア向上
推進事業

認知症の人や家族に対する支援として、認知症カ
フェの運営、介護者支援事業、認知症ケアに携わ
る職種の連携を推進するために研修会を行う。

2,711 Ａ：現状維持
認知症カフェの参加人数や多職種連携研修の参加人数ともに計画値を充足しているこ
とから、早急に事業拡大が必要とは判断できず、引き続き計画的な事業運営が必要で
ある。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

高齢者福祉
課

0702-10
総合事業基準緩
和サービス従事者
育成研修事業

総合事業基準緩和サービス（及び住民主体の支
援）の家事援助に限定した訪問型サービスに従事
する区民を育成する。
平成２８年度は補正予算により、シルバー人材セン
ター会員に対し研修を実施し、訪問型サービスＢ
事業の従事者を育成した。
平成２９年度は当初予算から計上し（新規事業・枠
外）、研修受講対象者を一般区民として、訪問型
サービスＢ事業及び訪問型サービスＡ事業の従事
者を育成した。平成３０年度からは「介護会計」の
「生活支援体制整備事業」の予算で当研修を実施
する予定。

1,085 Ｄ：終了

当研修事業において、区独自訪問型サービスの担い手を、より多く育成する必要がある
ので研修回数を増やすなど、事業を拡充する。ただし、平成29年度までは一般会計に
より計上し、1/2の東京都補助により実施していたが、平成30年度から介護会計の「生活
支援体制整備事業」のなかで実施することとなるため、本予算事業は終了となる。

高齢者福祉
課

0702-11
訪問型サービス事
業

平成２８年度から総合事業の「介護予防・生活援助
サービス」のうち、訪問型サービス（国相当及びＣ
型）を実施し、平成２９年度からは家事援助のみの
訪問型サービスＢ（住民主体の支援）として「生活
支援お助け隊」を開始した。

174,091
Ａ'：現状維持
（経過観察）

平成30年度から実施している訪問型サービスＡの効果について動向を注視し、拡充の
要否を判断する必要がある。

高齢者福祉
課

0702-14
認知症初期集中
支援支援推進事
業

医療・介護の専門職が相談により、認知症を疑わ
れる人や認知症の人及びその家族を訪問し、必要
な医療や介護の導入・調整を実施する。

1,512
Ａ'：現状維持
（経過観察）

平成29年度のモデル事業の成果について分析のうえ、平成31年度以降の活動に反映
させていく必要がある。

高齢者福祉
課

0702-19
成年後見制度関
係経費

認知症等で判断能力がない高齢者の権利擁護を
図るために、成年後見の申立者がいない場合や虐
待ケースの場合には区長申立を行うとともに、本人
の資産が少なく成年後見人が報酬を見込めない場
合には、本人に対して報酬助成を行う。

3,322 Ｂ：改善・見直し
他部署において同様の事業が実施されていることから、関係部署との協力体制につい
て引き続き協議を要する。

高齢者福祉
課

0702-20
高齢者虐待防止
事業

認知症で対応が困難な高齢者や虐待が疑われる
ケースについて、弁護士や精神科医、臨床心理士
等が専門的な相談に応じ、アセスメントや見立て、
具体的な介入方法等について助言を行う。

1,546 Ａ：現状維持

高齢者虐待件数は全国的に増加傾向にあり、高齢化が進む中で今後豊島区でも対応
件数の伸びが予想される。
特に経済的虐待等、弁護士をはじめとする専門家からの助言が欠かせない状況となっ
ている。また、施設における虐待も発生しており、介護保険課と協力して対応する必要
がある。

高齢者福祉
課

0702-26
自立支援住宅改
修助成事業

　65歳以上の高齢者で要介護認定非該当の者に
予防的助成（手すりの取り付け、床段差の解消及
び調整・滑りの防止等）、65歳以上の高齢者で要
支援以上の認定を受けた者に対し設備改修助成
（浴槽の取り換え、流し等の取り換え、便器の洋式
化等）を行う。

1,466 Ａ：現状維持
介護保険の要介護認定で非該当となった場合の支給として必要な事業である。また、
介護保険制度にないサービスを実施し制度の隙間をカバーしており、転倒防止等を講
じることで健康寿命の延伸にも寄与する事業であり、引き続き実施する。

高齢者福祉
課

0702-29
車椅子区有車短
期貸出事業

65歳以上で介護保険対象外の高齢者に、最長３か
月まで車椅子を貸与する。

177 Ｂ：改善・見直し
車椅子は寄付されたものを使用しているため、近年老朽化により修理代金が多額に
なっており、また廃棄するものも生じている。安全な車椅子を区民にご利用いただくため
に制度の見直しの必要がある。

高齢者福祉
課

0702-30
理美容費助成事
業

65歳以上で要介護４以上の高齢者に対し、年6回
を限度に理美容業者が対象者宅まで出張し、散
髪・洗髪を行う。

2,458 Ａ：現状維持 外出困難な高齢者の快適な在宅生活を支援する事業であり、引き続き実施する。
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29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

高齢者福祉
課

0702-32
高齢者福祉サー
ビス相談事業

区内の高齢者のその家族・関係機関（介護支援専
門員等）からの問合せや相談（介護関係全般に係
る事を含む）に対応する。

3,240 Ａ：現状維持
各所管部署にとらわれず、高齢者について総合的な相談ができる窓口が各圏域の高
齢者総合相談センターのみならず、本庁舎内にもあることが区民の利便性に非常に役
立っている。引き続き実施する。

高齢者福祉
課

0702-33
高齢者アウトリー
チ事業

　高齢者の在宅生活の安全を確保するため、その
生活実態及び健康状態の把握や、関係機関と連
携した高齢者の見守りを行う。また、高齢者からの
相談を受け問題解決に当たることを目的とする。

85,995 Ａ：現状維持
一人暮らし高齢者世帯等の見守りの必要性の有無を把握し、サービスの利用につなげ
孤立や孤独死を予防するために有効な事業である。引き続き実施する。

高齢者福祉
課

0702-34
紙おむつ等助成
事業

紙おむつ等支給事業：在宅の高齢者に対し、紙お
むつを支給することにより、衛生的で快適な日常生
活を過ごせる環境を提供し、家族の経済的負担及
び介護の軽減を図る。
おむつ購入費等助成事業：入院中の高齢者に対
し、おむつの購入費等の一部（上限6,000円）を助
成することにより、経済的負担の軽減を図る。

90,819 Ａ：現状維持
おむつを必要とする高齢者またはその家族の経済的負担軽減に有効であるため、引き
続き実施する。

高齢者福祉
課

0702-35
徘徊高齢者位置
情報サービス利用
料助成

65歳以上の徘徊高齢者を在宅で介護するかたに、
位置情報サービスの利用料に要する経費を助成
する。

383 Ａ：現状維持
事業内容の周知を徹底し、適切な成果指標を設定したうえ、今後の事業の効果を検証
していく必要がある。

高齢者福祉
課

0702-37
高齢者元気あとお
し事業

指定した高齢者福祉施設などでボランティア活動
を行い、ボランティア活動する本人の介護予防と、
地域での支えあいを推進する。ボランティア活動を
した方には、活動時間に応じたスタンプを付与し、
年間5,000円まで換金できる。

1,994 Ｄ：終了
平成30年度に他事業への統廃合を行ったことにより、事業廃止。統合先の事業にて、
事業統合による効果を検証し、事業運営のあり方を検討していく必要がある。

高齢者福祉
課

0702-38
高齢者クラブ運営
助成事業

地域の高齢者の生活を健全で明るいものにするた
め、自主的に組織された高齢者クラブ（単位高齢
者クラブ）及び高齢者の幅広い社会活動推進のた
めの諸事業を行う高齢者クラブ連合会の活動を助
成する。

19,746
Ａ'：現状維持
（経過観察）

会員数、クラブ数ともに減少傾向であり、宣伝活動強化の取り組み状況について、動向
を注視していく必要がある。

高齢者福祉
課

0702-41
認知症予防プログ
ラム事業

・グループでウォーキング活動を行う「認知症予防
教室」を実施。
・絵本読み聞かせを行うことにより認知症を予防す
る「絵本読み聞かせ講座」を実施。
・各プログラムとも、講座終了後は自主グループへ
の参加、もしくは発足を促す。

811 Ｂ：改善・見直し
絵本読み聞かせ講座については、受講生が自主グループを作り区内で積極的に活動
しているため、区主催の実施内容を再考し、自主グループ支援に移行していく。

高齢者福祉
課

0702-42

地域介護予防活
動支援事業（介護
予防サポーター養
成事業、地域活動
施設維持管理経
費）

介護予防サポーターの育成及び活動支援、自主
グループの立ち上げ及び活動支援を行う事業。介
護予防サロンの運営に向けサポーターを養成す
る。
自主グループ活動拠点の施設維持管理経費も計
上し親課へ執行委任している。
（平成28年度から予算事業が細分化し、中事業で
独立した複数の事業となる）

2,616 Ａ：現状維持
平成30年度より介護予防サポーター養成事業と高齢者元気あとおし事業、介護予防
リーダー養成事業が統合され、来年度以降は地域活動施設維持管理経費による事業
のみとなる。
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高齢者福祉
課

0702-44
食彩いきいきサロ
ン事業

女子栄養大学等での会食の機会を提供し栄養バ
ランスのとれた会食と、管理栄養士による低栄養予
防講座を実施する。

1,377 Ｂ：改善・見直し
フレイル予防センターの開設に合わせて本事業のすみわけを整理し、事業の有効性を
検証していく必要がある。

高齢者福祉
課

0702-47
生活支援体制整
備事業

生活支援の担い手の養成、サービスの開発、関係
者間のネットワーク化等を担う生活支援コーディ
ネーター業務及び協議体の運営。（社会福祉協議
会に委託）

6,380
Ａ'：現状維持
（経過観察）

平成30年度拡充事業である総合事業基準緩和サービス従事者育成研修については、
実施状況や国の動向等も踏まえ、31年度以降の事業継続について再度判断する必要
がある。

高齢者福祉
課

0702-48
介護予防センター
運営事業

健康寿命延伸のための介護予防活動拠点の創
出。

9,055
Ａ'：現状維持
（経過観察）

介護予防センター運営による健康寿命延伸等の効果を検証し、事業運営のあり方を検
討していく必要がある。

高齢者福祉
課

0702-49
介護予防リーダー
養成

地域の介護予防に興味のある区民を対象に講座
を実施し、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着け、積極的に介護予防活
動を実践する人材を養成する。（平成29年度は養
成を中止し、フォローアップ講座のみであったが平
成30年度は養成講座を復活した）

299 Ｄ：終了
平成30年度に他事業への統廃合を行ったことにより、事業廃止。統合先の事業にて、
事業統合による効果を検証し、事業運営のあり方を検討していく必要がある。

高齢者福祉
課

0702-50
介護予防サロン事
業

主に運動教室に参加することが難しい虚弱高齢者
を対象に、リクリエーション等を行うサロンを実施す
る。高齢者総合相談センター及びＮＰＯ法人に委
託をし事業展開をしている。平成30年度からは、住
民主体の介護予防、健康づくり等を実施している
団体に対して、活動の活性化を図ることを目的とし
て、助成金交付事業を開始した。

6,276 Ｂ：改善・見直し
新規参加者を取り込むための仕組み作りを行うとともに、他の類似事業とのすみわけを
行い、本事業の効果を検証していく必要がある。

高齢者福祉
課

0702-52
介護予防把握事
業

生活機能の低下がみられ、要介護状態になる可能
性が高い者に対し、訪問指導員等が家庭を訪問
し、生活機能に関する問題を総合的に把握、評価
する。

3,996 Ｂ：改善・見直し
他の類似した訪問事業とのすみわけを行い、効率的なサービス提供に向けた事業体系
の整理が必要である。

障害福祉課 0703-01
ふくし健康まつり
等事業

【ふくし健康まつり】障害者団体、ボランティア団体
等による自主制作作品の販売、模擬店、バザー、
保健相談等を行う。
【スポーツのつどい】障害者の方とその家族、会場
校生徒ボランティア参加によるスポーツ大会を行
う。
【障害者サポート講座】障害者への声掛け、手助け
方法、障害疑似体験等、障害者への簡易な支援
方法を学ぶ講座を行う。

2,409 Ｂ：改善・見直し
新区民センター周辺での開催に戻った場合に備え、効率的な事業運営が行えるよう、
事業内容や事業規模が適正か検討を行う必要がある。

障害福祉課 0703-02
障害者地域支援
協議会の運営

　豊島区障害者地域支援協議会及び専門部会の
開催する協議会は、学識経験者、事業者関係者、
就労支援関係者、教育関係者、権利擁護関係者、
民生児童委員、障害者相談員、障害者及びその
家族、豊島区職員等によって構成する。

424 Ａ：現状維持
３０年度は、障害福祉計画策定を踏まえ、より実効性のあるものとしていくためにも、より
活発な会議や研修会等の運営と意見交換が望まれる。
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障害福祉課 0703-03
障害者福祉基盤
等整備費助成事
業

社会福祉法人等が東京都の「障害者通所施設等
整備費補助事業」を活用してグループホームを設
置する場合、整備に要する経費の一部を助成す
る。

84,198 Ａ：現状維持
平成２１年度から始まった障害者地域移行事業による利用者増を見込み、精神障害者
を対象とした施設は整備されてきたが、知的障害者を対象とした施設がやや不足気味
なので整備が急がれるところである。

障害福祉課 0703-06
成年後見制度関
係

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律の施行に伴い、障害者地域生活
支援事業において知的障害者・精神障害者を対
象に成年後見の区長申し立てに係る費用の立て
替え及び報酬費用の助成を行う。

122 Ｂ：改善・見直し
担当課の一元化及び業務内容の委託化については昨年度から課題となっており、社会
福祉協議会の権利擁護支援室、関係部署との協力体制について引き続き協議を要す
る。

障害福祉課 0703-07
障害者広報活動
事業

①障害者福祉のしおり：心身障害者福祉関係事業
の周知を図るため、国・都・区等の制度を記載した
冊子を隔年で発行する。
②障害者広報：心身障害者福祉手当等の給付額、
所得限度額を障害者に周知する。毎年4月1日付
でパンフレットを発行。

1,496 Ａ：現状維持

情報アクセシビリティに留意しつつ、障害者にとって必要な情報を提供できるよう工夫す
る。
なお、「障害者福祉のしおり」は隔年発行であり、３０年度は発行せず、経費の節減を
図っていく。

障害福祉課 0703-08
障害者虐待防止
対策支援事業

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対
応、その後の適切な支援を行うための関係機関連
携強化等の環境を整備する。
障害者虐待の相談・通報への対応を行う。

68 Ａ：現状維持
権利擁護の観点からも、障害者虐待の未然防止や早期発見と迅速な対応、その後の
適切な支援を行うための関係機関連携強化等の環境を整える必要がある。

障害福祉課 0703-09
障害者差別解消
法施行事業

　平成28年4月より施行された障害者差別解消法
に基づき、障害差別の解消を効果的に推進するた
め、障害者及び家族、その他関係者からの相談や
指摘を受け付ける窓口が必要となる。また、寄せら
れた指摘に対して区としてどのような対応を行って
いくのかを検討する場として障害者権利擁護協議
会を設置し、研修、周知を行う。

318 Ａ：現状維持

障害者差別解消法は、平成２８年４月に施行したばかりであり、区民や区職員が、法の
趣旨への理解を深めることができるよう、啓発活動が必要である。また、障害者への差
別についての相談や区の対応を検討する会議体として、障害者権利擁護委員会は必
要である。

障害福祉課 0703-10
心身障害者紙お
むつ支給及び購
入費等助成

紙おむつ（月130枚限度）を支給する。入院中で紙
おむつの支給ができない場合は、3か月18,000円
を限度として紙おむつ購入費を支給する。

12,271 Ａ：現状維持 対象者及び事業内容は妥当と考える。今後も現状のまま継続とする。

障害福祉課 0703-11
基幹相談支援セ
ンター事業

地域の障害者に対する障害者相談支援機能の向
上を図るため、連絡会（研修会）を開催する。
基幹相談支援センターは障害者虐待防止セン
ター、特定相談支援事業を内包する。

7,780 Ａ：現状維持 基幹相談支援センター連絡会を通して、特定相談支援の能力向上を図っている。

障害福祉課 0703-12
障害者移動支援
及び日常生活用
具等給付事業

移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者
等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余
暇活動等社会参加のための外出の際に、ヘル
パー等の派遣を行う。また、日常生活用具等の給
付は、心身障害者の日常生活を容易にするため、
特殊寝台や杖等の日常生活用具の給付及び住宅
設備改善の給付を行う。

123,021 Ａ：現状維持
障害者総合支援法に基づく法内事業（地域生活支援事業）として、地域自立支援に有
効であり、今後も、現状のまま継続とする。

障害福祉課 0703-13
中等度難聴児発
達支援事業

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難
聴児に対して、補聴器の購入費用の一部を助成す
る。

879 Ａ：現状維持 相談・申請件数等の推移を見守りながら事業を継続していく。
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障害福祉課 0703-14
発達障害者支援
事業

発達障害者（児）とその家族に対して訪問・面接・
電話等による相談を受け、適切な社会資源や関係
機関につなぐ。また、関係機関のネットワークの構
築、啓発事業の実施、区内大学と連携したカウン
セリング助成を実施する。

831
Ａ'：現状維持
（経過観察）

平成30年4月1日より開設した、発達障害者相談窓口の相談実績や効果について注視
していく必要がある。

障害福祉課 0703-15
視覚障害者外出
支援事業

　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活用により、視
覚障害者が安全に区施設を利用できるよう環境を
整備する。

539 Ａ：現状維持
新たなルートを開拓するとともに、公共施設の移転や改修に応じて、既存のデータをメ
ンテナンスして使いやすくする必要がある。

障害福祉課 0703-16
高次脳機能障害
者支援対策事業

高次脳機能障害者、家族、支援者等に対して、専
門相談員による相談支援、サービス・日中活動の
場の紹介・家族支援を行う。
区民に対しては、講演会・セミナー開催による啓発
活動を行う。区内の対応能力向上のために関係機
関連絡会運営、定期的開催による障害理解を図
る。

1,071 Ａ：現状維持
「高次脳機能障害」は、まだまだ認知度が低く、障害者サービスの谷間になる障害だけ
に、区が主体的に実施する必要がある。

障害福祉課 0703-21
知的障害者グ
ループホーム委託

障害者総合支援法外のグループホーム（生活寮）
を運営している社会福祉法人に対して、入所者1名
につき月額89,000円の委託料を支払い、施設の安
定した運営の一助とする。

3,204 Ａ：現状維持

グループホームの不足状況は継続している、一人で生活することが困難な知的障害者
が世話人とともに共同生活をし日常生活で援助を受けることにより、地域社会での自立
を図る。その推進のため、運営主体に費用を支払い、運営の安定化を図るために必要
な事業である。

障害福祉課 0703-24 障害認定審査会

障害者総合支援法に基づき設置した「障害認定審
査会」において、障害支援区分の認定を要する支
給申請について障害支援区分の審査判定を行う。
区が障害支援区分を認定し申請者へ通知する。

3,623 Ａ：現状維持
実施方法、回数等は妥当と考える。
今後も現状のまま継続とする。

障害福祉課 0703-28

知的障害者福祉
に係る相談・調査
及び指導に関す
ること

知的障害者の福祉に関する相談に応じ、各種サー
ビス等について情報提供を行い、自立と社会経済
活動への参加を促すための支援、および必要な保
護などにつなげる。

0 Ａ：現状維持 区の果たす役割は重要であり、今後も継続していくことが求められる。

障害福祉課 0703-32
心身障害者福祉
電話貸与事業

在宅の重度心身障害者の属する世帯に電話を貸
与することにより、緊急時における連絡手段の確保
とコミュニケーションの増進につなげる。

0 Ｃ：縮小
新規設置がほとんどなく、また安価な携帯電話の普及により、区から固定電話を貸し出
す必要性は薄まっている。本事業の需要が減少傾向であるならば、新規受付の終了や
携帯電話への切り替えが可能か検討を要する。

障害福祉課 0703-36
身体障害者手帳
に係る診断書等
経費助成事業

身体障害者手帳の新規取得者（住民税非課税世
帯）に対して診断書等の費用を一部助成する。

143 Ａ：現状維持
対象者及び事業内容は妥当である。
引き続き実施していく。

障害福祉課 0703-38
福祉有償運送運
営協議会

　区が指定する「ケア輸送サービス従事者研修」に
係る研修費用の一部を助成し、福祉有償運送業務
の従事者を確保し、移動が困難または移動の制約
を受けている障害者等の外出支援を行う。

89 Ａ：現状維持
障害者の移動手段を支える福祉有償運送業務に従事する者を確保し、かつ従事者の
一層のスキルアップを図るためにも、区が研修費用を助成することは、有効であるため、
現状を維持する。

障害福祉課 0703-39
支援センター業務
委託事業【新規】

障害者（児）の地域における自立生活を支援 20,364
Ａ'：現状維持
（経過観察）

東部障害支援センターは開設直後であり、東西両障害支援センターの委託による効果
検証を経た後、拡充の要否を判断する必要がある。
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障害福祉課 0703-40
障害者就労支援
事業

就労に関する相談・職場定着に関する相談を受け
る。
就労を希望する方の就労に向けての支援や生活
支援を行う。また、就職後の定着支援を行う。
障害者の雇用をしようとする事業主の方からの相談
や支援を行う。

22,484 Ａ：現状維持

障害者雇用促進法では、事業主に対し常時雇用する従業員に一定割合に相当する数
以上の障害者を雇うことを義務付けています。しかし、民間企業の雇用法定率2.0％に
は達していないことや、平成30年度からは雇用法定率が変更され障害者の自立にむけ
ての就労意欲の高まりによって、障害者の就労支援は今後も重要な役割を持つ。また、
精神障害者の雇用義務化に伴い精神障害者の就労希望者が増えており、就労支援だ
けでなく生活支援も不可欠になっているため、対応の難易度も高まり、より高い専門性
が必要となる。

障害福祉課 0703-41
チャレンジ雇用支
援事業

区（人事課）が実施する知的障害者及び精神障害
者のチャレンジ雇用（非常勤職員、チャレンジ就業
員）に対し、職場適応のための支援を行うために、
就労支援知識及び障害者支援の経験のある非常
勤職員を配置する。

3,799
Ａ'：現状維持
（経過観察）

平成29年度の一般企業への就職数がゼロであり、引き続き人事課とも連携を図り、事業
を行っていく必要がある。

障害福祉課 0703-46
障害者用ヘルプ
カードの作成・普
及

　障害者が普段から身に着け、周囲の人に支援を
求める際活用できる「ヘルプカード」及び、内部障
害や難病など外見からは分かりにくいが、配慮を必
要としていることを周囲に知らせるための「ヘルプ
マーク」を作成し、窓口での配布や障害者サポート
講座等での普及活動を行う。

508 Ａ：現状維持
３０年度は、前年度に作成した２，０００個のヘルプマークとヘルプカードを的確に在庫
管理して、配布を行っていく。

障害福祉課 0703-47
手話通訳派遣・手
話講習会事業

　課内に、手話通訳派遣センターを設置し、手話
通訳派遣の申し込みからコーディネート業務、並び
に手話通訳者講習会の定期的実施も委託してい
る。聴覚障害者の社会活動、日常生活の利便を図
るため、手話通訳者や要約筆記者を派遣する。聴
覚障害者等に対するコミュニケーション支援とし
て、手話通訳者の養成及び手話を通して聴覚障害
に対する啓発を行う。

16,929
Ａ'：現状維持
（経過観察）

手話講習会の拡充を平成30～32年度にかけて採択しており、平成33年度以降の実施
については効果検証を要する。

障害福祉課 0703-48
障害者文化活動
推進事業

　障害者美術展、としまセンタースクエアやまるごと
ミュージアムでの展示、障害者アート教室などを開
催し、障害者の作品を広く一般に公開し、障害者
の文化活動を奨励するとともに、「福祉と文化の融
合」を図る。

5,061 Ｃ：縮小
東アジア文化都市やオリンピック・パラリンピックの終了後、一部の事業は役割を終える
ため、縮小・撤退を検討する必要がある。

障害福祉課 0703-49
心身障害者移動
手段提供事業

公共交通機関では移動が困難な障害者に対して、
福祉タクシー券の交付または自動車燃料費の助成
を行う。
障害者を対象に、リフト付き乗用車の運行を社会福
祉協議会へ委託して実施する。

141,029 Ａ：現状維持 移動手段提供事業でもあるため、当面、全体の利用状況の推移を見守る。

障害福祉課 0703-52
重度心身障害者
「土曜余暇教室」
事業

重度の心身障害者に対して、ボランティア等スタッ
フ、保護者、利用者が一緒になって、様々な余暇
活動を行い、社会参加の機会を提供する。

2,668 Ｂ：改善・見直し
指標によるとボランティア参加者、本事業の利用者ともに減少傾向であり、ボランティア
募集活動のみならず、対象者へのさらなる周知が必要である。

障害福祉課 0703-53
視覚障害者の情
報・コミュニケー
ション支援事業

　視覚障害者の自宅へボランティアを派遣し、情報
収集や代読・代筆サービスを行う。またボランティア
養成のための講習会を実施する。

110 Ａ：現状維持 他にないサービスであり、視覚障害者の自立及び社会生活の参加に必要である。
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生活福祉課 0704-01
路上生活者応急
援護事業

【路上生活者対策連絡会議】　区内の鉄道事業
者、池袋駅周辺の商業施設、公共施設・道路・公
園管理者、区内各警察・消防等を委員とする会議
【合同パトロール】　池袋警察署、各鉄道事業者、
区の合同で池袋駅構内及び周辺を巡回するアウト
リーチ事業（毎月1回）

692 Ａ：現状維持

路上生活者対策は、主に大都市での社会問題となっており、路上生活者の実態を把握
し、心身の回復や社会復帰を促進していくことが必要である。そのため、区の関係部署
のみでなく、警察や鉄道事業者等の関係諸機関が協力・連携して行う路上生活者対策
連絡会議や合同パトロール、さらに、都と共同で行う巡回相談は、効果的な支援策と
なっている。

生活福祉課 0704-02
被保護者自立支
援事業

生活保護受給世帯の状況に応じた課題に対して
自立に向けた支援を行う。
①就労支援専門員支援事業　②就労意欲喚起事
業　③被保護者資産調査事業　④資産活用管理
支援事業　⑤居宅生活安定化支援事業　⑥被保
護者あんしん支援事業　⑦地域生活定着支援事
業　⑧生活保護業務支援専門員事業　⑨被保護
者金銭管理支援事業　⑩学力向上・進学支援プロ
グラム　⑪子ども・若者支援事業

111,755
Ａ'：現状維持
（経過観察）

平成29年度実績では成果指標が前年度を下回っているので、今後の事業の効果につ
いて注視していく必要がある。

生活福祉課 0704-04
被保護世帯援護
事業

生活保護受給者が地域の中で通常の日常生活を
営めるよう風呂のない世帯に対して１人年間３０枚、
母子世帯は子どもの健康・衛生環境の向上を図る
ため年間１人６０枚の入浴券を支給する。

15,577 Ａ：現状維持
現状維持の判断であるが、平成30年第二回定例会において、入浴券の支給枚数を年
間30枚から60枚に増やす補正予算を計上済み。

生活福祉課 0704-05
奨学基金援護事
業

年１回、対象者からの申請に基づき生活保護受給
世帯の入学者に５万円、在学者に３万円、児童扶
養手当受給非課税世帯の入学者に６万円、在学
者に２万円を支給する。

7,114
Ａ'：現状維持
（経過観察）

奨学基金援護事業の財源である、奨学基金が減少傾向にあり、長期的な財源の確保
について検討を要する。

西部生活福
祉課

0705-01
被保護者自立支
援事業

生活保護受給世帯の状況に応じた課題に対して
自立に向けた支援を行う。
①就労支援専門員支援事業　②被保護者資産調
査事業　③資産活用管理支援事業　④居宅生活
安定化支援事業　⑤生活保護業務支援専門員事
業

28,010
Ａ'：現状維持
（経過観察）

平成29年度実績では成果指標が前年度を下回っているので、今後の事業の効果につ
いて注視していく必要がある。

介護保険課 0706-01
給付適正化対策
事業

第４期介護給付適正化計画に基づき、給付適正化
主要５事業（要介護認定の適正化・ケアプラン点
検・住宅改修等点検・縦覧点検、医療費突合・給
付費通知）を実施するとともに、給付実績の活用や
実地指導の実施により給付適正化を進めていく。

21,094
Ａ'：現状維持
（経過観察）

今年度より拡充を行った非常勤職員配置の効果について注視し、検証していく必要が
ある。

介護保険課 0706-02
第三者評価支援
事業

第三者評価は介護サービス事業者が中立的な第
三者である評価機関から、専門的かつ客観的な立
場からサービスの内容、組織のマネジメント力など
の評価を受け、その結果を利用者に公表する仕組
みである。介護サービス事業者が第三者評価を受
審する際の費用の一部（地域密着サービス及び介
護老人福祉施設については全額）を助成する。

6,397 Ａ：現状維持
第三者評価受審支援は介護サービス事業者の客観的な評価をするものとして、現在の
ところ最適の事業である。特定財源を利用し今後は、地域密着型サービス事業所の受
審数を増やしていくようにする必要はあるが、現在最も効率的かつ有効な支援である。

介護保険課 0706-07
介護支援専門員
支援事業

住宅改修の理由書を作成した者のうち、介護報酬
で対応できない者が作成した理由書１件につき
2,000円を支給する。

208 Ａ：現状維持

この事業は制度運営上必要な事業であり、通常、ケアプランを作成している介護支援専
門員等の報酬として支払われる介護報酬に含まれている「住宅改修理由書」について
ケアプラン作成が行われていない被保険者について作成された場合、無報酬となって
しまうことを避けるため継続していく必要がある。
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介護保険課 0706-09 収納事務

第1号被保険者の保険料は原則特別徴収である
が、2割弱を占める普通徴収の収納率向上が、介
護保険財源の確保と被保険者間の公平性を担保
していく上で重要な課題となっている。収納率向上
に向け利便性のあるコンビニ収納や口座振替の推
進をはかるとともに、納付案内センターによる電話
催告・訪問催告、職員による文書催告・電話催告・
訪問催告・財産調査による滞納処分等の積極的な
収納対策を展開していく。

19,822
Ａ'：現状維持
（経過観察）

平成29年1月より導入した滞納管理システムによる効果を検証し、今後の事業のあり方
を検討する必要がある。

介護保険課 0706-44
選択的介護モデ
ル事業

国家戦略特区の仕組みを活用して、介護保険サー
ビスと保険外サービスをより柔軟に組合わせた提供
を可能にすることにより、利用者の利便性や介護
サービスの提供効率の向上等の効果を目指す。モ
デル事業は平成30年度から32年度まで実施し、効
果等の検証を行う。

3,713
Ａ'：現状維持
（経過観察）

拡充についてはモデル事業の実施状況を見たうえでの判断を要するとともに、モデル
事業の効果検証が必要である。
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地域保健課 0801-01 がん検診事業

区民を対象として、胃がん、肺がん、大腸がん（通
年実施）、子宮頸がん、乳がん、前立腺がん（5月
～1月）検診を実施するとともに26年には20歳と40
歳には胃がんリスク検診（ピロリ菌抗体検査、胃が
んリスク検診）や30、36、40歳には子宮頸がん併用
のHPV検査を導入し、がん検診の普及啓発・受診
勧奨を実施。さらに28年度より、胃がんリスク検診
（ピロリ菌抗体検査、胃がんリスク検診）対象者に30
歳、50歳の区民を追加し、がん発症リスクを調べる
ことで、がん検診受診意欲を向上させる。29年度
は、大腸がん検診受診案内を体の健診案内のタイ
ミングと合わせ、同時に受けていただくことを推奨し
た。

444,589
Ａ'：現状維持
（経過観察）

受診票を送付前に、受診していない方から受診しない理由を返信してもらうなど、受診
を希望しない理由が次回以降受診券送付しない明確な理由である場合には受診券を
送付しないなど効率的な方策の検討も進めて欲しい。

地域保健課 0801-02
豊島区B型・C型
肝炎ウィルス検査
事業

平成14年以降肝炎ウイルス検査を受けたことがな
い20歳以上の区民に対し、Ｂ型、Ｃ型肝炎の陽性
反応を確認するウイルス検査事業を実施する。
また、未受診者に制度を周知するために、がん検
診と合わせて勧奨する。

4,363 Ａ：現状維持

肝臓がんの予防に寄与する検診であるため、がん対策の一環として今後も引き続き実
施する必要がある。
実施後の陽性者に関するフォローについて、システム上で地域保健課、健康推進課の
２課が常に共有できるようになり、検診後の経過を把握もスムーズにでき、陽性者連携に
ついては、１００％つなげている。

地域保健課 0801-04
がん対策基金関
連事業

がんの正しい知識（予防やがん情報の見方）やが
ん検診の重要性に関する普及啓発事業の実施
普及啓発事業やがん検診受診率の向上に活用す
ることを目的とするがん対策基金の積み立て

155 Ｂ：改善・見直し 基金が集まらない状況なので、基金を集められる方策を検討して欲しい。

地域保健課 0801-06
福祉健康診査事
業

40歳以上の生活保護受給者及び「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」による支援給付金対象者、東
日本大震災被災者に「特定健康診査」に準じて健
康診査を行う。

14,209 Ａ：現状維持

健康診断実施後の健康増進の取り組みについて、平成30年度より生活福祉課にて、計
画的な保健指導を実施予定。これまで保健指導は、希望制であったが、1年度に1～2
名の利用しかなく、健診フォローに力を入れていなかったため、健診後の就労支援や医
療費削減につながっていなかった。今後は、生活福祉課と連動して、健診後のフォロー
について、成果を確認していきたい。

地域保健課 0801-07

特定健康診査・特
定保健指導事業
（一部国民健康保
険事業会計）

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40～
74歳の豊島区国民健康保険被保険者を対象とし
て、生活習慣病の予防に着目した特定健康診査
及び特定保健指導を実施する。

258,049
Ａ'：現状維持
（経過観察）

受診票を送付前に、受診していない方から受診しない理由を返信してもらうなど、受診
を希望しない理由が次回以降受診券送付しない明確な理由である場合には受診券を
送付しないなど効率的な方策の検討も進めて欲しい。

地域保健課 0801-08
介護老人施設入
所者健康診査事
業

区内の特別養護老人ホーム、老健施設（区内の
み）に入所している方に対し、健康診査を実施す
る。

10,691 Ａ：現状維持

健診項目を同時実施することで、コスト等の効率化を図っている。
平成28年度より東池袋桑の実園、平成30年度には、アバンセ追加され、さらに対象者
が拡大した。
1施設より、各部屋にポータブルレントゲンを移動して、撮影するサービスを追加してほ
しいとのことだったが、現状、車いすなどで会議室に対象者を連れてきていただいてお
り、実施できている。会議室等1部屋をレントゲン専用部屋として設置したほうが、時間も
費用も掛からず、他の施設から同様の要望がないため、効率且つ費用対効果を勘案
し、採用しないこととした。

地域保健課 0801-09
骨粗しょう症検診
事業

40歳から70歳までの5歳ごとの節目年齢の女性に
対し、骨密度測定を実施し、医師会の協力医療機
関にて問診を含めた骨粗しょう症に対する総合診
断と相談・指導を実施している。

10,930
Ａ'：現状維持
（経過観察）

Web予約による受診向上の今後の動向や、案内文等の改善による、医師の診断につな
がる割合を増やしていく取組経過を観察していきたい。
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地域保健課 0801-10

後期高齢者医療
事業健康診査関
係経費（後期高齢
者医療事業会計）

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期
高齢者医療制度加入者を対象として、生活習慣病
の予防に着目した長寿健康診査を実施する。

173,848 Ａ：現状維持

高齢化社会における健康政策としては非常に重要な政策である。今後も、地区医師会
等との堅密な連携を維持しつつ事業を実施していく。また、高齢者の生活習慣病予防
について、フレイル予防を主眼においた、総合的施策を構築するために様々な他の施
策との連携をすることが重要であり、取り組むべき課題を早急に抽出していくことが急務
である。

地域保健課 0801-11

糖尿病重症化予
防等医療費適正
化事業（国民健康
保険事業会計）

糖尿病の発症・重症化予防による医療適正化を目
的に、糖尿病予防のための保健指導・糖尿病高リ
スク者の医療機関への受診勧奨支援を実施。

26,574
Ａ'：現状維持
（経過観察）

29年度末の第二期データヘルス計画による地域診断、医療費分析を含めた評価、平
成30年度に医師会と検討している腎症予防事業の動向を見極めたい。

地域保健課 0801-12
健康チャレンジ！
事業

ポイントカードを発行し、健康講座等のチャレンジ
プログラムに参加した方にポイントを付与する。ま
た、一定のポイントを貯めた方を対象にチャレンジ
応援団となっている企業が提供する商品が当たる
抽選会を実施した。27年度より規定のポイントが貯
まるごとにマイレージカードと交換し、地域商店街
の協賛店にてサービスが受けられる仕組みに変
更。頑張れば、頑張っただけ、楽しみながら健康づ
くりに参加できる事業。

3,050
Ａ'：現状維持
（経過観察）

講演会事業についての委託化検討など、今後の動向を見極めたい。

地域保健課 0801-13 食育の推進
区民の食に関する意識を高めるために、イベント・
講座・食のコンクールを開催し、食に関しての情報
を広く周知させる。

1,088 Ａ：現状維持

食の講演会、コンクール、イベントを連動させることで、食育という大きなテーマの中で、
各年の目指すべき報告が定まり、区全体のまとまりもでき、効果的に情報発信することが
できている。また、地域の専門家「街の巨匠」を招いた講習会も定着し、様々な講師
（シェフ）が積極的に参加してくれるようになり、盛況なプログラムが続いている。
平成29年末には、豊島区食育推進プランを改定し、取組事業を明確にするとともに、更
なる横断的な連携により、食育推進できることを目指している。

地域保健課 0801-14 歯周病検診事業
7～11月に40～80歳までの5歳刻みの年齢の区民
を対象に、歯周疾患病予防のために検診を実施。

21,816 Ｂ：改善・見直し 受診率が低い要因の分析及び改善策を検討して欲しい。

地域保健課 0801-15
障害者等歯科診
療事業

在宅の要介護高齢者に対する訪問診療の他、心
身に障害のある方及び要介護高齢者で通院可能
な方を対象にあぜりあ歯科にて診療を実施。

41,189 Ａ：現状維持
27年度より、妊婦歯科検診や歯周疾患検診など新たな客層の受け入れが可能となり、
更には、28年度には口腔がん検診も実施され、利用者も大幅に増加した。事業拡大の
必要性は高い。しかし、経費については現状の水準を維持している。

地域保健課 0801-17 健康危機管理

新型インフルエンザ等の感染拡大防止や首都直
下地震等、大規模災害発生時に備えた医療救護
体制の構築を目指して、定期的に三師会、病院等
関係団体と検討会議を開催し、情報を共有し、課
題に対する協議を行う。また関係団体と合同の医
療救護活動訓練を実施し、連携を強化する。

680 Ａ：現状維持

新型インフルエンザ等強毒性感染症対策や、大規模災害発生時に備えた医療救護体
制の構築に関しては、初動対応マニュアルの作成、医療救護所の整備、医療救護活動
従事スタッフの登録制度創設、区内病院との災害時協力体制に関する協定の締結、三
師会との合同訓練実施、豊島区社会福祉協議会等との緊急車両の提供に関する協定
の締結など、着実に前進している。しかし、解決すべき課題が多義に渡っているため、
今後も引き続き関係団体や近隣区と連携の上、整備を進めていく必要がある。

地域保健課 0801-18
在宅医療連携推
進会議・在宅医療
相談窓口事業

医療や介護が必要な人が身近な場所で適切な
サービスが受けられる仕組みづくりと医療連携体制
の構築を目的として、在宅医療連携推進会議及び
部会を開催する。在宅医療相談窓口を設置し、在
宅医療を支える多職種の連携体制を構築する。ま
た、研修事業等の開催により、関係スタッフのレベ
ルアップを図る。

22,963
Ａ'：現状維持
（経過観察）

在宅医療を必要とする患者数の推移・ニーズの把握など、関係機関と連携し事業検証
を実施
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地域保健課 0801-19
休日診療・夜間小
児初期救急診療
事業

三師会への委託により、土日、祝日、年末年始に
休日診療を実施（医科・歯科・調剤）。また、平日の
午後8時～11時に、都立大塚病院内において15歳
までの方を対象として、平日準夜間小児初期救急
診療事業を実施（小児科）。

72,124 Ａ：現状維持

本事業は、区民に安心して身近な救急医療サービスを提供する取り組みであり、区民
にとって重要なセーフティネットの役割を果たしている。区と三師会、都立大塚病院との
連携体制も構築されており、事業運営に係る課題等についても、随時対応できる仕組
みが出来ている。引き続き、各機関との連携を密にし、充実を図りたい。

地域保健課 0801-20
在宅歯科医療相
談窓口事業

医療や介護が必要な人が身近な場所で適切な
サービスが受けられる仕組みづくりと医療連携体制
の構築を目的として歯科相談窓口を設置する。

5,421
Ａ'：現状維持
（経過観察）

在宅医療を必要とする患者数の推移・ニーズの把握など、関係機関と連携し事業検証
を実施

地域保健課 0801-22
豊島健康診査セ
ンター運営助成事
業

医療法人財団豊島健康診査センター補助金交付
要綱に基づき、機器のリース料等の一部を助成。

72,651 Ｂ：改善・見直し

経営評価委員会を開催し、今後のとしま健康診査センターの方向性については、「公共
性の高い事業の存続性は高いが、民間でも可能な事業については、廃止や縮小を考
えるべきとの方針や、客観的な指標を用いた継続的な評価検証が必要であるとした。保
健指導事業については、拡大傾向であり、今後も医療費抑制に向けた積極的な取組を
区に提案するなど、区民の健康づくりの場の確保に向けて推進していく。」などの評価を
受けた。一定程度の黒字にはなっているが、更なる事業の経費や人件費等の精査は必
要。
以上の評価を受け、できるところから改善する。

生活衛生課 0802-01
食品衛生関係経
費

食品関係施設の許可・届出・監視指導、食中毒調
査、苦情処理を実施する。
食品衛生意識向上のため、講習会を実施する。

19,632 Ａ：現状維持

監視指導の対象である食品関係の営業者数は、ほぼ横ばい傾向であるが、食品関係
の特性として新規参入者や外国人の営業者も多い。さらに、生や生に近い状態で提供
される鶏肉等によるカンピロバクター食中毒や、ノロウイルスによる食中毒、更に魚類の
生食によるアニサキス食中毒が増加しており、より効率的な監視指導が必要である。今
後も食品衛生協会等の団体とも連携を図りながら、法令に基づき、適切に監視指導を
実施している。

生活衛生課 0802-02
医務・薬事関係経
費

開設、更新時及び一斉監視事業等により立入検査
を実施する。

3,962 Ａ：現状維持
法律に基づき、医療関係施設及び薬局等に対する指導、啓発を着実に実施しており、
今後も継続していく。

生活衛生課 0802-03
環境衛生関係経
費

開設時、設備変更時及び一斉監視事業等により立
入調査を実施する。

4,807 Ａ：現状維持

衛生六法に関わる施設（理・美容、浴場、クリーニング所、旅館、興行場、プール、特定
建築物など）においては、これまで区民の健康安全を守るため高い水準での衛生を担
保している。３０年度においては、加えて住宅宿泊事業への対応と、今後増大するであ
ろう外国人観光客を迎えるにあたり、トコジラミ対策等の強化も必要である。

健康推進課 0803-01
としま鬼子母神プ
ロジェクト

区内在住・在勤・在学の女性を対象に、産婦人科
医師等専門職による「女性のための専門相談」、母
子保健情報の提供、赤ちゃん訪問後のフォロー訪
問、啓発セミナーを実施し、結婚、妊娠、出産、子
育てと切れ目のない支援の充実に取り組む。

8,254
Ａ'：現状維持
（経過観察）

保健所移転のあるので、公民連携で効果的に事業展開できる仕組みの構築

健康推進課 0803-02
女性のしなやか健
康づくり

若い世代の女性区民を主な対象として、骨太健
診・女性のための健康教室・乳幼児健診を活用し
た骨密度測定及び栄養指導などを開催。本人だけ
でなく、家族の健康への意識づけ、みずから健康
づくりを実践できる人を増やすことをめざす。

3,627
Ａ'：現状維持
（経過観察）

としま鬼子母神プロジェクト事業との連携を図りながら進めている内容検討・充実並びに
周知方法など集客の工夫の実施による効果を確認したい。

健康推進課 0803-03
生活習慣病予防
健診

就学・就労先で健康診断の機会がない20～39歳
の区民を対象に、血液検査、尿検査、体組成成分
測定、生活習慣病予防ミニ講座を行う。

1,963
Ａ'：現状維持
（経過観察）

生活習慣病の発症予防・重症化予防のため、定期的な受診勧奨の方策を検討し受診
率の向上の検討を進めて欲しい。

36/62



課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

健康推進課 0803-04
妊婦健康診査・妊
産婦歯科健康診
査

妊婦に対し妊婦健康診査受診票を交付し、受診票
記載事項について全額公費負担する。また妊娠中
から出産後または妊娠終了後1年に至るまでに1
回、区内の実施歯科医療機関で受診に対しても公
費負担する。
※平成27年度妊産婦歯科健診は、妊娠届出者に
加えて産後1年未満も対象とし、受診票を送付し
た。

190,361
Ａ'：現状維持
（経過観察）

歯科検診の受診率を向上させる方策の検討を進めて欲しい。

健康推進課 0803-05 母親学級

母親学級　初めての出産を迎える妊婦を対象に平
日3日制で毎月実施　内容：妊娠中の生理や栄
養、お産の準備や産後の生活、沐浴実習、歯科衛
生についての講義や演習。
パパママ準備教室（両親学級）　初めてパパママに
なる区民を対象に週末に実施　内容：妊婦体験、
沐浴実習など父親になる自覚と準備について

809 Ｂ：改善・見直し
就労中の妊婦の利便も考慮し、業務委託による土・日曜日の母親学級及び両親学級の
開催の検討を進めて欲しい。

健康推進課 0803-06
乳幼児健康診査・
相談・訪問

対象児に対し、「母子保健法」「豊島区乳児健康診
査（6か月児・9か月児）実施要綱」「豊島区1歳6か
月児健康診査実施要綱」に基づき、健康診査及び
保健指導・歯科健康診査・栄養相談・心理相談を
実施する。6～7か月児健康診査、9～10か月児健
康診査については、東京都内の協力医療機関に、
1歳6か月児健康診査の内科健診については、豊
島区内の実施医療機関に健診を委託している。
また、4か月までの乳児がいる家庭を助産師または
保健師が訪問する赤ちゃん訪問や、区民ひろばな
どで保健所職員が相談に応じる出張育児相談を実
施。

62,591 Ａ：現状維持
母子保健法に基づき子どもの発育・発達をチェックする重要な事業である。子どもの健
診だけではなく母親の育児支援も実施しており、虐待予防の面からも重要な事業であ
る。出生数も増加傾向にあり、効率的で質の高い健診を維持する必要がある。

健康推進課 0803-07
幼児歯科健康診
査

むし歯予防・食育対策、保護者への正しい知識の
普及啓発を健診事業、健康教育事業の中で行う。

7,979 Ａ：現状維持

豊島区歯と口腔の健康づくり推進条例、同計画に基づいた事業であり、計画の目標で
ある、区民一人ひとりが主体となって、歯と口の健康を保ち、いつまでも元気でいきいき
と暮らす体制を作るには、乳幼児期からのアプローチが必須であり、区の保健医療福祉
サービスを行うことが必要である。

健康推進課 0803-09 栄養指導

○豊島区健康プラン（食育推進プラン）に基づき、
食を通じて心身ともに健康な区民を増やすことを目
的に、正しい知識・情報を発信し、対象にあわせた
実践方法のヒントを提供する。
・食育講演会：食育に関するテーマを設け、広く区
民向けの講演会を実施
・栄養指導講習会：離乳食講習会・子育てママの
食育講習会、その他乳幼児向け講習会等、子育て
世代を中心とし、講習会（講話・レシピ紹介等）を実
施する
・栄養技術講習会：区内特定給食施設等に勤務す
る栄養士等へ講習会を実施することで、各施設対
象者に給食提供を通じ健康づくりに繋げる

1,054 Ａ：現状維持 法的根拠に基づく事業であり、特定財源の歳入もある。
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健康推進課 0803-10
豊島区特定不妊
治療費助成事業

平成29年7月より開始した事業。不妊治療を受ける
夫婦の経済的負担の軽減を図るため、「東京都特
定不妊治療費助成事業」の承認決定を受けている
区民に対し、特定不妊治療（体外受精及び顕微授
精、男性不妊治療）にかかった保険適用外の治療
費の一部を助成する。

4,451
Ａ'：現状維持
（経過観察）

事業PRなど今後のニーズを把握する方策の検討を進めて欲しい。

健康推進課 0803-15
精神保健対策・相
談

精神疾患についての正しい知識の啓発を行うととも
に、精神疾患が疑われる者並びに関係者に対し、
専門相談（精神科医・精神保健福祉士）を行なうと
ともに、随時、保健師等による相談、訪問活動を行
う。

959
Ａ'：現状維持
（経過観察）

相談件数は徐々に増加している。状況を見て、支援体制を整えていく必要がある。

健康推進課 0803-16 自殺うつ病予防

自殺・うつ病に関する相談窓口の周知と関係機関
の連携強化、ゲートキーパー講座の実施、自殺未
遂者支援を行っている。平成30年度は、(仮称)豊
島区自殺対策計画を策定するために、会議体委員
を拡大して検討する。

2,083
Ａ'：現状維持
（経過観察）

３０年度は、自殺対策計画の作成を行うという事なので、効果的な対策はないか検討を
進めて欲しい。

健康推進課 0803-17 健康危機管理

新型インフルエンザ等の感染症拡大防止に備えた
医療体制の構築を目指して、定期的に三師会、病
院等関係団体と検討会議を開催し、情報を共有
し、課題に対する協議を行う。また関係団体と合同
の初動対応訓練を実施し、連携を強化する。

244 Ａ：現状維持

新型インフルエンザ等対策に備えた医療体制の構築に関しては、住民接種マニュアル
の作成や、三師会等との合同訓練の実施など、着実に前進しているが、解決すべき課
題は多義にわたっているため、今後も引き続き関係団体や近隣区と連携し、整備を進め
ていく必要がある。

健康推進課 0803-18

災害時における在
宅人工呼吸器使
用者に対する支
援事業

在宅人工呼吸器使用者に対する「災害時個別支
援計画」の作成を訪問看護ステーションに委託し、
円滑な計画作成とともに、病状変化に的確に対応
した計画修正と発災j時を想定した訓練等を実施す
る。

430 Ａ：現状維持

都では、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針」をまとめ、各区に対して人工
呼吸器使用者の個別支援計画の作成を推奨している。訪問看護ステーションは、人工
呼吸器使用者の医療ケアのため定期的に訪問し、人工呼吸器使用についての相談に
も応じている。事業を訪問する看護ステーションに委託することで、患者や家族にとって
も負担感が少なく、計画や訓練等が行いやすい。昨年度より委託事業として開始したば
かりであり現状維持とした。

健康推進課 0803-19 予防接種

感染症による死亡や重症化を防ぎ、集団感染の拡
大を防ぐため、対象者に個別通知し任意予防接種
の費用助成するなど、定期・任意予防接種率の向
上を図る。
妊娠を希望する女性等の風しん抗体検査費用を
全額助成し、風しん感受性者への任意予防接種費
用を全額助成する。

739,410
Ａ'：現状維持
（経過観察）

接種率向上のためのPRなどの工夫の検討を進めて欲しい。

健康推進課 0803-20 感染症対策

結核・性感染症等の感染症の早期発見、感染拡大
防止のため、HIV（エイズ）／性感染症検査・相談
およびB型・C型肝炎ウィルス検査、結核健診・結核
患者服薬支援等を実施する。
若年層を対象とした健診通知に検査案内及び感
染症情報を同封する等して、感染症に対する正し
い知識の普及・啓発を行なう。

12,289 Ａ：現状維持

HIV（エイズ）／性感染症について、特に梅毒の増加が続いている現状があり、早期発
見や若年層に対する正しい知識の教育を充実させる必要がある。
日本語学校生など結核のハイリスク者に対する健診で早期発見し、適切な医療受診に
つなげていることで、区内のまん延を防止している。

健康推進課 0803-21
ゆりかご・としま事
業

東京都の「ゆりかご・とうきょう事業」の補助金を活用
し、妊娠期は助産師又は保健師が、出産後は保育
士等が面接し、面接時それぞれに育児パッケージ
を交付する。

17,729
Ａ'：現状維持
（経過観察）

土曜日のゆりかご面接実施など面接率の向上を進めて欲しい。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

長崎健康相
談所

0804-01
としま鬼子母神プ
ロジェクト

結婚・出産・子育てと切れ間のない支援を充実し、
子育て世代の定住を促進する。
ここでは、ライフプランに関するセミナーを開催して
知識の普及啓発を図る。

8
Ａ'：現状維持
（経過観察）

保健所移転のあるので、公民連携で効果的に事業展開できる仕組みの構築の検討を
進めて欲しい。

長崎健康相
談所

0804-02
女性のしなやか健
康づくり

女性の生涯を通じて、また、家庭の健康づくりを推
進するため、骨密度測定や運動実技を中心とした
健康づくり教室を実施する。

737
Ａ'：現状維持
（経過観察）

としま鬼子母神プロジェクト事業との連携を図りながら進めている内容検討・充実並びに
周知方法など集客の工夫の実施による効果を確認したい。

長崎健康相
談所

0804-04

乳幼児健康診査・
相談・訪問（こんに
ちは赤ちゃん事
業・母子保健対
策）

3～4か月児・1歳6か月児・3歳児を対象に健診を実
施し、歯科健診、保健指導、栄養指導を併せて実
施。
生後４か月までの乳児がいる全家庭を保健師また
は助産師が訪問し、保健指導を及び育児支援を実
施。

12,287 Ａ：現状維持

母子保健法に基づき子どもの発育・発達をチェックする重要な事業である。子どもの健
診だけではなく母親の育児支援も実施しており、虐待予防の面からも重要な事業であ
る。出生数も増加傾向にあり、効率的な運営を検討するとともに、質の高い健診を維持
する必要がある。

長崎健康相
談所

0804-05
幼児歯科健康診
査

乳幼児をむし歯から守るために適切な予防指導、
早期予防処置を行う。

1,560 Ａ：現状維持

平成26年3月に豊島区歯と口腔の健康づくり推進計画を策定し、鬼子母神プロジェクト
事業で結婚、出産、育児と切れ目のない支援を行うために歯科保健のさらなる充実が
求められており、現状の実績を維持しながら、事業の効率化を図る必要がある。
また平成27年4月より、妊産婦と子の歯と口腔の健康づくりを支援するため、妊産婦にお
いては身近な歯科医院で受診できるように、妊産婦歯科健診の委託を実施し、健診事
業のサービス向上に努めている。
事業の拡充が望まれる部分はあるが、担当者の配置を含めた検討が必要であり、現段
階では現状維持とした。

長崎健康相
談所

0804-06 栄養指導
離乳食講習会や食育講習会及び、母親学級など
において食材や調理を媒体とした講習会を実施す
る。

898 Ａ：現状維持

母子保健法、健康増進法、食育基本法に基づき実施している事業である。
食育や生活習慣病予防のための栄養指導講習会の必要性や実施の要望は高く、食
材、調理を見ての講習会は好評である。
会場の関係や移転の影響、対応する担当者数などの問題点があることから、現状維持
とする。

長崎健康相
談所

0804-07
精神保健対策：相
談

精神的に障害を有する者や関係者に対し、専門医
による相談を実施するとともに、随時、保健師等に
より相談や訪問指導を行う。
また、自立支援医療費制度による通院医療費の公
費負担申請、患者票等の受理経由事務、精神障
害者保健福祉手帳申請・交付を行う。
普及啓発としては、こころまつりを開催している。

673 Ａ：現状維持

精神障害者福祉手帳や自立支援医療（精神通院）の申請は年々増加しており、精神保
健対策の必要性は極めて高い。
専門医相談だけでなく、保健師による随時の相談、普及啓発イベントの開催等、効率
性、有効性は相談者ひいてはその家族、地域にとっても非常に重要である。

長崎健康相
談所

0804-08 健康教室

生活習慣病の予防や健康増進等、健康に関する
正しい知識の普及を図る。
自らの健康は自ら守るという認識と自覚を促し、健
康の保持増進を図るため、各教室や講演会等を実
施する。

33
Ａ'：現状維持
（経過観察）

区民の健康への意識が高まってきており、健康の保持増進を図るうえでも重要な事業
である。メタボリックシンドローム予防教室は効率的に実施できており、参加者にも好評
である。
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課名 No. 評価事業名 事業概要
29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

子ども若者
課

0901-01
子どもの参画推進
事業

「子どもの参画推進事業」として「としま子ども大学」
立教大学、「としま子ども寺子屋」大正大学と協働
実施。それぞれ大学の個性を生かした年間プログ
ラムを計画し、参加を通して、子どもの権利に関す
る条例に基づいた自分の意見を表明すること、社
会参加・参画する機会の保障

71 Ｂ：改善・見直し
目標値と実績の乖離が大きく、執行率も低い状況である。今後の目標値を低く設定して
いることに伴い、執行率の低い予算規模も下げることも検討する必要がある。

子ども若者
課

0901-02
子ども地域活動支
援事業

子どもが地域社会の大事な担い手として、地域活
動に参加できるように、実践の機会を提供し、参加
支援を行う。
・ジャンプ東池袋では、中高生がそれぞれの特技
を生かして、一緒に遊んだり、食事を提供したりし
て、乳幼児親子を「おもてなし」する。（27.28年度は
介護体験）
・ジャンプ長崎では、中高生が自主企画をとおし
て、自分の「得意な事」「やりたい事」を実現させ、
それを地域ニーズとマッチングさせることで、地域
活動につなげた。平成29年度は保育園などでボラ
ンティアとして活動を行った。

200 Ａ：現状維持
活動に参加する中高生は年々増加しており、目標値をほぼ達成している。引き続き、地
域団体等の協力を得ながら、活動の機会づくりと参加促進の支援等を行う。ただし、現
状の予算では、参加人数の増加分を飲みこめない状況にあり、活動の拡大は厳しい。

子ども若者
課

0901-03
中高生センター管
理運営経費

中高生などの居場所を提供して、自らの意志で自
主活動をコーディネートできるように支援する。
中高生などが抱える様々な悩みに対して、相談を
受け適切な機関に繋げるなどの支援をする。
中高生の「いま」を理解してもらえるよう情報を発信
して、地域からの支援が得られるようにする。

7,420
Ａ'：現状維持
（経過観察）

日曜開館の実施に関するアンケートを取るなどにより、成果指標を明確にして、事業の
成果を測りながら今後の事業展開を検討していく。

子ども若者
課

0901-04 プレーパーク事業

・子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験ができる
プレーパーク（冒険遊び場）の運営。水～日・祝に
常設の池袋本町プレーパークを開設するほか、季
節ごとのイベントを実施。
・他地域の公園や民間施設を利用した出張プレー
パークの開催。

6,505
Ａ'：現状維持
（経過観察）

出張プレーパーク利用者の人数は増加しているが、常設の利用者は減少している。事
業委託料が増加することで利用者数は増加することが見込まれるが、利用者数だけで
なく、利用者満足度の指標を設定することで、適切な事業規模を見定めていくことが必
要と考えられる。

子ども若者
課

0901-05
青少年育成委員
会

青少年育成委員並びに青少年育成委員会連合会
への助成。地区青少年育成委員会会長会の開
催、研修会の開催、活動報告書の作成。

7,821
Ａ'：現状維持
（経過観察）

研修会参加人数が大きく減少している要因を検証し、参加者の募集や開催方法等を見
直すことも考えていく必要がある。

子ども若者
課

0901-08
子育て人材開発
支援事業

地域の子どもや子育て家族を見守り、支える事に
関心を持つ区民に子ども若者課が実施する「子ど
も講座」を受講してもらう。講座を一定程度（実施回
数の3分の2以上）受講した区民の中で希望する人
を「子ども支援サポーター」として登録する。区内の
施設でボランティア活動を体験する中で子どもやそ
の保護者と関わることにより、地域子育て人材の核
として活躍してもらう。

64 Ｂ：改善・見直し

昨年度も受講者の減少を課題に挙げており、その対応も行っているが、結果として受講
生の増加には結びつかず、さらに減少している。受講生を増加して裾野を広げていくの
か、既存の受講生に対してより質の高い講座を実施していくのか、事業の方針を整理し
ていく必要がある。

子ども若者
課

0901-09
保護司会関係経
費

・保護司の活動の充実を図るため、研修会、講演
会、社会を明るくする運動への参加に対して、助成
及び支援
・更生保護サポートセンター及び「青少年相談」の
運営支援

3,723 Ａ：現状維持
保護司会として更生保護や青少年の非行防止、健全育成活動、相談会など地域に必
要な活動を行っている。安全・安心なまちづくりには欠かすことができない団体であり、
継続して安定的な活動ができるよう、支援をする必要がある。
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（千円）

最終評価 評価要旨

子ども若者
課

0901-12
子どもの未来応援
関係経費

○平成28年度に実施した「東京都子供の生活実態
調査」の調査票データを活用し、豊島区における
子どもの貧困の実態とその背景、子どもの貧困に
資する施策の可能性を分析する。
○学識経験者、地域団体、NPO、学校、行政で構
成する「子ども・若者未来応援あり方検討会」を設
置し、上記調査結果を踏まえ、貧困対策を含む子
ども・若者支援のあり方について検討し、取り組み
の方向性を報告書にまとめる。

3,742 Ｄ：終了

平成30・31年度に「豊島区子どもプラン」及び「豊島区子ども・若者計画」を改定するに
あたり、それらを統合し、「子どもの権利推進計画」を加え、子ども・若者に関する「総合
計画」として策定することとした。その際に子ども・若者の実態把握のための調査やヒアリ
ングを行うとともに、今回の調査分析結果や子ども・若者未来応援あり方検討会報告書
の方向性を踏まえ、子どもの貧困対策を盛り込んだ計画とする。

子育て支援
課

0902-01
児童発達支援事
業

西部子ども家庭支援センターにおいて、乳幼児の
発達上の相談に応じると共に、発達を促す療育プ
ログラムを実施する。また、周囲の理解が難しく、二
次障害につながりやすい発達障害をもつ子どもと
その家族の支援に向けた体制づくりを関係機関と
連携の上、行う。

44,719 Ｓ：拡充

早期発見プログラムや関係機関（保健所・保育園・幼稚園など）からの療育の需要が増
加傾向にある。また。個別専門療育の需要も激増する中、区内にある民間療育施設と
の連携や関係部署との役割分担を図り、児童発達支援事業の充実強化が不可欠と
なっている。33年度の本区児童相談所の設置にむけて、障害児の相談対応は、児童相
談所の業務でもあることから、児童発達支援事業の必要性はこれまで以上に高まって
いる。

子育て支援
課

0902-03
子ども虐待防止
ネットワーク事業

児童福祉法に基づく「要保護児童対策地域協議
会」を設置し、ネットワークの活用により児童虐待の
発生予防・早期発見・重篤化防止の対策を推進す
る。

15,817 Ａ：現状維持

Ｈ29は警察ＯＧを虐待対策コーディネーターとして採用、職員配置も増員し、急増して
いる「居住実態が把握できない児童」の調査と虐待、相談ケースに対応した。対応ケー
スが分散された事で早期対応とケース対応の時間が増加、また要保護児童対策地域
協議会を通じ継続的な関係機関との連携もあり虐待改善率が上昇した。

子育て支援
課

0902-07
ひとり親に対する
貸付・就労支援事
業

・母子家庭の母、父子家庭の父（又はその扶養す
る児童）に対し、経済的自立の援助と生活意欲の
助長を図るための資金（事業開始資金他１１資金）
の貸付や就職に有利な資格取得を支援する給付
金を支給する。

3,546 Ａ：現状維持

当該事業は、ひとり親家庭の経済的な援助を図るために、就労に有利な資格等を習得
する給付金を支給するものであり、母子及び寡婦福祉法の一部改正により平成26年10
月からひとり親家庭の施策が拡充されている。給付率が少ない現状にあたっては、事業
の周知等も考慮するなかで、潜在的なニーズに対応するうえで、現状規模での事業継
続は必要である。

子育て支援
課

0902-08
ひとり親家庭等の
子どもに対する学
習支援事業

ひとり親家庭等の子どもが継続的に利用できる学
習の場を提供し、学習面のみならず生活面での支
援を行う。またその親への面接相談を行い、必要な
支援につなげる。

9,048 Ａ：現状維持
本事業の利用者数は一時的に減少したが、困難を抱えるひとり親家庭に対し、生活の
安定と自立のために経済的支援を行う重要な事業である。問い合わせ相談が増加して
いることから事業の現状維持は必要である。

子育て支援
課

0902-09
子ども家庭女性相
談事業

配偶者等による暴力から逃げてきた被害者を一時
保護し、安定した生活が送れるよう支援する。母
子・寡婦、売春を行う恐れのある女性等及び要保
護児童に対し、他機関との連携をもとに相談指導、
援助を行い、安全かつ安定した生活が送れる状態
にする。ひとり親家庭全般の相談を受け、生活の支
援を実施する。

12,580 Ａ：現状維持

子ども家庭女性相談の中でもとりわけひとり親家庭の相談件数が増加している。国やと
もその施策の充実、強化は図られており、相談窓口の周知、支援の強化を図るために
「ひとり親家庭支援センター」を設立し、相談体制を整備した。また、ＤＶ被害者の保護
など緊急対応もあり、数には表れないが困難ケースも増加している。相談者に寄り添うき
め細やかな相談、支援のために少なくとも本事業は現状維持の必要があると考える。

子育て支援
課

0902-10
児童虐待対応力
強化事業  【新規】

平成３３年度の児童相談所設置に向け、虐待対策
コーディネーター、虐待対応協力員、弁護士を採
用し、虐待対応力の強化を図る。

8,780
Ａ'：現状維持
（経過観察）

29年度の新規事業として実施しており、今後の判断は、30年度の予算執行状況や実施
による成果を踏まえて検討していく。

子育て支援
課

0902-11
社会的養護基盤
構築事業　【新規】

社会的養護実現のための基盤構築を目指し、里親
支援担当職員の育成、社会的養護の制度につい
ての普及・啓発、里親・ショートステイ協力家庭の候
補者育成等を行う。

321
Ａ'：現状維持
（経過観察）

29年度の新規事業として実施しており、今後の判断は、30年度の予算執行状況や実施
による成果を踏まえて検討していく。研修費用が主である点と、予算規模及び執行率の
状況から、他事業との統合も考えられる。
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子育て支援
課

0902-12
母子一体型ショー
トケア事業　【新
規】

母子生活支援施設において見守りが必要な母子
等に対し、滞在型のショートステイを利用し育児や
日常生活の援助を実施する。

1,118
Ａ'：現状維持
（経過観察）

29年度の新規事業として実施しており、今後の判断は、30年度の予算執行状況や実施
による成果を踏まえて検討していく。

子育て支援
課

0902-13
子育て訪問相談
事業

支援施設に出向くことが困難な家庭にセンター相
談員が自宅を訪問し、育児のアドバイスや各種
サービスの紹介等を行う。また、子どもの１歳の誕
生日に合わせて家庭を訪問し、子育てに関する悩
みを聞き、助言を行うとともに絵本をプレゼントす
る。

1,053 Ａ：現状維持

核家族化、小家族化等を背景とする多様なライフスタイルにある各家庭について、様々
な事情から来所することができず、育児等に悩みを抱えている現状に、アウトリーチによ
る相談支援は、虐待の早期発見につながるなど有効的な手段であり、継続的な取組み
が重要である。

子育て支援
課

0902-16
児童育成手当支
給事業

18歳（18歳に達した日以後最初の3月31日まで）の
児童を養育する母子・父子・養育者家庭のひとり親
家庭、中程度以上の障害がある20歳未満の児童を
養育する家庭の保護者に、児童育成手当を支給
する。

376,740 Ａ：現状維持

ひとり親家庭、障害児を有する家庭の経済的負担軽減のための制度であるため、今後
も引き続き制度の周知を行うとともに有資格者に対し手当支給を行う。平成２９年度に業
務委託を導入し、定型事務の委託化を実現するとともに、３０年度には、現況届受付関
係事務を委託することにより、事務の効率化をさらに進めていく。

子育て支援
課

0902-19
妊産婦入院助産
事業

母子保健上、入院して出産する必要があるにも関
わらず、費用の支払いが困難な妊産婦に、指定病
院での出産に関する出産費用を助成する。

1,963 Ａ：現状維持 経済的に困窮した妊婦が安全に出産するために、本事業の継続は必要である。

子育て支援
課

0902-21
ひとり親家庭専門
相談事業

ひとり親家庭の抱えている様々な心の問題につい
て、臨床心理士が専門的な立場から相談に応じ、
問題解決の支援をする。

775 Ａ：現状維持
ひとり親家庭(母子）にとって母子生活支援施設という地域に根差した場所で、臨床心
理士が専門的な立場から継続的なカウンセリングを無料で行い、各家庭の問題解決を
図る仕組みは有効であり、現状維持が望ましい。

子育て支援
課

0902-24
産後サポーター事
業

出産後、産院から自宅に戻った翌日から１か月以
内で、おおよそ10日間（多胎児25日間）の期間に
おいて、家族・親族等からの援助が得られない母
親と家族に対し、区民で有償ボランティアである産
後サポーターを派遣し、家事や育児の援助及び子
育てを等の助言を行う。

78 Ｂ：改善・見直し

核家族化等を背景に子育てに対する孤独感と不安感を抱える母親に対し、出産後の精
神的・肉体的な負担の軽減を図るうえで、産後サポーターによる家事・育児支援は、とて
も重要である。その一方で、当該サービスは、産後１ヶ月以内で、10日間（多胎の場合
25日間）、１日あたり4時間を超えない範囲で運営されており、利用しやすい制度とは言
い難い現状にある。また、産後サポーターが減少・横這いを繰り返す傾向にあり、人材
確保という面で、大きな課題を伴っている。今後は、妊娠・出産期からの切れ目のない、
きめ細やかな支援の一翼担う、当該事業の特色を十分生かせるよう、より効果的かつ安
定的な事業運営に向けて、必要な検証を実施し、事業の改善と見直しを図っていく。

子育て支援
課

0902-25
子育て支援総合
相談事業

子育てインフォメーションに子育てナビゲーター
（子ども家庭支援ワーカー）を常駐させ、子育てに
関する情報の提供や育児等に関わる悩みなどを傾
聴するなかで、必要に応じて関係機関に繋ぎ、妊
娠・出産期からの切れ目のないきめ細やかな支援
を行う。

14,489 Ａ：現状維持

来所者からの評価は高く、要支援家庭の発見、他機関との連携の実績なども含め効果
を発揮している。また、育児不安や母親自身に関わる相談件数が増加するなかで、子
育て家庭が抱える課題等について、要因分析を適切に行い、子育てに安心感と充実感
が得られるよう、安定した継続的な事業運営が子育てインフォメーションに求められてい
る。

子育て支援
課

0902-26
ゆりかご・としま事
業

産婦の健康面や育児全般の悩みなどを伺い、必要
に応じて関係機関につなぐことを目的とした「おめ
でとう面接」を実施し、乳幼児、保護者の心身の健
康の保持・増進に努めるとともに家庭の孤立化を防
ぎ、健全な育児環境の確保を図る。また、「おめで
とう面接」の実施に併せて、出生後、1歳の誕生日
までの子どもを対象に「誕生お祝い品」をプレセント
する。

7,660 Ａ：現状維持

妊娠から出産・育児と切れ目のない支援体制の構築にあたって、母子保健部局との連
携構築は他の自治体に例のないものである。本区は23区で最初に実施した実績もあ
り、産婦との面接を通じて、育児不安等に関わる解決の糸口を提供し、子育て情報を発
信するなど、子育て世代が抱える多種多様な課題の解決に向け、継続的に取り組むべ
き重要な事業である。
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子育て支援
課

0902-27
東部子ども家庭支
援センター事業

すべての子どもとその家族が、地域の中で健康で
楽しく生活することができるよう、相談等のサービス
を通して支援するとともに、センターを拠点として区
と区民が共同して子育て支援を行う

42,057
Ａ'：現状維持
（経過観察）

指標からみると機能強化の成果が出ているとは言い難い。実施した機能強化の検証を
行ったうえで、今後の方向性を検討すべきである。

子育て支援
課

0902-28
西部子ども家庭支
援センター事業

すべての子どもとその家族が、地域の中で健康で
楽しく生活することができるよう、相談等のサービス
を通して支援するとともに、センターを拠点として区
と区民が共同して子育て支援を行う

44,363 Ａ：現状維持

すべての子どもとその家族が、地域の中で楽しく健康に生活できるよう、区と区民が協
働して子育て支援に取り組み、多様なサービスを展開する活動拠点として発展してい
く。また、児童相談の円滑な運営に向けて、当該センターの役割と機能強化に向けた検
証を踏まえ、事業の充実を図っていく。

子育て支援
課

0902-30
巡回子育て発達
相談事業

保育園や学童クラブを巡回して、保育者や保護者
に対し、相談・指導を行うことにより、子どもの発達
を支援する。

11,675
Ａ'：現状維持
（経過観察）

30年度の実施状況を踏まえ、その実施状況の成果を見たうえで今後の方向性を検討し
ていく。

子育て支援
課

0902-31 一時保育事業

保護者の疾病、出産、冠婚葬祭などの事由により、
また保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解
消することを目的として、保育に欠ける乳幼児を対
象に一時的に保育を行う

6,960 Ａ：現状維持
一時保育のニーズは極めて高く、保育の専門性ときめ細やかな保護者対応が求められ
ている。また、当該サービスの利用をきっかけに、虐待・養育不全の予防につながるほ
か、障害児のレスパイト等の利用実態もあり、継続かつ重要な事業である。

子育て支援
課

0902-32
子ども・子育て支
援制度　一時預か
り事業（幼稚園型）

子ども・子育て支援新制度における一時預かり事
業(幼稚園型)を受託した園に、扶助費を交付する。

2,414 Ａ：現状維持
幼稚園における保育ニーズに対応する事業である。利用者は増加しており、多様な保
育ニーズに応えるとともに、保育を必要とする園児の適切な保護及び安心して子育てで
きる環境整備に効果的である。

子育て支援
課

0902-34
私立幼稚園就園
奨励補助

公・私立幼稚園間の保護者の経済的負担の是正
を図り、就園を奨励するため補助金を交付する。補
助上限額は、年額62,200円から308,000円。世帯
所得等により、補助金額を算定。

169,239 Ａ：現状維持 国の制度であり、現状規模を継続実施する必要がある。

子育て支援
課

0902-35
私立幼稚園等園
児保護者負担軽
減

私立幼稚園園児保護者の保育料負担を軽減する
ため補助金を交付する。補助上限額は、月額
2,400円から6,200円。世帯所得等により、補助金額
を算定。

38,464 Ａ：現状維持 園児保護者の負担軽減のため、本事業の継続実施は必要である。

子育て支援
課

0902-36
私立幼稚園等園
児保護者補助

私立幼稚園園児保護者の保育料負担を軽減する
ため補助金を交付する。補助上限額は、第1子が
月額6,000円、第2子以降が月額4,000円。

109,992 Ａ：現状維持 園児保護者の負担軽減のため、本事業の継続実施は必要である。

子育て支援
課

0902-37
私立幼稚園等入
園時保護者補助

私立幼稚園園児保護者の入園時の負担を軽減す
るため補助金を交付する。補助上限額は30,000
円。補助対象は区民税所得割課税額420,000円以
下の世帯。

13,710 Ａ：現状維持 園児保護者の負担軽減のため、本事業の継続実施は必要である。

子育て支援
課

0902-38
私立幼稚園教育
環境整備費補助

私立幼稚園に対して、経営の安定と教育環境の充
実、幼児教育の振興を図るために補助金を交付す
る。補助算出額から、区内在住園児の割合が25％
未満は100％減額、25％から50％未満は50％減額
としている。

66,354 Ａ：現状維持
私立幼稚園の経営安定と教育環境の充実・振興を図るために、本事業を継続して実施
していく必要がある。
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子育て支援
課

0902-40
特定教育・保育施
設　特定負担額補
助（私立幼稚園）

私立幼稚園・認定こども園に在園する園児保護者
の入園時の負担を軽減するため補助金を交付す
る。補助上限額は30,000円。補助対象は区民税所
得割課税額420,000円以下の世帯。

1,980 Ａ：現状維持 園児保護者の負担軽減のため、本事業の継続実施は必要である。

保育課 0903-01
認可保育所の運
営・助成

保護者の就労等により保育を必要とする乳幼児を
保育するため、公立認可保育所の運営及び私立
認可保育所に対する運営費の助成を行う。

7,008,537 Ａ：現状維持
2年連続で達成した待機児童ゼロを今後も継続するとともに、保育の質の維持・向上を
図るため、多くの児童を保育する認可保育所の安定的な施設運営と適切な事業執行を
図っていく必要がある。

保育課 0903-02 園外保育経費 春の遠足、秋の遠足、お別れ遠足を実施する。 476 Ｄ：終了
保育の実施にあたり、保育内容を構成する活動の一つであるため事業内容は継続して
実施するが、小規模予算事業のため平成30年度から区立保育園維持管理経費に統合
した。

保育課 0903-03 給間食関係経費

・成長著しい時期の園児の心身の発育・発達に見
合い、なおかつ安全でおいしい給食を提供する。
公設公営保育園においては全園標準献立として
統一献立を作成し公平なサービスに努めている。
・給食調理員の退職不補充に対応するため、平成
２９年１２月より給食調理業務委託を公立園２園で
実施。

160,952
Ａ'：現状維持
（経過観察）

給食調理業務委託検証委員会での検証内容を踏まえながら、今後の方針を検討して
いく必要がある。

保育課 0903-04
延長保育事業経
費

区立保育園16園で19時15分、3園で20時までの延
長保育を実施する。

17,544
Ａ'：現状維持
（経過観察）

延長保育のニーズは高く継続する必要はある一方、受益者負担についても考えていく
必要がある。保育無償化の動きが流動的であることなどから現状維持とするが、タイミン
グを見て延長保育料について検討していく。

保育課 0903-05
乳幼児健全育成
相談事業経費

子育て家庭に対する育児支援の充実を図るため、
「育児相談事業」及び「ふれあい体験保育事業」を
実施する。育児相談事業は、乳幼児の育児一般に
ついての相談対応（電話等）を行う。ふれあい体験
保育事業は、来園した乳幼児と保護者に対し食事
や生活習慣等の相談対応、保育の観察と参加、給
食の提供等を行う。

12 Ｂ：改善・見直し
元々予算規模の小さい事業ではあるが、執行率が低い状況も考慮して、他の交流事業
や相談事業などと統合するなど、事業の見直しを検討する余地がある。

保育課 0903-06
地域交流事業経
費

保育園で実施する夏祭りや餅つき大会等に地域の
方を招待し、また、園庭開放やプール開放等を通
じて園児と保護者、地域の方々との交流を進める。

376
Ａ'：現状維持
（経過観察）

一次評価のとおり、近隣の民間保育施設、地域住民との更なる連携の検討など、引き続
き事業を進めていく。ただし、予算の執行状況から、予算の見直しは検討の余地があ
る。

保育課 0903-07
保育園ボランティ
ア経費

通年を通して、ボランティア希望者を受け入れてい
く。（区立２１園実施）

3 Ｄ：終了

ボランティアの受入は継続していくが、予算規模も小さいことから平成30年度予算より公
立保育園を運営する維持管理経費に統合した。
なお、保育園の業務体験については、保育園の特性を活かした子育て支援策の新たな
展開を検討する中に取り入れていく。

保育課 0903-11
病児・病後児保育
事業

病後児保育を実施する事業者に対して、運営する
ための事業経費を委託費として支出する。

32,600 Ａ：現状維持
保育需要を満たし待機児童をゼロとしている以上、子育てと就労の両立支援として、就
労を妨げない預かりサービスとしての高いニーズが見込まれるため。

保育課 0903-12 一時保育事業

家庭で育児をしている保護者が一時的に育児する
ことができない時（通院、介護、リフレッシュ等）、区
立保育園において子どもを時間単位で預かるととも
に、一時保育を実施する私立認可保育所に対し
て、運営するための事業経費を助成する。

15,323 Ｂ：改善・見直し
事業の必要性・有効性は高いが、成果指標の計画値と実績の乖離が大きく、また、予算
の執行率の実績も踏まえて、予算規模の適正化を検討していく。
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保育課 0903-14 地域型保育事業

増大する保育需要に対応し、29年度より2年連続達
成した待機児童「0」を維持するため、「小規模保育
事業」「家庭的保育事業」「事業所内保育事業」「居
宅訪問型保育事業」等の地域型保育事業を実施
する施設及び事業者に対し、運営費等の助成を行
う。

1,364,920 Ａ：現状維持
待機児童対策に3歳未満の保育施設の必要性は大きく、今後も待機児童ゼロを維持す
るための効果が見込めるため。

保育課 0903-20
認可保育所等誘
致・整備事業

私立認可保育所を新設整備及び改修整備する事
業者に対し、施設整備に係る経費の一部を補助す
る。

1,515,185 Ａ：現状維持

0歳児から1歳児等、歳児ごとによる定員の落差だけでは保育需要を満たすことが出来
ず、現時点は新規開設園の全ての定員枠を、特に0歳児、1歳児、2歳児に充てることで
待機児童ゼロを維持している。そのためエリア別に既存園の定員の調整を行うと共に、
継続的に新規認可保育所を誘致・整備することで、保育需要を満たす必要がある。
また様々な保育サービスの提供できる事業者を誘致することで、利用者のニーズに対
応していくことが必要である。
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都市計画課 1001-01
地域地区その他
の都市計画及び
都市施設計画

地域特性を踏まえ、人にやさしい快適環境を次世
代に引き継げるまちづくり計画を定める。

1,552 Ａ：現状維持
区が進めるアートカルチャー都市構想の実現のためにも、様々なまちづくりの場面で都
市計画決定・変更を実施することは不可欠である。

都市計画課 1001-02
景観計画推進事
業

地域特性を踏まえた景観計画の啓蒙活動をする。 8,930 Ａ：現状維持
平成２７年度に景観計画を策定し、都市の良好な景観づくりに取り組んでいるところであ
る。今後、個別計画を策定し景観まちづくりを推進していく必要がある。

都市計画課 1001-03
地域地区その他
の都市計画及び
都市施設計画

自主的にまちづくり活動に取り組む団体に対して、
専門家の派遣や団体運営経費の助成等の支援を
行う。

0 Ｄ：終了 助成等の支援は今後も継続していくが、事務事業の形態としては廃止を検討していく。

都市計画課 1001-05
池袋副都心再生
推進事業

平成27年7月の特定都市再生緊急整備地域の指
定を契機として、池袋駅周辺地域のまちづくりの将
来像を示す「まちづくりガイドライン（平成28年7
月）」を策定した。この「まちづくりガイドライン」に示
すまちづくりを展開していくために必要な都市基盤
整備のあり方、事業手法などを「基盤整備方針」と
してとりまとめ、公民の関係者間で共有するととも
に、都市再生事業の進捗に併せて進めていく都市
基盤整備の推進体制を構築する。

41,904
Ａ'：現状維持
（経過観察）

基盤整備方針や地区計画の見直しの結果も踏まえて、事業の方向性を検討していく必
要がある。

都市計画課 1001-05
池袋西口地区ま
ちづくり

準備組合が行う、まちづくり計画・事業スキームなど
を精査し、まちづくりガイドライン・基盤整備方針と
の整合のとれた都市計画素案の策定を支援する。
また、準備組合の合意形成、関係機関との協議を
行い、スムーズな事業推進を支援する。

0 Ａ：現状維持

平成29年度は進捗の遅れはあったものの、都市計画素案の策定に向けて準備組合の
体制も強化された。引き続き平成28年度に策定された基本計画素案をベースに、都市
再生特区協議を都・警視庁などの関係機関と行い、都市計画素案のとりまとめを行う準
備組合に対し、支援・指導を行う。

都市計画課 1001-07
池袋駅東西連絡
デッキ整備事業

「池袋駅東西連絡通路（東西デッキ）整備基本構
想」に示す空間整備の実現に向けて、調査・検討
を進めるとともに、鉄道事業者を始めとする関係事
業者との合意を図りながら事業を推進する。

10,085
Ａ'：現状維持
（経過観察）

方針が定まり、意思決定がなされた後に事業の拡充を図っていく。また、特定財源の積
極的な確保に向けた動きを継続するとともに、将来における維持管理のあり方について
慎重に検討していく。

都市計画課 1001-08
池袋駅周辺地域
拠点まちづくり推
進事業

まちづくり、再開発機運の高い地区に対し、説明
会・懇談会等を行い、権利者のまちづくりへの機運
醸成を深めるとともに、まちづくり方針の検討・策定
を行う。

173
Ａ'：現状維持
（経過観察）

基盤整備方針や地区計画の見直しの結果も踏まえて、事業の方向性を検討していく必
要がある。

都市計画課 1001-10
池袋駅周辺地域
街区再編まちづく
り推進事業

池袋周辺地域においては、過年度行ったアンケー
ト調査に基づき、開発機運の高い地区を絞り込み、
懇談会、勉強会等を区が主体的に開催し、再開発
への理解、機運の醸成を図り、今後の再開発につ
なげる。

8,895
Ａ'：現状維持
（経過観察）

基盤整備方針や地区計画の見直しの結果も踏まえて、事業の方向性を検討していく必
要がある。
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都市計画課 1001-11
池袋駅地区サイン
整備事業

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、
管理区分を越えて一貫した案内誘導を実現するた
め、池袋駅空間を構成する施設管理者（鉄道事業
者、地下街事業者、百貨店事業者等）と協議の
上、「案内サインガイドライン」及び「サイン整備計
画」を策定し、案内サインの共通化整備を推進す
る。

14,991 Ａ：現状維持
本業務は、東京オリンピック・パラリンピックを契機とした東京都の時限的な補助事業を
充当することを想定しており、同補助制度を活用できる期間に複数の関係事業者の合
意形成を図り、事業を推進していく必要がある。

都市計画課 1001-12
南池袋二丁目Ｃ
地区市街地再開
発事業

国家戦略特別区域内に位置し、1.7ｈａの規模を持
つ南池袋二丁目Ｃ地区における市街地再開発は、
地域の拠点として周囲への影響力が大きい。再開
発準備組合の企画提案を受け、都市計画決定や
補助金の申請など、市街地再開発事業の実施に
向けて、支援を行う。

0 Ｓ：拡充 関係者で連携して事業を推進していく。

都市計画課 1001-13
大塚駅周辺整備
事業

大塚駅周辺の整備について、警察、交通事業者、
区関係課等と調整を行うとともに、地元関係者と合
意形成に向け協議及び検討を行う。

1,794 Ｄ：終了 道路整備課の予算事業に統合していく。

都市計画課 1001-14
鉄道駅等バリアフ
リー推進事業

鉄道事業者が実施するホームドア整備に対して、
東京都とともに補助を行う。

139,988 Ａ：現状維持
視聴覚障碍者のホームへの転落事故が相次いで、発生している中で、早急な整備完
了が求められている。

都市計画課 1001-15
池袋駅地区バリア
フリー推進事業

「池袋駅地区バリアフリー基本構想」に定めている
生活関連施設等の管理主体及び障害者を含む委
員で構成する推進協議会を運営し、特定事業の実
施計画及び進捗を管理・共有する。

1,966 Ａ：現状維持
池袋駅周辺地域の開発機運が高まっている中、地区全体のバリアフリー化の推進をす
る必要がある。

都市計画課 1001-16
グリーン大通りエリ
アマネジメント推
進事業

グリーン大通り沿道を中心とするエリアの価値を高
めるため、エリアマネジメントの導入に向けた調査・
検討を行う。

12,356
Ａ'：現状維持
（経過観察）

エリアマネジメントの主体となる協議会の自立に向けた具体策を検討していく。

都市計画課 1001-17
庁舎跡地エリアマ
ネジメントの推進

庁舎跡地周辺エリアの開発に伴い、事業者等と連
携し、整備後における「８つの劇場」を中心とした賑
わい空間の一体的な運用に向けた調査・検討を行
う。

8,003 Ａ：現状維持
2019ハレザ劇場オープン・中池袋公園オープン、2020ハレザグランドオープンに向け、
継続的にエリアマネジメントの支援を行う必要がある。

都市計画課 1001-18
池袋副都心交通
戦略推進事業

池袋副都心交通戦略に基づく「人が主役となるま
ち」を目指し、歩行者優先化など具体の施策の実
現に向けた調査・検証を業務委託により実施しす
る。この結果を基に各関係機関との調整行うととも
に、池袋駅周辺地域再生員会や交通部会、ワーキ
ングによる検討・検証を行い進めていく。

33,090 Ａ：現状維持

池袋副都心では、平成31年度の環状5の1号線の地下通路完成により駅前から通過車
両を排除し、歩行者優先の交通環境を整える必要がある。交通戦略の道筋のもと、引き
続き実証実験や各交通施策の検証を実践していくことで、将来像である「人が主役」に
なる自動車に過度に依存しない人と環境にやさしい都市への転換に向けて本事業を進
める。
なお、事業の推進にあたっては、今年度池袋駅周辺地域基盤整備方針が策定されるこ
とから、これにあわせ池袋副都心交通戦略についても修正する必要がある。

都市計画課 1001-19
地域公共バス運
行支援事業

区民の地域内移動ニーズと池袋副都心の東西へ
の回遊性の向上という区のコミュニティバス構想を
補完する路線バス1系統に対する運行補助を行う。

17,852
Ａ'：現状維持
（経過観察）

ＥＶバスの運行ルートやモニタリング調査による運行評価に基づき、より実効性が高く、
経費負担が少ないルート設定をしていく。
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都市計画課 1001-20
地域交通政策検
討推進事業

交通弱者を含め多くの住民が、バリやなく外出の機
会を創出するため、各種交通手段のあり方を総合
的に検討し区の交通政策として整理する。

2,983 Ｂ：改善・見直し 今年度中の計画策定を踏まえ、来年度以降の計画を実行性のあるものにしていく。

都市計画課 1001-21
池袋駐車場整備
計画の策定

本地区における駐車場の適正配置や駐車場利用
の促進、荷捌き施設、駐車場の利用ルールを示す
計画を策定する。策定にあたっては、駐車場の実
態調査やアンケート調査を実施し、現況の駐車場
問題を分析整理を行い、地域の駐車需要に合わ
せた計画を作成する。計画の作成にあたっては、
専門家や学識経験者等によるワーキングや住民説
明会などの意見を反映させたものとする。また、整
備計画策定後には、地域住民等と協働で地域
ルールの策定を目指す。

6,998 Ａ：現状維持

池袋駅周辺の地区では他の交通施策とあわせて歩行者優先の交通環境を整える必要
がある。このためには、駐車場の適正配置・有効活用に向けた附置義務台数の変更を
可能とする地域ルールの策定が不可欠である。また、地域ルール策定後の運営方法等
についても併せて検討を進める必要がある。

都市計画課 1001-22
池袋副都心移動
システム推進事業

池袋副都心におけるLRT整備構想を見据えた移動
システムとして、地理に不慣れな来街者や高齢者
等の交通弱者にやさしく、環境に配慮した低速電
気バスを導入し運行を行う。本事業は今年度プロ
ポーザルで公募するまちづくり団体・運営事業者と
連携し進める。

15,967 Ａ：現状維持 持続可能な管理・運営方法を検討していく。

都市計画課 1001-23
新たなデマンド交
通運行事業

豊島区内の新たな移動サービス手段として、デマ
ンド交通の導入に関する調査・検討を行う。

2,997 Ｄ：終了

交通空白地域において交通弱者の移動手段を確保することは非常に重要であるため、
29年度に調査・検討を行った。今後、具体的な施策として実施するためには、タクシー
等の交通環境の変化を踏まえた総合的な検討を進める必要がある。このため、地域交
通政策検討推進事業で検討を進める「豊島区総合交通計画」において整理し方向性を
示す。また、今後の調査・検討については、地域交通政策検討推進事業に移行する。

都市計画課 1001-24
東池袋五丁目地
区市街地再開発
事業

東池袋五丁目地区において、再開発組合施行に
よる市街地再開発事業の実施に向けて、事業費の
一部を補助する。

230,338 Ｄ：終了 31年度の価額確定、清算、組合解散をもって事業を完了する。

都市計画課 1001-25
東池袋四丁目2番
街区地区市街地
再開発事業

東池袋四丁目2番街区地区において、再開発組合
施行による市街地再開発事業の実施に向けて、事
業費の一部を補助する。

100,344 Ａ：現状維持
昨年の組合設立認可に引き続き今年度は権利変換計画の認可を予定している。5月か
ら解体工事に着手しており、今後も木密地域の改善に資する当事業を積極的に支援し
ていく必要がある。

都市計画課 1001-26
地下街防災推進
事業

「池袋駅周辺地下街防災推進計画（平成28年10月
池袋駅周辺地下街等協議）」に基づき、地下街等
管理者が実施する防災推進事業に対する補助を
行う。

39,965 Ａ：現状維持
本事業は、池袋駅地下空間の施設管理者が、施設の安全性を高める事業を行うにあた
り、事業費の一部を補助するものであり、事業者から要望があった場合には、国庫補助
と連動して補助する必要がある。
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地域まちづ
くり課

1002-01

東京都木密不燃
化10年プロジェク
ト推進及び居住環
境総合整備事業
（東池袋地区）

　補８１沿道の共同化推進においては、民間事業
者の専門性を最大限に活用するとともに、沿道地
権者の意向を十分に尊重する。また、防災道路BC
路線の拡幅整備を進めるにあたり、沿道地権者に
対して、生活再建等も含めて粘り強い交渉を継続
する。
　造幣局南地区においては、造幣局地区街づくり
事業との十分な調整を図りながら、まちづくり構想
の実現に向け、個別意向確認・勉強会を実施し、
市街地再開発事業等の事業化に向けて合意形成
を進めていく。

514,228 Ａ：現状維持

首都直下地震に備え、地域の防災性向上は、喫緊の課題である。東池袋4・5丁目地区
は、木密地域の中でも特に改善が必要な地域である。補助81号線の進捗に伴って、沿
道での建て替えや市街地再開発も進行中である。また、防災道路用地も買収中であり、
さらにスピード感を持って事業を継続する必要がある。

地域まちづ
くり課

1002-02

東京都木密不燃
化10年プロジェク
ト推進及び居住環
境総合整備事業
（上池袋・池袋本
町地区）

　整備計画に基づく地区全体のまちづくりについ
て、まちづくりの会や地権者、住民等の意向を充分
に尊重しながら、整備の方向性や整備箇所等の検
討、まちづくりルールの検討を進める。なお、防災
生活道路の拡幅整備及び広場整備を進めるにあ
たり、沿道地権者に対してはきめ細かな説明を行
い、生活再建等も含めて粘り強い交渉を継続する。
また、不燃化建替えを加速するため、戸別訪問に
よる意向調査を重ね、地域の意識をさらに醸成す
る。

495,307 Ａ：現状維持

首都直下地震に備え、地域の防災性向上は、喫緊の課題である。池袋本町・上池袋地
区は、補助73号線、補助82号線と2本の特定整備路線を整備中であり、建て替えも徐々
に進みつつある。補助金の制度を有効に活用し、さらなる建て替えを促進していくべき
である。

地域まちづ
くり課

1002-03

東京都木密不燃
化10年プロジェク
ト推進及び居住環
境総合整備事業
（雑司が谷・南池
袋地区）

　整備計画に基づく地区全体のまちづくりについ
て、雑司が谷･南池袋まちづくりの会や地権者、住
民等の意向を充分に尊重しながら、整備の方向性
や整備箇所等の検討、まちづくりルールの検討を
進める。なお、防災生活道路の拡幅整備及び広場
整備を進めるにあたり、沿道地権者に対してはきめ
細かな説明を行い、生活再建等も含めて粘り強い
交渉を継続する。
また、不燃化建替えを加速するため、戸別訪問に
よる意向調査を重ね、地域の意識をさらに醸成す
る。

44,326 Ａ：現状維持

首都直下地震に備え、地域の防災性向上は、喫緊の課題である。環5の1が事業中で
はあるが、地域の特性として、再開発などはあまり起こらないところである。旧高田小学
校の公園整備を契機として、防災まちづくりの機運を高めるほか、防災生活道路用地の
買収を進めていく地域である。

地域まちづ
くり課

1002-04

東京都木密地域
10年プロジェクト
推進事業（補助
26・172号線沿道
長崎・南長崎・千
早地区）

　整備計画に基づく地区全体のまちづくりについ
て、まちづくりの会や地権者、住民等の意向を充分
に尊重しながら、整備の方向性や整備箇所等の検
討、まちづくりルールの検討を進める。なお、防災
生活道路の拡幅整備及び広場整備を進めるにあ
たり、沿道地権者に対してはきめ細かな説明を行
い、生活再建等も含めて粘り強い交渉を継続する。
また、不燃化建替えを加速するため、戸別訪問に
よる意向調査を重ね、地域の意識をさらに醸成す
る。

205,590 Ａ：現状維持
首都直下地震に備え、地域の防災性向上は、喫緊の課題である。172号線の整備を契
機として周辺の建て替えが進むことが見込まれるため、制度の活用を図り、不燃化のま
ちづくりをさらに推し進める必要がある。
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地域まちづ
くり課

1002-05

東京都木密地域
不燃化10年プロ
ジェクト推進事業
（補助81号線沿道
巣鴨・駒込地区）

・地区全域での不燃化建替えを加速するため、個
別訪問による意向調査を重ね、地域の防災意識を
さらに醸成する。
・防災まちづくりに向けた取組みでは、各地元町会
や商店会と連携をはかり、懇談会や協議会を開催
し、住民等の意向を十分に尊重しながら、まちづく
りの課題や方向性について検討を進める。

58,702 Ａ：現状維持
特定整備路線である補助８１号線の整備に伴ない、道路にかかる児童遊園の代替地整
備と防災生活道路の整備など地区の防災性と環境向上を目的としており、平成30年度
から、居住環境総合整備事業の導入をして地元対応を行っていく。

地域まちづ
くり課

1002-06
特定整備路線沿
道不燃化・沿道ま
ちづくり推進事業

・特定整備路線に近接する鉄道駅周辺地区、街路
事業に伴い発生する狭小宅地等について、地区
別の勉強会などを開催しながら、共同化による具体
的なまちづくり計画を示し、実現に向けた事業展開
を図る。防災まちづくりに向けた取組みでは、各地
元町会や商店会と連携をはかり、懇談会や協議会
を開催し、住民等の意向を十分に尊重しながら、ま
ちづくりの課題や方向性について検討を進める。
・特定整備路線の整備と合わせ、助成制度により、
沿道30m内での耐火建築物の建築を促進させるこ
とで、延焼遮断帯を形成する。

232,456 Ａ：現状維持
特定整備路線である補助172号線の整備に伴ない沿道地区の不燃化等を進める事業
であり、３０年度からは長崎１～5丁目地区で居住環境総合整備事業に着手した。今
後、同制度を活用して公園等を整備していく。

地域まちづ
くり課

1002-08

高齢者世帯等住
み替え家賃助成
事業（不燃化特区
分）

　不燃化特区において、民間賃貸住宅の取り壊し
によって、立ち退きを余儀なくされた借家人のうち、
高齢者世帯、障害者世帯及びひとり親世帯のいず
れかの世帯のうち一定の条件を満たす世帯に対
し、転居後の家賃と基準家賃との差額を助成する。

2,133 Ａ：現状維持
木密対策として共同化や防災生活道路整備用地取得の際、発生する高齢者の従前居
住者用対策として有効な事業と考える。

地域まちづ
くり課

1002-09
震災復興まちづく
り模擬訓練事業

震災復興マニュアルに基づく震災復興まちづくり模
擬訓練を、地元住民参加によるワークショップ形式
で実施する。

2,616
Ａ'：現状維持
（経過観察）

より若い方の参加を促すための具体的な対策を検討していく。

住宅課 1003-03
ケア付きすまい供
給事業

高齢者向けのバリアフリー化された民間賃貸住宅
への入居を促進し、高齢者の居住の安定を図る。
ケアの専門家が日中常駐するとともに高齢者の安
心を支えるサービスを提供するバリアフリー化され
た民間賃貸住宅の供給を誘導する。

39,102 Ｂ：改善・見直し
対象を絞り込んだ啓発、補助の期限設定、早期着手の場合の補助率増などにより、補
助制度を積極的に活用してもらうための方策を検討していく。

住宅課 1003-04
高齢者等の入居
支援事業

民間賃貸住宅への転居を希望する高齢者世帯等
に対して、区は協力３団体と協定を結び住宅情報
の提供を行うとともに、保証人のいない高齢者等に
対して身元保証を行い、保証料の一部を助成して
いる。

0 Ｂ：改善・見直し これまでの実績を踏まえ、他事業への統合による効率化を図っていく。

住宅課 1003-05
子育てファミリー
世帯への家賃助
成事業

子育てファミリー世帯が、区内の良質な賃貸住宅
へ居住できるように誘導し、定住を支援するため、
家賃の一部を子どもが１５歳に達する年度まで助成
する。

16,986 Ｂ：改善・見直し これまでの効果検証を行ったうえで、助成対象の絞り込み等の見直しを行っていく。

住宅課 1003-06
高齢者世帯等住
み替え家賃助成
事業

建物の取り壊しによる立ち退きを求められている６０
歳以上の高齢者世帯、障害者世帯、18歳未満養
育世帯の区民が、区内の良質な賃貸住宅へ居住
できるように誘導し、定住を支援するため、家賃の
一部を一定期間助成する。

9,435 Ａ：現状維持
建物の取り壊しなどによる立ち退きを求められている高齢者世帯などは、今後も一定割
合で増加していくと見込まれるため、事業の改善を図りながら進めていく。
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住宅課 1003-07
安心住まい提供
事業

安心住まい事業住宅の施設維持管理、入居者管
理、入居者募集

159,490 Ｂ：改善・見直し 必要性は高いが、効率性の改善が必要と考える。

住宅課 1003-10
区営・区立住宅大
規模改修経費

豊島区公共施設等総合管理方針ならびに豊島区
公営住宅等長寿命化計画等に基づき区営・区立
住宅の老朽化に伴う改修工事を計画的に行う。

51,022
Ａ'：現状維持
（経過観察）

老朽化施設した施設をどうしていくのか今後計画的に検討を進めていく。

住宅課 1003-11
住宅修繕・リ
フォーム資金助成
事業

低所得者で、所有する住宅の修繕・リフォームを希
望する世帯に対して、その負担を軽減するため工
事費の一部を助成する。

862 Ｂ：改善・見直し 需要を踏まえた制度の見直しを進めていく。

住宅課 1003-12
住宅マスタープラ
ン重点プロジェクト
推進事業

居住支援協議会に活動を通じて、住宅確保要配
慮者と空家・空き室等をマッチングさせること。
空家・空き室等及び所有者が物件を提供しやすく
すること。

2,312 Ｂ：改善・見直し マスタープラン見直しに伴い、本事業の位置づけも見直していく。

住宅課 1003-13
分譲マンション建
替え・改修支援事
業

【マンション管理セミナー】マンション管理に役立つ
情報を専門家がわかりやすく解説するセミナーを、
各回のテーマに沿った関連団体の協力を得て開
催する。（参加費無料）
【マンション建替え・改修アドバイザー制度】（公財）
東京都・防災まちづくりセンターの制度利用者に対
する助成であり、マンションの建替えか改修かの比
較検討ができるように、アドバイザーが現況や法規
制に関する確認を行い、検討書を作成して説明を
行う。A、Bコースあり、派遣料の2/3を助成する。

387 Ｂ：改善・見直し
セミナー参加者へのヒアリングやマンション管理組合へのアンケートなどを通して、制度
の利用を促していく。

住宅課 1003-14
マンション専門家
派遣事業

分譲マンション管理組合に、専門家（マンション管
理士・一級建築士・建築設備士・税理士）を無料で
派遣し、マンションの維持・管理、大規模修繕、建
替えなどの疑問や相談について、情報提供や助言
を行う。１回につき２時間まで。ひとつのマンション
につき年度内４回まで。

520 Ａ：現状維持
マンション管理組合が抱える個々の課題に対して適切な専門家を派遣し解決するととも
に、適正な管理を維持していくためには、継続的に事業を実施していく。

住宅課 1003-15
マンション計画修
繕調査費助成事
業

分譲マンションの管理組合からの申請により、大規
模修繕の実施や長期修繕計画を作成するために
共用部分の建物及び設備の調査を実施する場
合、２０万円を上限に費用の２分の１を助成する。
①建築後８年を経過した分譲マンションの管理組
合②管理規約が整備されていること③管理組合の
集会において、計画修繕調査の実施について決
議がなされていること④過去１０年以内に、この助
成制度を利用していないこと

1,941
Ａ'：現状維持
（経過観察）

効果検証のスケジュールを明確にし、必要に応じて事業の見直しも検討していく。

住宅課 1003-16
マンション管理支
援チーム派遣事
業

職員とマンション専門家で構成したアドバイザー
チームで訪問し、マンションが抱える問題の解決を
図ると共に、管理組合自身の管理運営能力を高め
る。

205 Ａ：現状維持
当面は、管理状況届出書が未届けの管理組合に対して届出を促していくことが必要で
ある。また、管理状況届出書の内容から管理不全に陥る恐れのある管理組合に対して、
区からアプローチしていく必要性も高い。
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住宅課 1003-19
リノベーションまち
づくり事業

リノベーションスクールの開催、家守・不動産オー
ナー育成支援講座の開催により、継続的にリノ
ベーションまちづくり手法の普及啓発に努める。

4,516 Ｄ：終了
民間への移管や他事業への統合を含め、将来的には事業を整理する方向で検討して
いく。

住宅課 1003-20
マンション耐震化
助成事業

①昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けた分
譲マンション（地下階を除く３階以上のもの）の管理
組合が耐震診断を実施する際に、１００万円を上限
に費用の３分の２を助成する。
②耐震改修の際に補強設計に要する費用に対し、
１００万円を上限に費用の３分の２を助成する。
③耐震診断助成の対象要件に加え、１．原則とし
て建築基準法及び関連法令に適合していること、
２．補強設計により、構造耐震指標IS値が０．６以上
となること等を満たした管理組合に対し、１，０００万
円を上限に費用の２３％を助成する。

5,000 Ｂ：改善・見直し 対象を絞り込んだ啓発、補助の期限設定などの制度見直しを検討していく。

建築課 1004-01
建築物耐震化助
成事業

豊島区耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震
化助成及び耐震シェルター等助成制度、ブロック
塀改善工事の助成制度を設け、その活用を図るこ
とで、豊島区内の住宅・塀の耐震化を促進及び高
齢者の安全を図る。

6,195 Ａ：現状維持
他自治体の事例も踏まえ、民間事業者や町会等と連携しながら、助成件数を増やして
いく。

建築課 1004-02
緊急輸送道路沿
道建築物耐震化
助成事業

昭和56年以前に建設された緊急輸送道路沿道建
築物で、高さの要件に該当する建物所有者に対し
て、耐震診断、補強設計、耐震改修（除却含む）に
要する費用の一部を助成する。助成額は、道路種
別耐震化の内容により異なる。

197,923
Ａ'：現状維持
（経過観察）

助成制度の利用実績が減ってきており、周知啓発等の具体的な対策を検討していく。

建築課 1004-03
豊島区老朽建物
除却費助成事業

不良建物で、区から是正及び除却の命令を受けた
建物の所有者に対して、除却費の8/10（上限100
万円）を助成する。

0 Ａ：現状維持

空家や老朽化した建築物が適正に維持管理されず放置されている状態が継続し、地
域に大きな負担をかけている場合がある。地域の負担を解消するための一つの手段と
して「家屋の解体」は有効である。当該事業は、所有者に対し家屋解体へのインセン
ティブとして有効であり、現状維持が妥当である。

建築課 1004-04
狭あい道路拡幅
整備事業

狭あい道路を建築基準法で定める幅員を確保する
ため、対象となる敷地での建築行為にあわせて道
路の中心から２ｍ又は、建築基準法で定める幅の１
／２後退した所までを一部を除き区が道路状に整
備する。

572,089 Ｂ：改善・見直し 長年にわたり継続している事業であり、事業の効率化等を進めていく必要がある。

土木管理課 1101-04
大塚駅周辺整備
事業

大塚駅南北自由通路、南口近自転車場及び南口
駅前広場整備に続き、北口駅前広場及び周辺道
路の整備を行う。

215,760
Ａ'：現状維持
（経過観察）

整備後の維持管理のあり方についてエリアマネジメントを検討していく。

土木管理課 1101-05
池袋西口駅前広
場モザイカル
チャー設置事業

環境のシンボルとして「モザイカルチャー」を設置
し、池袋副都心の活性化と環境問題を考える契機
とする。また、住民及び地元企業との連携を強化し
維持管理を共同で進める。

8,467 Ｂ：改善・見直し 公民連携の視点を持ち、管理の在り方を関係者と協議しながら進めていく。
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土木管理課 1101-06
放置自転車対策
の推進事業

○放置防止の啓発活動を行うとともに、放置禁止
区域を指定し、適正な放置自転車撤去活動を行
う。
○区内で撤去した放置自転車を保管し、所有者へ
返還する。

204,608 Ａ：現状維持

放置自転車が平成11年度11,468台から平成29年に489台まで激減したのは、受け皿と
なる駐輪場の整備と放置自転車の撤去活動を両輪として事業を強力に押し進めてきた
事が最大の要因である。現状の活動規模を継続して実施する事により、道路や駅前広
場を行き交う区民・来街者が快適に通行できる状態を保つ。

土木管理課 1101-08
自転車駐車場等
の整備（自転車保
管所の整備含む）

駅周辺の駐輪需要に見合う自転車施設の整備を
進めるとともに、老朽化した自転車施設の改修や
利用しやすい施設整備を進める。

54,700 Ｂ：改善・見直し
事後保全の考え方に立ち返り、老朽化対策事業はラックなどに限定のうえ、必要性の高
いものから計画的に取り組んでいく。

土木管理課 1101-11
交通安全対策事
業

・区内３警察署と協力して交通安全に関する講習、
研修、啓発活動等の事業を実施する。
・13歳未満の子どもの保護者に対して、子ども用ヘ
ルメットの購入補助を行い、着用率の向上を図る。
・特にセーフコミュニティの予防対象である、子育て
世代及び高齢者を対象に全区民ひろばで講習会
を実施する。

14,198 Ｂ：改善・見直し 自転車交通事故の減少につながる施策の検討を進めていく。

土木管理課 1101-12
歩行者路網対策
事業

スクールゾーンカラー舗装および注意喚起路面
シート・看板の設置

2,142 Ａ：現状維持
スクールゾーンカラー舗装、注意喚起路面シート・看板の設置は、交通事故の未然防
止に有効である。

土木管理課 1101-15 道路清掃経費 請負契約により清掃作業を業者委託する。 33,951 Ａ：現状維持
人力による地下道・植樹帯の清掃を週１回のペースで実施しており、清潔で快適な公共
空間を確保するためには、必要最小限の頻度である。

道路整備課 1102-01
区道の安全安心
通行空間確保事
業

路面下空洞調査の結果に基づき選定した補修優
先度の高い路線について、計画的に補修工事を
実施する。また、老朽化した道路構造物について
は、定期点検を実施し、損傷が軽微な段階で補修
を実施し、予防保全型管理を徹底する。

702,065
Ａ'：現状維持
（経過観察）

路面下空洞調査の結果等も踏まえ、計画的な道路保全計画の策定を進めていくべきで
ある。

道路整備課 1102-03 私道舗装助成
私道の土地所有者等が行う私道舗装工事及び私
道排水設備工事について、経費の一部を助成す
る。

14,362
Ａ'：現状維持
（経過観察）

予算額は直近の申請状況に応じて適切に設定していく必要がある。

道路整備課 1102-06 区道の整備事業

区道の改修に合わせ、歩道の有効幅員の確保、縦
横断勾配の緩和、段差の解消、視覚障がい者誘導
ブロックの設置など、バリアフリーに配慮した整備を
進めるとともに、ヒートアイランド現象を軽減に寄与
する舗装の選択や緑の拡充、景観の向上など、多
様化する区民のニーズを踏まえた整備を実現す
る。

107,239 Ｂ：改善・見直し
区道の整備は必要だが、進捗管理や長寿命計画の策定による計画的な整備をしていく
必要がある。

道路整備課 1102-07
庁舎跡地・新庁舎
周辺道路整備事
業

庁舎跡地及び新庁舎の二つの拠点を結ぶ区道に
ついて、修景整備と合わせ、歩行者の安全性、回
遊性に資するバリアフリー整備を行う。

18,736 Ａ：現状維持
旧庁舎、新庁舎の二つの拠点に対するアプローチ道路として、歩行者空間の確保とあ
わせ、バリアフリー化や道路景観の向上を図る必要があり、継続して道路改良を行って
いく。
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道路整備課 1102-08
都市計画道路の
整備事業

都市計画道路は、新たな道路空間を確保すること
で、災害時の避難路や延焼遮断帯として機能する
ように整備します。　地域の防災性を強化し、地域
の大切な資産となる道路整備を目指します。

210,693
Ａ'：現状維持
（経過観察）

防災公園整備を見据えたスケジュール管理を進めていく。

道路整備課 1102-09
豊島区無電柱化
事業

　豊島区基本計画に定める災害に強いまちづくりを
実現するため、無電柱化モデル３路線「巣鴨地蔵
通り」「学習院椿の坂」「立教通り」で先行実施し、
無電柱化の課題解決方法を確立し、区内全域の
無電柱化の実現を目指す。

124,605 Ａ：現状維持
今後整備する路線についても、選定に際しては優先順位をつけて計画的に整備を進め
ていく必要がある。

道路整備課 1102-11
交通安全施設整
備事業

白線やガードレール、標識、転落防止柵など、区
道の交通安全施設を適正に管理する。

34,099 Ａ：現状維持
パトロールの部分は住民からの通報等をネットで収集するなど、人的負担を軽減する新
たな方法も検討していく余地がある。

公園緑地課 1103-01
公園・児童遊園新
設改良費

新たな公園等を造成し、また既存公園等を改修す
ることにより、みどりの創出や区民のレクリエーショ
ン等に資する。

2,445,075 Ａ：現状維持
区財政への負担が少ない密集事業等での用地の確保を行いつつ、低利用の児童遊園
等について、利活用を検討する。

公園緑地課 1103-02
公園等維持管理
課運営事業経費

公園・児童遊園等が安全で快適に利用できるよう、
施設の安全点検、巡視活動、並びに施設改修を含
む維持管理を実施する。

627,076
Ａ'：現状維持
（経過観察）

公園サポーター制度等を活用して、公民連携の仕組みを取り入れていくことも検討すべ
きである。

公園緑地課 1103-03
緑化推進関係経
費

区民を対象につる植物の配布を行う。みどりの条例
に基づき、建築計画における緑化指導を行う。地
域の緑化及びみどりの保護と育成に対し、その経
費の一部を助成する。

8,308
Ａ'：現状維持
（経過観察）

集合住宅でも利用可能にしたり、ビル所有者等への緑化義務を強化するなどの助成制
度を活用しやすい仕組み作りを継続していく。

公園緑地課 1103-05 街路灯関係経費

夜間における区民の安心安全を確保するため、街
路灯の点検修理及び改修を行う。また、町会が管
理する街路防犯灯の維持管理費の一部を助成す
る。なお改修においては環境に寄与するＥＣＯ照
明へ転換する。

394,080 Ａ：現状維持

29年度事務事業評価の結果として、拡充評価を受けて、29年2月に策定した「豊島区街
路灯維持管理計画」をもとに、1,280基ほど毎年改修するととし、当該年度に改修予算
経費を拡充したところである。また、町会防犯灯補助金の申請手続きを年1回にし、、町
会の負担を軽減し、維持管理しやすくする。

公園緑地課 1103-06
目白庭園管理運
営経費

目白庭園（赤鳥庵含む）を、本格的な日本庭園とし
て適正に維持管理し、良好なみどりを保全する。ま
た目白庭園での集客事業を展開し、日本の伝統文
化を感じ、体験できる場所として運営する。

16,813 Ａ：現状維持

豊島区内唯一の日本庭園である目白庭園は、近隣住民及び区民や区外からの来園者
に親しまれている。日本庭園としての価値が高いため、指定管理者を入れることで、庭
園の維持管理・指定管理者の自主事業により、庭園としての魅力ある活用ができてい
る。

公園緑地課 1103-07
公衆便所維持管
理費

区内６か所の専用公衆便所を維持管理する。 22,228
Ａ'：現状維持
（経過観察）

維持・管理に公民連携の仕組みを取り入れる可能性があるか検討していく。
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庶務課 1301-01
ＩＣＴ環境整備・活
用事業

 ２１世紀を生きる子供たちに求められる力を育む教
育を行うために、授業において電子黒板やタブレッ
トパソコンなどＩＣＴ機器を効果的に活用するととも
に、校務の効率化を進めるため校務用パソコンを
有効に活用するなど、学校ＩＣＴ環境を充実させる。

228,719
Ａ'：現状維持
（経過観察）

ICTの活用により、児童・生徒と向き合う時間が増えたことで、確かな学力育成等にどの
ような成果をあったのかを検証する必要がある。

庶務課 1301-02
家庭教育推進事
業

  家庭の教育力の低下が指摘される中、子どもの
発達段階に応じた学習機会の充実や情報提供を
通じ、家庭教育の重要性を啓発する。
１）家庭教育推進員：区立小学校PTA会長から推
薦を受けた推進員が1年間活動し、2月に学習発表
会を開催。２）家庭教育学級【学習・スポーツ課】：
子どもの年齢に応じて異なる課題や関心に合わせ
たテーマで講座を開催。３）家庭教育講座：区立幼
稚園小・中学校の保護者・PTAが企画運営する講
座を支援する。

1,401
Ａ'：現状維持
（経過観察）

アンケートを取るなど家庭教育での成果がどのように表れたのか検証を進めて欲しい。

庶務課 1301-03
PTA活動支援事
業

保護者対象のＰＴＡ研修会を開催する。
ＰＴＡ連合会と教育委員会での共催事業を行なう。

272 Ａ：現状維持

ＰＴＡは、保護者と教職員が構成員となって、子供たちの健全育成のために活動する任
意の社会教育関係団体であるが、その活動は、学校教育への協力、家庭教育に関する
学習支援、地域行事等への参加、校外での安心・安全の確保等多岐に渡っており、果
たす意義・役割は大きい。しかし、自営業者が減り、男女共同参画社会が進んだ今日に
おいて、役員選出が困難を極め、一部の役員に負担が集中することから、ＰＴＡ活動へ
の参加に消極的な意見も出始めている。
ＰＴＡ活動を維持し安定的に運営していくためには、引き続き、保護者がＰＴＡ活動に負
担を感じず、より多くの人が参加しやすい組織づくりを進めることが必要である。

庶務課 1301-04
豊島ふくろう・みみ
ずく資料館の運営

ふくろう・みみずくに関する資料の収集・保管
豊島ふくろう・みみずく資料館での展示および企画
事業
豊島区役所内展示スペース（３階・10階）の展示替
え

3,325 Ｂ：改善・見直し
豊島区ブランドとして活用している「ふくろう」「みみずく」の展示なので、広く多くの方が
見学できるよう、開館日や入館者を増やす方策の検討を進めて欲しい。

庶務課 1301-05
文化資源の保護と
活用

　区の文化財の保護のため、文化財を調査し、文
化財の指定・登録を行う。国・都・区指定文化財の
所有者に対し、保存修理経費等の補助金を交付
する。都市開発により破壊される埋蔵文化財を記
録するため、発掘調査を実施する。区民の文化財
保護に対する意識・関心を高めるため、文化財講
座・見学秋・展示会を実施し、普及・啓発のための
刊行物を発行する。区内の小中学校および私立学
校に対し、文化財普及のための教材開発や出前
授業・発掘現場見学会などを実施する。

49,312 Ａ：現状維持 まぼろしの貝塚「東池袋貝塚」の発見による啓発事業の効果検証を進めて欲しい。

庶務課 1301-06
教育に関する事
務の点検・評価

教育委員会に関する事業から重要施策をピック
アップし、第三者委員で構成する点検・評価委員
会の評価を受け、評価結果を議会及び広く区民に
公表する。

218 Ａ：現状維持

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、教育委員会に関する事務に
ついて点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出・公表しなけ
ればならない。なお、平成22年度から平成26年度の5年間に、延べ36事業について点
検・評価を実施し、評価結果については、平成27年3月に策定した「豊島区教育ビジョ
ン2015」（平成27年度～平成31年度）に反映させ、事業の実施・推進に取り組んでい
る。
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学務課 1302-01
就学援助生活困
窮者補助金

経済的理由によって就学困難と認められる児童・
生徒の保護者に対して、必要な援助を行うことによ
り、義務教育の円滑な実施を図る。

186,104 Ａ：現状維持
援助額の増、支給のタイミングなど、国の動向を注視し、他区との状況もみながらではあ
るが、引き続き検討する必要がある。

学務課 1302-02
特別支援学級就
学奨励費

経済的理由によって就学困難と認められる特別支
援学級の児童・生徒の保護者に対して、必要な援
助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図
る。

1,708 Ａ：現状維持 対象指標、活動指標、成果指標がすべて同じである。指標について再考して欲しい。

学務課 1302-03
移動教室等実施
経費

小４：山中湖移動教室、小５：立科林間学校、小６：
日光移動教室、特支：秩父移動教室の実施
中１：白樺高原スキー教室、中２：尾瀬移動教室、
中３：修学旅行、特支：スキー教室の実施

128,283 Ａ：現状維持 事業の確実な実施のための移動手段の検討経緯を確認したい。

学務課 1302-04 う歯予防経費

春の定期健康診断後の治癒状況を把握し、事後
指導を行うため秋季歯科臨時健康診断を実施して
いる。また、う歯予防啓発のため、学校歯科医によ
る講話や歯科衛生士による歯みがき指導を行うほ
か、歯科衛生週間に合わせ、啓発バッジ（「よい歯
のバッジ」）の配付やポスター・作文の募集を行って
いる。なお、平成26年度から「歯と口腔の健康づく
りに関する教育プログラム」の一環として、位相差顕
微鏡を活用した歯科保健教育を歯みがき指導時や
学校保健委員会開催時に併せて実践している。

7,807 Ａ：現状維持

「歯と口腔の健康づくりに関する教育プログラム」は、豊島区歯と口腔の健康づくり推進
条例第９条第２号（「学齢期におけるむし歯、歯周疾患の予防並びに口腔清掃や食育
支援等の口腔衛生に係る教育を教育委員会と協働して推進すること。」）を具体化した
ものである。今後も継続してう歯予防事業を推進していく。

学務課 1302-05
定期健康診断経
費

学校保健安全法に基づき、園児・児童・生徒の各
種健康診断を各幼稚園、小・中学校において実施
する。

20,652 Ａ：現状維持 成果指標に幼稚園児受診者数も入れて欲しい。

学務課 1302-06
就学時健康診断
経費

学校保健安全法に基づき、就学前の幼児に対し健
康診断を実施する。

3,741 Ａ：現状維持 学校保健安全法第11条に基づき実施が義務付けられている健診である。

学務課 1302-09 プール運営経費
小・中学校のプール授業時の監視補助員の配置、
プール清掃委託、水質検査委託、消毒の購入等
のプール運営に必要な事務を行う。

9,904
Ａ'：現状維持
（経過観察）

泳力を伸ばす事業であるならば、成果指標として泳力を表す指標を検討して欲しい。

学務課 1302-10
夏季プール運営
経費

夏休み期間中に開設する児童・生徒に対する夏季
学校プールを実施し、その間外部指導員を雇用す
る。

2,883
Ａ'：現状維持
（経過観察）

泳力を伸ばす事業であるならば、成果指標として泳力を表す指標を検討して欲しい。

学務課 1302-13
学校栄養士関係
経費

都費の正規職員（栄養士）を配置していない学校
に１人ずつ非常勤職員（栄養士）を配置し、配置校
の給食献立作成・栄養管理・衛生管理及び作業管
理等を担っている。

50,724 Ａ：現状維持
成果指標として、食品ロス数やアレルギー事故率等、給食に対する評価を検討して欲し
い。
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学務課 1302-14 嘱託医報酬経費

学校保健安全法の規定に基づき、区立小・中学
校、幼稚園に学校医（内科・眼科・耳鼻科）、学校
歯科医、学校薬剤師を配置し、毎月条例（「特別職
の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例」）で規定された報酬（学校医：40,000円、
学校歯科医：40,000円、学校薬剤師：22,300円、幼
稚園医：25,100円、幼稚園歯科医：25,100円、幼稚
園薬剤師：14,200円）を支払う。

69,874 Ａ：現状維持
学校医、学校歯科医、学校薬剤師は、学校保健安全法第23条により、配置を義務付け
られている。

学務課 1302-15
災害共済給付経
費

小・中学校、幼稚園の管理下における児童・生徒
等の災害（日本スポーツ振興センター〔以下「セン
ター」という。〕法上の災害は、負傷、疾病、障害、
死亡の４種類）について、その保護者に対し災害
共済給付（負傷、疾病に対しては医療費、疾病に
より身体に障害が残った場合は障害見舞金、死亡
した場合は死亡見舞金）を支給する。なお、災害共
済給付契約により、センターに対し支払う共済掛金
については全児童・生徒、園児分を公費負担して
いる。

10,012 Ａ：現状維持
学校管理下における疾病や事故によるケガ等に対し、医療費等を給付するものである。
万が一の障害や死亡に対しての保障制度でもある。

学務課 1302-21
学校・通学路の安
全事業

園児・児童・生徒が安全・安心な学校生活を過ごす
ことができうよう、登下校時の通学案内、防犯カメラ
の設置等、日常的な安全体制を確立する。
区立小学校の保護者を対象に、スクールガード養
成講習会、通学路や学校周辺の巡回指導を行う。
区と区立小学校PTAが協働して、こども１１０番の家
事業を運営する。

101,747 Ａ：現状維持
防犯カメラでの抑止効果に加え、効率的効果的なパトロールの実施等など犯罪抑止に
つながるような方法の検討を進めて欲しい。

学務課 1302-22
幼稚園管理運営
経費

就学前の幼児に対して、育ちを支える機関として、
遊びを通しての総合的な指導を行うとともに、教育
時間終了後、希望する在園児を対象に預かり保育
を実施する。

32,720 Ｂ：改善・見直し

平成２７年度にスタートした子ども子育て支援新制度下においては、教育・保育施設の
量的拡充と提供体制の確保、及び質の高い幼児教育・保育の提供の両方が求められ
ている。昨年度「豊島区の幼児教育のあり方検討委員会」において、検討した内容を踏
まえ、乳幼児期の教育・保育の充実を公私幼保を問わず、組織横断的に進めていく。

放課後対策
課

1303-01
子どもスキップ運
営事業

・小学生の安全安心な居場所として各小学校内又
は隣接地に子どもスキップを配置する。
・保護者の就労状況と利用児童の安全安心に配慮
した学童クラブの運営をする。
・子どもスキップ一般利用の受け入れにより、学校
施設を活用した遊びや体験の場を提供する。
・地域子ども懇談会を開催して、子どもスキップの
運営に地域や関連団体等の意向を反映させる。
・子ども会議を開催して、子どもスキップの運営に
児童の意見を反映させる。

594,252 Ａ：現状維持
共働き世帯のニーズに応え、また、児童の充実した放課後の生活を支援しており、豊島
区の子育て支援施策の充実に大いに貢献している。

放課後対策
課

1303-02 学校開放事業
学校開放管理員・開放協力員を配置し、学校教育
に支障のない範囲で学校施設(校庭・体育館・教
室・武道場等)を有料(減免制度あり)で開放する。

129,412 Ａ：現状維持
公園や体育館・運動場が少ない本区において、安心安全な居場所との提供に大いに
寄与している。

放課後対策
課

1303-03
放課後子ども教室
事業

子どもスキップ事業を実施している小学校で、地域
住民の参画によりコーディネーター・指導員・安全
管理員を配置して放課後子ども教室を開催する。

31,223
Ａ'：現状維持
（経過観察）

子どもの放課後を充実させることでの意義がとても大きい事業なので、参加者を増やす
工夫を進めて欲しい。
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学校施設課 1304-01
小・中学校改築計
画の第一次改訂
の検討

学校改築を着実に進め、当面改築を予定していな
い既存校の計画的な改修を行うための検討を行
う。

5,020 Ａ：現状維持
A現状維持「豊島区学校施設のあり方検討会」での長寿命化方針や改築方針による、
全校を対象とした改修・改築計画の策定を進めて欲しい。

学校施設課 1304-04
学校トイレ緊急改
善推進事業

平成28年度から3年間で、すべての区立小中学校
のトイレ改修を集中的かつ緊急的に行う。

456,710 Ｃ：縮小
本事業は、平成28年度から3年間で区立小中学校のトイレの洋式化等を図るものであ
り、平成30年度に事業終了予定である。

指導課 1305-01
確かな学力育成
事業（指導書・英
語・読書活動）

①4月に小3～中3を対象とした区独自の学力調査
実施　②4月に小6・中3を対象とした意識・意向調
査実施　③社会科副読本の改訂・作成・配付　④
星座早見表等学習資料の印刷・配付　⑤小1～中
3を対象に外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した英語
教育実施（年間）　⑥5～8月に小学校教員を対象
とした英語研修実施　⑦5月に小・中学校教員対象
の英語合同研修を実施。　⑧11月にＲ＆Ｃフェスタ
を開催。

52,682 Ａ：現状維持
豊島区教育ビジョン2015における「確かな学力」を育成するための基本的な施策とし
て、区独自の学力調査、外国語教育の充実、社会科副読本等の作成、読書習慣の推
進を果たしている。

指導課 1305-02
魅力ある授業づく
り事業

小・中学校において学力向上及び学習習慣の定
着を図るため、英語検定等の取得を目指した学習
教室や長期休業期間中等に実施する補習の支援
を実施している。

4,742
Ａ'：現状維持
（経過観察）

成果指標として検定の合格率など事業を実施したことのよる評価を検討して欲しい。

指導課 1305-03
豊かな人間性育
成事業

①各小学校合同で、音楽鑑賞教室や連合音楽
会、邦楽鑑賞教室等を実施。②各中学校合同で、
音楽鑑賞教室や連合音楽会、連合作品展を実
施。③中学生が自らの将来を見据え、主体的に進
路を選択する能力や態度を育てるよう職場体験学
習を実施した。

7,079
Ａ'：現状維持
（経過観察）

職場体験など、体験した生徒からの感想など実施に対する評価がないと判断できない。

指導課 1305-04
次世代文化の担
い手育成事業

幼稚園児・児童・生徒がプロフェッショナルの芸術
家とふれあい芸術文化に親しむとともに、創造力・
表現力やコミュニケーション能力を育成する。

1,620
Ａ'：現状維持
（経過観察）

事業内容から全校での実施を検討して欲しい。また、参加者からの意見・感想等を把握
し成果指標を検討して欲しい。

指導課 1305-05
いじめ防止対策推
進事業

「豊島区教育委員会いじめ防止対策推進条例」の
規定に基づき、豊島区教育委員会いじめ防止対策
推進委員会を開催し、いじめの事前予防策等につ
いて協議する。また心理検査「hyper-QU」を小学
校3年生以上の児童・生徒を対象に実施し、その結
果を各校の生活指導等で活用する。

7,001
Ａ'：現状維持
（経過観察）

認知件数に対し解決（たとえば不登校がなくなった）件数など成果指標を検討して欲し
い。

指導課 1305-06
オリンピック・パラリ
ンピック教育推進
事業

オリンピック・パラリンピック教育を全校（園）で実施
する。学習指導要領の目標達成を目指し、各教科
等の学習内容・活動とオリンピックやパラリンピック
を関連付け、「４つのテーマ」(オリンピック・パラリン
ピックの精神、スポーツ、文化、環境)と「４つのアク
ション」［学ぶ(知る)、観る、する(体験・交流)、支え
る］を組み合わせた取組を展開する。また、体力の
向上、体育・健康教育の充実、食育の推進を図る。

8,711 Ａ：現状維持
2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催を控え、子どもたちが参加国の文
化や歴史に直接触れ、学習することができる本事業の意義は大きいと言える。
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指導課 1305-07
インターナショナ
ルセーフスクール
推進事業

学校内外における怪我や事故、いじめを予防する
ことによって、安全で安心な学校環境づくりに取組
み、国際認証であるインターナショナルセーフス
クールを取得する。

8,337 Ｂ：改善・見直し
議会等からの指摘を踏まえ、審査実施方法を見直すことにより、国際認証取得に要する
経費の大幅な削減を行う必要がある。

指導課 1305-08
学校図書館司書
の配置事業

区立小・中学校各校において、貸出・返却処理、
配架整理・書架出納等カウンター周辺業務、読書
相談、授業・学習支援、蔵書点検業務を実施す
る。29年度より、全小・中学校において図書館課所
属の非常勤職員を配置し、また30年度からは学校
図書館専属として指導課所属非常勤職員を配置
する。

0 Ａ：現状維持
基本的な環境整備の整った学校では、更なる活用を促すための環境整備、近々に迫っ
た学校行事や学習単元に沿ったテーマ図書展示や貸出増加を目指すなど、各学校の
図書館活用に果たす司書の役割は大きい。

指導課 1305-09
教育都市としまを
担う人材育成事業

すべての教員を対象に、教職経験や校務分掌に
応じた各研修会を実施。区立幼稚園、小・中学校
の各教育研究会、教育研究活動等への経費補
助、部活動の活性化を目的とした中学校体育連盟
の運営補助において学力向上及び学習習慣の定
着を図る。

15,757 Ａ：現状維持 参加した先生の評価を指標として検討して欲しい。

指導課 1305-10
能代市との教育連
携事業

①6月及び11月に授業改善リーダー育成として能
代市派遣研修を実施。②11月に教育委員・事務局
を含む教員派遣団が能代市を訪問し、能代市小・
中学校での授業参観と意見交流。　③8月にとしま
教育フォーラムを開催。能代市から教員派遣団来
訪。④11月に、生徒間交流で豊島区中学生16名
が2泊3日で能代市訪問。⑤1月に能代市より教員
派遣団来訪、小学校研究発表に参加。区内小・中
学校に授業参観、意見交換会を実施。

2,165 Ｂ：改善・見直し
能代市へは25年から派遣研修を継続して実施している中で、事業内容及び事業の継
続を含めて検討をして欲しい。

指導課 1305-11
学校・地域の連携
推進事業

地域の人材を活用した学校運営連絡協議会の一
層の充実を図り、コミュニティスクールとしての機能
を充実させるとともに、学校評価や関係者評価を学
校経営の改善に積極的に活用する。

0
Ａ'：現状維持
（経過観察）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正（平成29年4月1日施行）による、学
校運営協議会（法定コミュニティ・スクール）の実施方法の検討結果を見極めたい。

指導課 1305-12 部活動推進事業

各区立中学校の部活動に外部指導員を年度単位
で派遣する。外部指導員の専門性を活用し、また
顧問教諭の人事異動、指導者不足等各種事情に
より休・廃部としないよう実施している。

10,522 Ａ：現状維持
スポーツや文化活動を通じて、コミュニケーション能力の育成や集団活動の場として必
要な部活動は、地域人材を活用し継続維持している。

指導課 1305-13
都市型環境教育
推進事業

高密都市ならではの都市型環境教育を推進し、区
立小学校３年生を対象に区役所庁舎見学（豊島の
森の見学・ＤＶＤ視聴、防災危機管理課・環境政策
課からの事業説明等）を実施する。

113
Ａ'：現状維持
（経過観察）

見学内容の改善の検討を進めて欲しい。

指導課 1305-14
区立小・中学校小
規模校授業づくり
支援事業

区立小・中学校における授業の質の向上及び児
童・生徒の学力向上に資することを目的として、授
業づくり支援員（臨時職員）を配置する。

8,754
Ａ'：現状維持
（経過観察）

小規模校の魅力を学力だけの指標ではなく、他の指標も検討して欲しい。

指導課 1305-16
区立幼稚園児幼
児期道徳性教育
事業

幼児の道徳性の芽生えを培うため区立幼稚園３園
に非常勤指導員を配置し、基本的な生活習慣を身
に付けさせるとともに、心の教育を重視し道徳性を
育む。

10,263
Ａ'：現状維持
（経過観察）

保護者へのアンケートを実施するなど、家庭での事業成果を検証するなど検討を進め
て欲しい。
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教育セン
ター

1306-01
区立幼小中特別
支援教育推進事
業経費

①区立の幼稚園、小中学校の要請に応じて巡回
相談員や専門家チームを派遣し特別支援教育に
関する支援を行う。②特別支援学級及び巡回拠点
校に特別支援教育推進のための研修会経費を支
出する。③特別支援学級（固定学級）在籍児童・生
徒の1年間の取り組み作品や発表の場である「まと
め展」の運営経費を支出する。④区立幼稚園に在
園する特別な支援を必要とする幼児を対象にソー
シャルスキルトレーニングのグループ及び個別によ
る支援を行う。

3,206 Ａ：現状維持

豊島区においては２８年度全小学校に特別支援教室を導入、３１年度は全中学校に特
別支援教室を導入予定である。また、２９年度には２３区内でも３区目である自閉症・情
緒障害学級を設置し、特別支援教育の充実・発展に努めている。また、医師や大学の
専門家が幼稚園・小・中学校教員に指導・助言を行う専門家チーム派遣は、全ての教
員の特別支援教育への理解と指導力を高め、学級経営の安定を図ることのできる有意
義な研修である。さらに知的障害特別支援学級（小学校５校、中学校３校）の児童・生徒
の１年間の学習成果発表会「まとめ展」の舞台会場は、としま新ホール建設まで公立小
学校を会場とすることにより、音響・照明に加えて安全対策について万全を期していか
なければならない。

教育セン
ター

1306-02
特別支援学級指
導員等関係経費

①特別支援学級（固定学級）に指導員を配置す
る。
②特別支援教育巡回相談員を区立幼稚園・小学
校・中学校に派遣する。

38,614 Ａ：現状維持

豊島区立小中学校に設置されている特別支援学級に配置する特別支援学級指導員
は、児童・生徒の生活習慣の指導及び安全管理を行っている。巡回相談員は通常の学
級に在籍する発達障害等の児童・生徒の指導方法等について助言・支援を行ってい
る。障害者差別解消法における合理的配慮が公立学校に義務化された現状におい
て、各学校において特別な支援を要する児童・生徒は著しく増加し、特別支援教育の
充実を図る上でそのニーズはますます必要とされている。

教育セン
ター

1306-03
区立小・中学校教
育支援員経費

①通常学級に在籍している特別な支援を要する児
童・生徒への学習面や行動面の支援を行う。
②特別支援学級に在籍している児童・生徒への身
辺介助や安全管理、学習面での支援を行う。

42,530 Ａ：現状維持

各学校においては、特別な支援を要する児童・生徒は増加傾向にあり、特別な支援を
要する児童・生徒を含め、他の児童・生徒についても学級全体の安定が求められてい
る。東京都特別支援教育推進計画（第２期）においても、特別な支援を要する児童・生
徒に対して学習面や生活面で支援を行う教育支援員の活用・支援体制の充実につい
て記されている。また、障害者差別解消法が施行され、合理的配慮が義務化される現
状に合って、その配置は必須であり、本事業の重要性及びニーズは非常に高い。

教育セン
ター

1306-04
スクールソーシャ
ルワーカー活用事
業経費

学校のみでは解決が困難な問題を抱える児童・生
徒に対しスクールソーシャルワーカーを派遣し家庭
や地域社会、学校との協働体制の整備や児童相
談所、医療機関などの関係機関との連携を図るな
ど子どもの置かれた環境の改善を行う。また家庭訪
問等を通じて児童・生徒へ支援を行う。

10,111 Ａ：現状維持

昨年度からこれまで非常勤職員であったＳＳＷを任期付き係長におき、学校をはじめ教
育センター内の各グループ及び関係諸機関との連携を強化した。これまでも全小中学
校の不登校対策会議への出席し、一人一人の児童・生徒への対応や家庭への働きか
けに努めてきている。組織体制を強化することで、学校では解決することができない困
難な問題についてさらに派遣申請は増加し、迅速で適切な対応により問題の解消・改
善率を上げている。

教育セン
ター

1306-05
適応指導教室経
費

学校復帰を目的としつつも、まず、生活リズムの確
立と学習活動の習慣化を目指す。
学校に登校することができなくなったことで、自信を
失いがちな生徒が多いので、過去にとらわれずに、
未来へ向かって自分がどのように生きていくのかを
考えさせるように指導する。
人とのかかわり方を学ぶスポーツ活動や生活範囲
や社会的視野を広げ、社会性を身につ行けさせる
ための体験学習を行う。

1,213
Ａ'：現状維持
（経過観察）

体験型学習事業の効果を見極めていきたい。

教育セン
ター

1306-06 教育相談経費

幼児、児童・生徒およびその保護者を対象とした教
育相談活動、区立幼稚園におけるスクールカウン
セリング活動を行い、養育上の悩みや不登校、いじ
めなどの学校不適応問題に対しての解消及び未
然防止を図る。また発達に課題のある子どもを対象
とした就学相談を実施し、適切な就学先について
助言を行う。

58,366 Ａ：現状維持

教育相談は教育センターの主軸の事業であり、区内在住・在学の幼児から１８歳までの
子供とその家族、区内公立学校の教職員を対象に、電話相談、来所相談、医療相談を
行うことに加え、ケース会議や緊急の学校支援等の相談活動を行い、のべ年間８４００
回以上の教育相談を行っている。また、就学相談は就学先の相談及び就学相談委員
会を経て、就学先の提案を行っている。近年、小学校の特別支援教室導入など保護者
の特別支援教育への周知・理解が深まり、就学相談申請件数は過去最高の３１６件と
なった。教育相談、就学相談ともに、主任教育相談員の配置を行い、困難なケースにつ
いて組織的・多角的な相談活動を行っている。
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29決算
（千円）

最終評価 評価要旨

教育セン
ター

1306-07
日本語指導教室
経費

区立の小中学校に在籍する日本語を話せない来
日間もない児童・生徒に対し、学校生活に適応す
るための日本語指導や日本の生活習慣等の指導
を行う。

1,754
Ａ'：現状維持
（経過観察）

対象人数が増えている中で、指導回数が減っている要因について分析を進め事業改
善につなげてほしい。

教育セン
ター

1306-08
日本語初期指導
事業経費

区立幼稚園、小中学校に在籍する園児・児童・生
徒及びその保護者に対し、学校からの要請に応じ
て日本語初期指導（通訳派遣）を行う。園児・児童・
生徒1人につき32時間まで、保護者の場合は2時間
まで派遣する。

7,568
Ａ'：現状維持
（経過観察）

対象人数が増えている中で派遣時間が減っている要因についての分析を進めて事業
改善につなげて欲しい。
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（千円）

最終評価 評価要旨

選挙管理委
員会事務局

1401-02 投票環境の改善
平成３１年４月執行される区議会・区長選挙に向け
た準備を行う

0 Ａ：現状維持

選挙を滞りなく執行するための準備経費である。
区議会・区長選挙準備については、立候補予定者が６０人程度見込まれていることによ
る立候補事前審査及びポスタ―掲示場の調査・撥水ボードの確保。人材派遣契約及び
準備業務の履行等が必要となる。
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