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未来戦略推進プラン２０１５
計画事業名

新基本計画（２０１６～）の体系による
施　策

事業区分 分野 現在の主管課

1 2 区政協力活動事業 1-1-1　区民参画の推進 一般 参加・協働 区民活動推進課

2 3 区政連絡会運営事業 1-1-1　区民参画の推進 一般 参加・協働 区民活動推進課

3 16 町会活動活性化支援事業 1-1-1　区民参画の推進 一般 参加・協働 区民活動推進課

4 6 協働推進プロジェクト事業 1-1-2　多様な主体による連携・協働の促進 一般 参加・協働 区民活動推進課

5 17 町会連合会事業への補助 1-2-1　地域を担う人材・団体の育成支援 一般 参加・協働 区民活動推進課

6 1 地域協議会モデル事業 1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 区民活動推進課

7 4 区民集会室管理運営事業 1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 区民活動推進課

8 5 区民活動センターの管理運営 1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 区民活動推進課

9 7 地域区民ひろばの推進 1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 地域区民ひろば課

10 8 地域区民ひろば施設の改修 1-2-2　地域における活動拠点の充実 施設 参加・協働 地域区民ひろば課

11 9 地域区民ひろば自主運営推進事業 1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 地域区民ひろば課

12 10
地域区民ひろば運営協議会活動支
援事業

1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 地域区民ひろば課

13 11
地域区民ひろば運営協議会はばたき
支援事業

1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 地域区民ひろば課

14 12
地域区民ひろばセーフコミュニティス
テーション普及啓発事業

1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 地域区民ひろば課

15 13 高齢者健康増進用カラオケの整備 1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 地域区民ひろば課

16 14 区民ひろばプラチナ社会共創事業 1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 地域区民ひろば課

17 15
地域区民ひろば開設１０周年記念事
業

1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 地域区民ひろば課

18 19 区民活動支援のための事業補助 1-2-2　地域における活動拠点の充実 一般 参加・協働 各担当課

19 213 外国語ボランティア事業 2-1-1　国際理解の推進 一般 平和・人権 文化観光課

20 216
憲法・非核平和・人権思想周知関係
事業

2-2-1　平和と人権意識の普及・啓発 一般 平和・人権 総務課

21 217 区民相談事業 2-2-1　平和と人権意識の普及・啓発 一般 平和・人権 広報課（総合相談担当）

22 218 男女共同参画啓発事業 2-3-1　あらゆる分野における男女共同参画の推進 一般 平和・人権 男女平等推進センター

23 219
男女平等推進センター「エポック１０」
管理運営事業

2-3-1　あらゆる分野における男女共同参画の推進 一般 平和・人権 男女平等推進センター

24 221 女性の暮らし支援出張講座 2-3-1　あらゆる分野における男女共同参画の推進 一般 平和・人権 男女平等推進センター

25 223
としま男女共同参画推進プラン策定
事業

2-3-1　あらゆる分野における男女共同参画の推進 一般 平和・人権 男女平等推進センター

【参考】新基本計画（２０１６～）体系案に基づく現計画事業の施策（施策順）　

＊現計画事業（未来戦略推進プラン2015掲載の445事業）を新基本計画体系案に基づく施策に分類

＊再掲事業は、あくまでも現基本計画の体系に基づくものであるため、新基本計画における施策については空欄となっている。

＊新基本計画（２０１６～）体系案に基づく新計画事業（事業費、事業量を含め）については、未来戦略推進プラン２０１６策定時に確定する

＊平成28年度新規拡充事業については、予算が確定後、未来戦略推進プラン２０１６にて記載
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26 224 住民意識調査 2-3-1　あらゆる分野における男女共同参画の推進 一般 平和・人権 男女平等推進センター

27 222 ワーク・ライフ・バランス推進事業 2-3-2　ワーク・ライフ・バランスの推進 一般 平和・人権 男女平等推進センター

28 220 女性にかかわる相談事業 2-3-3　配偶者等暴力防止対策の充実 一般 平和・人権 男女平等推進センター

29 225
DV（ドメスティック・バイオレンス）及び
デートDV防止対策事業

2-3-3　配偶者等暴力防止対策の充実 一般 平和・人権 男女平等推進センター

30 21 見守りと支えあいネットワーク事業 3-1-1　福祉コミュニティの形成 一般 福祉 高齢者福祉課

31 22 社会福祉協議会助成事業 3-1-1　福祉コミュニティの形成 一般 福祉 福祉総務課

32 24
地域保健福祉計画の改定《一部介護
保険事業会計》

3-1-1　福祉コミュニティの形成 一般 福祉 福祉総務課、介護保険課

33 29 コミュニティソーシャルワーク事業 3-1-1　福祉コミュニティの形成 一般 福祉 福祉総務課

34 31 見守り訪問事業 3-1-1　福祉コミュニティの形成 一般 福祉 高齢者福祉課

35 23 障害者地域支援協議会の運営 3-1-2　総合的・包括的なケア基盤の充実 一般 福祉 障害福祉課

36 26
閉じこもりうつ対策・訪問支援事業
《一部介護保険事業会計》

3-1-2　総合的・包括的なケア基盤の充実 一般 福祉 高齢者福祉課

37 27 民生・児童委員事業 3-1-2　総合的・包括的なケア基盤の充実 一般 福祉 福祉総務課

38 28
地域包括支援センターの運営《一部
介護保険事業会計》

3-1-2　総合的・包括的なケア基盤の充実 一般 福祉 高齢者福祉課

39 32
認知症戦略関連事業《一部介護保険
事業会計》

3-1-2　総合的・包括的なケア基盤の充実 一般 福祉 高齢者福祉課

40 33
介護認定調査事業《介護保険事業会
計》

3-1-2　総合的・包括的なケア基盤の充実 一般 福祉 介護保険課

41 67 地域密着型サービス等の基盤整備 3-1-2　総合的・包括的なケア基盤の充実 施設 福祉 福祉総務課

42 68 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 3-1-2　総合的・包括的なケア基盤の充実 施設 福祉 福祉総務課

43 69 障害者福祉基盤等整備費助成事業 3-1-2　総合的・包括的なケア基盤の充実 施設 福祉 障害福祉課

44 34
福祉サービス権利擁護支援室運営助
成事業

3-1-3　福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 一般 福祉 福祉総務課

45 35
成年後見事業《一部介護保険事業会
計》

3-1-3　福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 一般 福祉 高齢者福祉課、障害福祉課

46 36
給付適正化対策事業《介護保険事業
会計》

3-1-3　福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 一般 福祉 介護保険課

47 37 障害者福祉広報活動事業 3-1-3　福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 一般 福祉 障害福祉課

48 38
認知症・虐待専門対応事業《介護保
険事業会計》

3-1-3　福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 一般 福祉 高齢者福祉課

49 39 障害者虐待防止対策支援事業 3-1-3　福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 一般 福祉 障害福祉課

50 30 一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 高齢者福祉課

51 40
シルバー人材センター運営費助成事
業

3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 福祉総務課

52 41 高齢者紙おむつ等助成事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 高齢者福祉課

53 42
心身障害者紙おむつ支給及び購入
費等助成事業

3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉
障害福祉課（障害福祉サー
ビス担当）

54 43 基幹相談支援センター事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 障害福祉課
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55 45
障害者移動支援及び日常生活用具
等給付事業

3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉
障害福祉課（障害福祉サー
ビス担当）

56 46 中等度難聴児発達支援事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉
障害福祉課（障害福祉サー
ビス担当）

57 47 高齢者配食サービス事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 高齢者福祉課

58 48 高齢者緊急通報システム事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 高齢者福祉課

59 49
重度身体障害者緊急通報システム事
業

3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉
障害福祉課（障害福祉サー
ビス担当）

60 50 福祉ホーム「さくらんぼ」の運営 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 障害福祉課

61 51 発達障害者支援事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 障害福祉課

62 52 視覚障害者外出支援事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 障害福祉課

63 53 敬老の日事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 高齢者福祉課

64 54 障害者訪問入浴サービス事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 障害福祉課

65 57
居宅介護（介護予防）住宅改修・福祉
用具購入受領委任払い事業《介護保
険事業会計》

3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 介護保険課

66 70 奨学基金援護事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 生活福祉課

67 71 路上生活者応急援護事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉
生活福祉課、福祉総務課
(自立促進担当）

68 72 被保護者自立支援事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉
生活福祉課・西部生活福祉
課

69 73 生活困窮者自立支援事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉
福祉総務課（自立促進担
当）

70 74 区役所別館整備事業 3-2-1　日常生活への支援 施設 福祉 生活福祉課

71 75 高次脳機能障害者支援対策事業 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 障害福祉課

72 76 就学援助生活困窮者補助金 3-2-1　日常生活への支援 一般 福祉 学務課

73 44 障害者就労支援事業 3-2-2　就労支援の強化 一般 福祉 障害福祉課

74 55 障害者の雇用促進事業 3-2-2　就労支援の強化 一般 福祉 人事課

75 56 チャレンジ雇用支援事業 3-2-2　就労支援の強化 一般 福祉 障害福祉課

76 25 障害者用ヘルプカードの作成・普及 3-2-3　社会参加の促進 一般 福祉 障害福祉課

77 60 高齢者クラブ運営助成事業 3-2-3　社会参加の促進 一般 福祉 高齢者福祉課

78 61 手話通訳派遣・手話講習会事業 3-2-3　社会参加の促進 一般 福祉 障害福祉課

79 62 敬老入浴事業 3-2-3　社会参加の促進 一般 福祉 高齢者福祉課

80 63 障害者文化活動推進事業 3-2-3　社会参加の促進 一般 福祉 障害福祉課

81 64 心身障害者等移動手段提供事業 3-2-3　社会参加の促進 一般 福祉
障害福祉課（障害福祉サー
ビス担当）

82 65
高齢者元気あとおし事業《介護保険
事業会計》

3-2-3　社会参加の促進 一般 福祉
高齢者福祉課（地域包括ケ
ア推進担当）

83 66 おたっしゃ給食事業 3-2-3　社会参加の促進 一般 福祉 高齢者福祉課
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84 58
介護予防運動プログラム事業《介護
保険事業会計》

3-2-4　介護予防の推進 一般 福祉 高齢者福祉課

85 59
介護予防普及啓発事業《介護保険事
業会計》

3-2-4　介護予防の推進 一般 福祉 高齢者福祉課

86 77 成人保健対策：健康教育 3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健 長崎健康相談所

87 80
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》

3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健
地域保健課、国民健康保険
課、高齢者医療年金課

88 82 介護老人施設入所者健康診査事業 3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健 地域保健課

89 85
豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事
業

3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健 地域保健課

90 86 福祉健康診査 3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健 地域保健課

91 87
糖尿病重症化予防等による医療費適
正化事業《国民健康保険事業会計》

3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健
国民健康保険課、地域保健
課

92 88 がん検診事業 3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健 地域保健課

93 89 がん対策推進事業 3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健 地域保健課

94 90 がん対策基金関連事業 3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健 地域保険課

95 91 がん先進医療費利子補給事業 3-3-1　がん・生活習慣病対策等の推進 一般 健康・保健 地域保健課

96 78 女性のしなやか健康づくり 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健
健康推進課、長崎健康相談
所

97 79 食育の推進 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健
地域保健課、健康推進課、
長崎健康相談所

98 81 生活習慣病予防事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健 健康推進課

99 83 健康チャレンジ！事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健 地域保健課、健康推進課

100 84 健康プラン推進事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健 地域保健課

101 93 精神保健対策：相談事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健
健康推進課、長崎健康相談
所

102 94 自殺うつ病予防事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健 健康推進課

103 96 妊婦健康診査事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健 健康推進課

104 97 妊産婦歯科健康診査事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健 健康推進課

105 98 乳幼児健康診査事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健
健康推進課、長崎健康相談
所

106 99 母子保健対策：相談事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健
健康推進課、長崎健康相談
所

107 100 こんにちは赤ちゃん事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健
健康推進課、長崎健康相談
所

108 101 歯周疾患検診事業 3-3-2　こころと体の健康づくりの推進 一般 健康・保健 地域保健課

109 102 感染症及びエイズ対策事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 健康推進課

110 103 結核対策事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 健康推進課

111 104 予防接種事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 健康推進課

112 105 B型肝炎ワクチン接種助成事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 健康推進課
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113 106 おたふくかぜワクチン接種助成事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 健康推進課

114 107
先天性風しん症候群予防接種緊急対
策事業

3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 健康推進課

115 108 新型インフルエンザ対策事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 健康推進課

116 109 医務・薬事事務 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 生活衛生課

117 110 環境衛生関係事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 生活衛生課

118 111 食品衛生関係事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 生活衛生課

119 112 食の安全推進事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 生活衛生課

120 113 人と動物の共生事業 3-3-3　健康危機管理の強化 一般 健康・保健 生活衛生課

121 92 障害者等歯科診療事業 3-3-4　地域医療体制の充実 一般 健康・保健 地域保健課

122 114 休日診療・夜間小児初期診療事業 3-3-4　地域医療体制の充実 一般 健康・保健 地域保険課

123 115
在宅医療連携推進会議・在宅医療相
談窓口事業

3-3-4　地域医療体制の充実 一般 健康・保健 地域保険課

124 116 在宅歯科医療相談窓口事業 3-3-4　地域医療体制の充実 一般 健康・保健 地域保険課

125 117 豊島健康診査センター運営助成事業 3-3-4　地域医療体制の充実 一般 健康・保健 地域保健課

126 119
「子どもプラン」及び「子ども・子育て支
援事業計画」の推進事業、子ども・子
育て会議の運営

4-1-1　子どもの社会参加・参画の促進 一般 子育て 子ども課

127 120 青少年問題協議会運営 4-1-1　子どもの社会参加・参画の促進 一般 子育て 子ども課

128 126 子どもスキップ事業 4-1-1　子どもの社会参加・参画の促進 一般 子育て 子ども課

129 127 池袋本町プレーパーク事業 4-1-1　子どもの社会参加・参画の促進 一般 子育て 子ども課

130 128 子どもスキップの施設改修 4-1-1　子どもの社会参加・参画の促進 施設 子育て 子ども課

131 129 中高生センター運営事業 4-1-1　子どもの社会参加・参画の促進 一般 子育て 子ども課

132 118 子どもの権利推進事業 4-1-2　困難を有する子どもやその家族への支援 一般 子育て 子育て支援課

133 121
保護観察対象少年に対する就労支
援事業

4-1-2　困難を有する子どもやその家族への支援 一般 子育て 人事課・子ども課

134 122 子ども虐待防止ネットワーク事業 4-1-2　困難を有する子どもやその家族への支援 一般 子育て 子育て支援課

135 123 児童虐待防止に向けた見守り・支援 4-1-2　困難を有する子どもやその家族への支援 一般 子育て 子育て支援課

136 152 発達支援事業 4-1-2　困難を有する子どもやその家族への支援 一般 子育て 子育て支援課

137 124 親の子育て力向上支援事業 4-1-3　子どもの成長を地域で支えるための環境整備 一般 子育て 子育て支援課

138 207 青少年育成委員会運営 4-1-3　子どもの成長を地域で支えるための環境整備 一般 子育て 子ども課

139 208 子育て人材開発支援事業 4-1-3　子どもの成長を地域で支えるための環境整備 一般 子育て 子ども課

140 210 放課後子ども教室事業 4-1-3　子どもの成長を地域で支えるための環境整備 一般 教育 庶務課

141 211 学校開放事業 4-1-3　子どもの成長を地域で支えるための環境整備 一般 教育 庶務課
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142 212 子ども地域活動支援事業 4-1-3　子どもの成長を地域で支えるための環境整備 一般 教育 子ども課

143 125 子育て訪問相談事業 4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

144 130
子育て支援総合相談事業（子育てナ
ビゲーターの配置等）

4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

145 131 としま鬼子母神プロジェクト事業 4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て
健康推進課、長崎健康相談
所

146 132 子ども家庭女性相談事業 4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

147 133 緊急一時保護宿泊費助成事業 4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

148 134
私立母子生活支援施設委託及び助
成事業

4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

149 135 子ども家庭支援センター事業 4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

150 136 障害児相談事業 4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

151 139 ひとり親に対する貸付・就労支援事業 4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

152 143 ひとり親家庭等医療費助成事業 4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

153 153 ファミリー・サポート・センター事業 4-2-1　地域の子育て支援の充実 一般 子育て 子育て支援課

154 140 認可保育所の運営・助成 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

155 141 区立保育所分園の設置 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

156 142
臨時保育所運営事業（千早臨時保育
所）

4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課（保育政策担当）

157 144 一時保育事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課・子育て支援課

158 145 ショートステイ事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 子育て支援課

159 146 病後児保育事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

160 147 休日保育事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

161 148 一時保育一体型定期利用保育事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

162 149 短期特例保育 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

163 150 産後サポーター事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 子育て支援課

164 151 育児支援ヘルパー事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 子育て支援課

165 154
認証保育所保育料負担軽減補助事
業

4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

166 155 認証保育所運営費等補助事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

167 156 小規模保育事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

168 157 家庭的保育事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

169 158 事業所内保育事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課

170 159 居宅訪問型保育事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て 保育課
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171 160 保育士宿舎借り上げ助成事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 一般 子育て
保育課、保育課（保育政策
担当）

172 161 認可保育所等誘致・整備事業 4-2-2　保育施設・保育サービスの充実 施設 子育て
保育課、保育課（保育政策
担当）

173 173
「確かな学力」育成事業 「確かな学
力」育成事業

4-3-1　「確かな学力」の育成 一般 教育 指導課

174 174
「確かな学力」育成事業　能代市との
教育連携事業

4-3-1　「確かな学力」の育成 一般 教育 指導課

175 175
「確かな学力」育成事業　区立小・中
学校補習支援チューター事業

4-3-1　「確かな学力」の育成 一般 教育 指導課

176 176
「確かな学力」育成事業 読書活動推
進事業

4-3-1　「確かな学力」の育成 一般 教育 指導課

177 185 魅力ある授業づくり事業 4-3-1　「確かな学力」の育成 一般 教育 指導課

178 196 ＩＣＴ環境整備・活用事業 4-3-1　「確かな学力」の育成 一般 教育 庶務課

179 198
学校図書館整備・充実事業　学校図
書館司書の配置事業

4-3-1　「確かな学力」の育成 一般 教育 指導課

180 177
「豊かな人間性」育成事業 「豊かな人
間性」育成事業

4-3-2　「豊かな人間性」の育成 一般 教育 指導課

181 178
「豊かな人間性」育成事業 いじめ防
止対策推進事業

4-3-2　「豊かな人間性」の育成 一般 教育 指導課

182 179
「豊かな人間性」育成事業 小・中学校
移動教室等

4-3-2　「豊かな人間性」の育成 一般 教育 学務課

183 183 竹岡健康学園跡施設活用事業 4-3-2　「豊かな人間性」の育成 一般 教育 庶務課・学務課

184 184 「次世代文化の担い手」育成事業 4-3-2　「豊かな人間性」の育成 一般 教育 指導課

185 204 教育相談等充実事業 4-3-2　「豊かな人間性」の育成 一般 教育 教育センター

186 180
「健やかな心と体」育成事業　「健や
かな心と体」育成事業

4-3-3　「健やかな心と体」の育成 一般 教育 指導課

187 181
「健やかな心と体」育成事業　部活動
推進事業

4-3-3　「健やかな心と体」の育成 一般 教育 指導課

188 182
「健やかな心と体」育成事業　児童・
生徒の健康診断事業及びう歯予防事
業

4-3-3　「健やかな心と体」の育成 一般 教育 学務課

189 172 特別支援教育推進事業 4-3-4　教師力の向上と教育環境の整備 一般 教育 教育センター

190 186
「教育都市としま」を担う人材育成事
業

4-3-4　教師力の向上と教育環境の整備 一般 教育 指導課

191 199
学校図書館整備・充実事業　学校図
書館のデータベース化

4-3-4　教師力の向上と教育環境の整備 一般 教育 庶務課

192 203 家庭教育推進事業 4-4-1　家庭教育の支援 一般 教育 学習・スポーツ課

193 205
スクールソーシャルワーカー活用事
業

4-4-1　家庭教育の支援 一般 教育 教育センター

194 206 家庭教育支援ネットワーク事業 4-4-1　家庭教育の支援 一般 教育 庶務課

195 209 地域・大学連携事業 4-4-2　地域人材の活用 一般 教育 指導課

196 192
エコスクール化事業　小・中学校校庭
芝生化事業

4-4-3　学校施設の整備 一般 教育 学校施設課

197 193
エコスクール化事業　小・中学校大規
模環境整備事業

4-4-3　学校施設の整備 一般 教育 学校施設課

198 194
エコスクール化事業　小学校学級増
に伴う普通教室整備事業

4-4-3　学校施設の整備 一般 教育 学校施設課

199 195
学校改築計画推進事業　小・中学校
の改築

4-4-3　学校施設の整備 施設 教育 学校施設課

7
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200 201 学校施設の安全管理 4-4-3　学校施設の整備 再掲 教育 学務課・庶務課

201 187 都市型環境教育推進事業 4-5-1　新しい時代を拓く教育の推進 一般 教育 指導課

202 188 教育委員会運営事業 4-5-1　新しい時代を拓く教育の推進 一般 教育 庶務課

203 189 学校運営連絡協議会事業 4-5-1　新しい時代を拓く教育の推進 一般 教育 指導課

204 190
教育に関する事務の点検・評価委員
会運営

4-5-1　新しい時代を拓く教育の推進 一般 教育 庶務課

205 191 小規模校支援事業 4-5-1　新しい時代を拓く教育の推進 一般 教育 指導課

206 200 安全教育の充実 4-5-1　新しい時代を拓く教育の推進 一般 教育 指導課

207 202
インターナショナルセーフスクール推
進事業

4-5-1　新しい時代を拓く教育の推進 一般 教育 指導課

208 162 私立幼稚園児保護者援助事業 4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 子育て支援課

209 163 区立幼稚園特別支援事業 4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 学務課

210 164
私立幼稚園教育環境整備費補助事
業

4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 子育て支援課

211 165 私立幼稚園特別預かり保育事業 4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 子育て支援課

212 166
特定教育・保育施設　施設型給付事
業（私立幼稚園）

4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 子育て支援課

213 167
特定教育・保育施設　利用補助事業
（私立幼稚園）

4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 子育て支援課

214 168
特定教育・保育施設　特定負担額補
助事業（私立幼稚園）

4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 子育て支援課

215 169
子ども・子育て支援新制度　一時預か
り事業（幼稚園型）

4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 子育て支援課

216 170 区立幼稚園児道徳性教育事業 4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 指導課

217 171 区立幼稚園の預かり保育事業 4-5-2　幼児教育プログラムの展開 一般 教育 学務課・庶務課

218 226
公園等維持管理運営事業（公園施設
改修事業）

5-1-1　みどりの拠点拡大 一般 みどり・環境 公園緑地課

219 227 公園の改修及び再整備 5-1-1　みどりの拠点拡大 施設 みどり・環境 公園緑地課

220 228 地域で取り組む　緑被率の向上 5-1-1　みどりの拠点拡大 一般 みどり・環境 公園緑地課

221 229
子育て支援公園施設整備等モデル
事業

5-1-1　みどりの拠点拡大 一般 みどり・環境 公園緑地課

222 340 造幣局地区まちづくり推進事業 5-1-1　みどりの拠点拡大 施設 みどり・環境 公園緑地課

223 231 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業 5-1-2　みどりのネットワークの形成 一般 みどり・環境 環境政策課

224 232 界わい緑化推進事業 5-1-2　みどりのネットワークの形成 一般 みどり・環境 環境政策課

225 233 誕生記念樹配付事業 5-1-2　みどりのネットワークの形成 一般 みどり・環境 環境政策課

226 235 街路美化事業(さくら並木再生事業) 5-1-2　みどりのネットワークの形成 一般 みどり・環境 公園緑地課

227 236
池袋西口駅前広場モザイカルチャー
設置事業

5-1-2　みどりのネットワークの形成 一般 みどり・環境 道路整備課

228 239 エコ住宅普及促進事業 5-2-1　低炭素地域社会づくりの推進 一般 みどり・環境 環境政策課
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229 240 家庭の省エネ推進事業 5-2-1　低炭素地域社会づくりの推進 一般 みどり・環境 環境政策課

230 241 中小企業等温暖化対策支援事業 5-2-1　低炭素地域社会づくりの推進 一般 みどり・環境 環境政策課

231 242 エコ事業者普及促進事業 5-2-1　低炭素地域社会づくりの推進 一般 みどり・環境 環境政策課

232 243
地域主導型再生可能エネルギー導
入促進事業

5-2-1　低炭素地域社会づくりの推進 一般 みどり・環境 環境政策課

233 244 庁内地球温暖化対策事業 5-2-1　低炭素地域社会づくりの推進 一般 みどり・環境 環境政策課

234 234 豊島区の生きもの情報共有事業 5-2-2　自然との共生の推進 一般 みどり・環境 環境政策課

235 246 環境教育・啓発事業 5-2-2　自然との共生の推進 一般 みどり・環境 環境政策課

236 247
路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事
業

5-2-3　地域美化の推進 一般 みどり・環境 環境保全課

237 248 喫煙所管理事業 5-2-3　地域美化の推進 一般 みどり・環境 環境保全課

238 249 環境美化事業 5-2-3　地域美化の推進 一般 みどり・環境 環境保全課

239 250 池袋繁華街カラス被害防止対策事業 5-2-3　地域美化の推進 一般 みどり・環境 豊島清掃事務所

240 238
水質土壌汚染・環境放射線・ダイオキ
シン対策事業

5-2-4　都市公害の防止 一般 みどり・環境 環境保全課

241 251 新資源回収事業 5-3-1　３Rの推進 一般 みどり・環境 ごみ減量推進課

242 252 集団回収事業 5-3-1　３Rの推進 一般 みどり・環境 ごみ減量推進課

243 253 資源持ち去り防止対策事業 5-3-1　３Rの推進 一般 みどり・環境 ごみ減量推進課

244 254 ３Ｒ推進啓発事業 5-3-1　３Rの推進 一般 みどり・環境 ごみ減量推進課

245 255 計画推進事業 5-3-1　３Rの推進 一般 みどり・環境 ごみ減量推進課

246 256 廃棄物収集事業 5-3-2　安定的で適正なごみ処理の推進 一般 みどり・環境 豊島清掃事務所

247 257 事業系ごみ適正処理推進事業 5-3-2　安定的で適正なごみ処理の推進 一般 みどり・環境 豊島清掃事務所

248 258 豊島区景観計画策定事業 6-1-1　地域の特性を生かした市街地の形成 一般 都市再生 都市計画課

249 323
東池袋四・五丁目地区地区計画策定
事業

6-1-1　地域の特性を生かした市街地の形成 一般 都市再生 都市計画課

250 259 池袋駅東西連絡デッキ整備事業 6-1-2　池袋副都心の再生 一般 都市再生 副都心再生担当課長

251 260 池袋副都心再生推進事業 6-1-2　池袋副都心の再生 一般 都市再生 副都心再生担当課長

252 261 造幣局地区まちづくり推進事業 6-1-2　池袋副都心の再生 一般 都市再生 都市計画課

253 262 池袋副都心交通戦略の推進 6-1-2　池袋副都心の再生 一般 都市再生 都市計画課

254 263 池袋駅及び駅周辺整備事業 6-1-2　池袋副都心の再生 一般 都市再生
都市計画課(副都心再生担
当)

255 264
池袋西口駅前街区まちづくり推進事
業

6-1-2　池袋副都心の再生 一般 都市再生
都市計画課(副都心再生担
当)

256 265 池袋駅前エリア整備事業 6-1-2　池袋副都心の再生 一般 都市再生
都市計画課(副都心再生担
当)

257 266
南池袋二丁目地区街区再編まちづく
り推進事業

6-1-2　池袋副都心の再生 一般 都市再生 拠点まちづくり担当課長
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258 272 大塚駅周辺整備事業 6-1-3　活力ある地域拠点の再生 施設 都市再生 都市計画課

259 273
千川小学校跡地（飛地）施設整備事
業

6-1-3　活力ある地域拠点の再生 施設 都市再生 施設計画課

260 389 (仮称）西部地域複合施設の整備 6-1-3　活力ある地域拠点の再生 施設 都市再生 施設計画課

261 267
南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発事
業

6-1-4　新・旧庁舎を活用した文化にぎわいの創出 施設 都市再生
都市計画課(拠点まちづくり
担当)

262 268
オープンカフェ等庁舎跡地周辺まちづ
くり事業

6-1-4　新・旧庁舎を活用した文化にぎわいの創出 一般 都市再生
都市計画課(拠点まちづくり
担当)

263 269 庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業 6-1-4　新・旧庁舎を活用した文化にぎわいの創出 施設 都市再生 道路整備課

264 270 新庁舎整備の推進・庁舎跡地の活用 6-1-4　新・旧庁舎を活用した文化にぎわいの創出 一般 都市再生
庁舎跡地活用課（庁舎跡地
建築担当）

265 271 新庁舎移転開設準備事業 6-1-4　新・旧庁舎を活用した文化にぎわいの創出 施設 都市再生
庁舎建設室（庁舎建築担
当）

266 274 区営住宅等維持管理事業 6-2-1　安全・安心に住み続けられる住まいづくり 一般 都市再生 住宅課

267 275
子育てファミリー世帯への家賃助成
事業

6-2-1　安全・安心に住み続けられる住まいづくり 一般 都市再生 住宅課

268 276 ケア付き住まい供給事業 6-2-1　安全・安心に住み続けられる住まいづくり 施設 都市再生 住宅課

269 277 高齢者等の入居支援事業 6-2-1　安全・安心に住み続けられる住まいづくり 一般 都市再生 住宅課

270 278
高齢者世帯等住み替え家賃助成事
業

6-2-1　安全・安心に住み続けられる住まいづくり 一般 都市再生 住宅課

271 279 住宅修繕・リフォーム資金助成事業 6-2-1　安全・安心に住み続けられる住まいづくり 一般 都市再生 住宅課

272 280
住宅マスタープラン重点プロジェクト
推進事業

6-2-2　良質な住宅ストックの形成 一般 都市再生 住宅課

273 281
返還予定区民住宅の継続入居支援
事業

6-2-2　良質な住宅ストックの形成 一般 都市再生 住宅課

274 282 リノベーションまちづくり事業 6-2-2　良質な住宅ストックの形成 一般 都市再生 住宅課

275 283 マンション専門家派遣事業 6-2-2　良質な住宅ストックの形成 一般 都市再生 住宅課

276 284 マンション管理支援チーム派遣事業 6-2-2　良質な住宅ストックの形成 一般 都市再生 住宅課(マンション担当)

277 285 分譲マンション建替え・改修支援事業 6-2-2　良質な住宅ストックの形成 一般 都市再生 住宅課(マンション担当)

278 286 マンション計画修繕調査費助成事業 6-2-2　良質な住宅ストックの形成 一般 都市再生 住宅課

279 305 地域公共バス運行支援事業 6-3-1　総合交通戦略の推進 一般 交通 交通対策課

280 307 地域交通政策検討推進事業 6-3-1　総合交通戦略の推進 一般 交通 都市計画課

281 287 区道の安全安心通行空間確保事業 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 一般 交通 道路整備課

282 288 エコ街路灯への改修事業 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 一般 交通 公園緑地課

283 289 都市計画道路の整備事業 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 施設 交通 道路整備課

284 290
区道の整備（特定道路分・一般区道
分）

6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 施設 交通 道路整備課

285 291 区道のバリアフリー化の促進 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 施設 交通 道路整備課

286 292 環境に配慮した区道整備の推進 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 施設 交通 道路整備課
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287 293
堀之内人道橋に替わる立体横断施
設の建設

6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 施設 交通 道路整備課

288 294 道路構造物の整備 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 施設 交通 道路整備課

289 295 橋梁の点検調査及び整備 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 施設 交通 道路整備課

290 296 道路突き出し看板等実態調査・指導 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 一般 交通 道路管理課

291 297
私道舗装助成事業（私道排水設備助
成を含む）

6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 一般 交通 道路整備課

292 298 目白古道（仮称）の整備 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 施設 交通 道路整備課

293 299 立教通り調査事業 6-3-2　道路・橋梁の整備と維持保全 施設 交通 道路整備課

294 301 放置自転車等対策の推進事業 6-3-3　自転車利用環境の充実 一般 交通 交通対策課

295 302 自転車駐車場等管理運営事業 6-3-3　自転車利用環境の充実 一般 交通 交通対策課

296 303
自転車駐車場等の整備（自転車保管
所の整備含む）

6-3-3　自転車利用環境の充実 施設 交通 交通対策課

297 304
豊島区自転車等の利用と駐輪に関す
る総合計画の推進

6-3-3　自転車利用環境の充実 一般 交通 交通対策課

298 308 地域防災組織育成運営事業 6-4-1　災害に強い都市空間の形成 一般 防災・治安 防災危機管理課

299 309
帰宅困難者対策協議会の強化等事
業

6-4-1　災害に強い都市空間の形成 一般 防災・治安
防災危機管理課（危機管理
担当）

300 310 一時滞在施設の整備事業 6-4-1　災害に強い都市空間の形成 一般 防災・治安
防災危機管理課（危機管理
担当）

301 312 防災サミット開催経費 6-4-1　災害に強い都市空間の形成 一般 防災・治安 防災危機管理課

302 320
建築物耐震化助成事業（木造・非木
造・耐震シェルター・ブロック塀）

6-4-1　災害に強い都市空間の形成 一般 防災・治安 建築課

303 338
高齢者世帯等住み替え家賃助成事
業（不燃化特区分）

6-4-1　災害に強い都市空間の形成 一般 防災・治安 地域まちづくり課

304 313 総合防災システム関係事業 6-4-2　自助・共助の取組みへの支援 一般 防災・治安 防災危機管理課

305 314 救援センター等備蓄関係事業 6-4-2　自助・共助の取組みへの支援 一般 防災・治安 防災危機管理課

306 315 災害医療救護態勢整備関係事業 6-4-2　自助・共助の取組みへの支援 一般 防災・治安 防災危機管理課

307 316 防災行政無線設備整備関係事業 6-4-2　自助・共助の取組みへの支援 一般 防災・治安 防災危機管理課

308 311
救援センター・避難場所等の案内標
識の更新

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 一般 防災・治安 防災危機管理課

309 317 防災会議・地域防災計画関係事業 6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 一般 防災・治安 防災危機管理課

310 318 震災復興まちづくり模擬訓練事業 6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 一般 防災・治安 地域まちづくり課

311 319 分譲マンション耐震化助成事業 6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 一般 防災・治安 住宅課

312 321
緊急輸送道路沿道建築物耐震化助
成事業

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 一般 防災・治安 建築課

313 322 老朽建物除却費助成事業 6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 一般 防災・治安 建築課

314 324
居住環境総合整備事業（東池袋四・
五丁目地区）

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

315 325
東池袋地区補助８１号線街路整備と
沿道まちづくり

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課
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316 326
居住環境総合整備事業（上池袋地
区）

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

317 327
居住環境総合整備事業（池袋本町地
区）

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

318 328
居住環境総合整備事業（雑司が谷
一・二丁目、南池袋四丁目地区）

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

319 329 特定整備路線沿道不燃化促進事業 6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安
地域まちづくり課（沿道まち
づくり担当）

320 330
特定整備路線沿道地区・地区計画策
定事業

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

321 331
不燃化特区推進事業（東池袋四・五
丁目地区）

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

322 332
不燃化特区推進事業（池袋本町・上
池袋地区）

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

323 333
不燃化特区推進事業（補助26・172号
線沿道長崎・南長崎・千早地区）

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

324 334
不燃化特区推進事業（補助81号線沿
道巣鴨・駒込地区）

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

325 335
不燃化特区推進事業（雑司が谷一・
二丁目、南池袋四丁目地区）

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 地域まちづくり課

326 336 造幣局南地区まちづくり事業 6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 一般 防災・治安 地域まちづくり課

327 337
特定整備路線沿道まちづくり推進事
業

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 一般 防災・治安
地域まちづくり課（沿道まち
づくり担当）

328 339
東池袋五丁目地区市街地再開発事
業

6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安
都市計画課（拠点まちづくり
担当）

329 341 狭あい道路拡幅整備事業 6-4-3　被害軽減のための応急対応力向上 施設 防災・治安 建築課

330 300 豊島区無電柱化事業 6-4-4　無電柱化の推進 一般 防災・治安 道路整備課

331 342 風水害・雪害対策事業 6-4-5　総合治水対策の推進 一般 防災・治安 道路整備課

332 343 セーフコミュニティ推進事業 6-5-1　治安対策の推進 一般 防災・治安
企画課（セーフコミュニティ
推進室）

333 344
地域安全対策事業（安全安心防犯パ
トロール事業）

6-5-1　治安対策の推進 一般 防災・治安
防災危機管理課（治安対
策）

334 345 青色防犯パトロール車の運用 6-5-1　治安対策の推進 一般 防災・治安
防災危機管理課（治安対
策）

335 346 地域防犯力向上設備助成事業 6-5-1　治安対策の推進 一般 防災・治安
防災危機管理課（治安対
策）

336 348 繁華街・暴力団対策事業 6-5-1　治安対策の推進 一般 防災・治安
防災危機管理課（治安対
策）

337 349 地域における見守り活動支援事業 6-5-1　治安対策の推進 一般 防災・治安
防災危機管理課（治安対
策）

338 350 交通安全施設整備事業 6-5-2　交通安全対策の推進 一般 防災・治安 道路整備課

339 351 自転車ヘルメット普及啓発事業 6-5-2　交通安全対策の推進 一般 防災・治安 交通対策課

340 352 鉄道駅等バリアフリー推進事業 6-5-2　交通安全対策の推進 施設 防災・治安
都市計画課（拠点まちづくり
担当）

341 369 創業起業推進事業 7-1-1　新たなビジネス展開の支援 一般 商工・観光 生活産業課

342 371 としまものづくりメッセ 7-1-1　新たなビジネス展開の支援 一般 商工・観光 生活産業課

343 373 中小企業支援事業 7-1-1　新たなビジネス展開の支援 一般 商工・観光 生活産業課

344 374
としまビジネスサポート事業（相談事
業）

7-1-1　新たなビジネス展開の支援 一般 商工・観光 生活産業課

12
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345 375
としまビジネスサポートセンター移転
記念事業

7-1-1　新たなビジネス展開の支援 一般 商工・観光 生活産業課

346 376 空き店舗対策事業 7-1-1　新たなビジネス展開の支援 一般 商工・観光 生活産業課

347 353 商工団体等振興助成事業 7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

348 370
としまビジネスサポート事業（セミナー
事業）

7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

349 372 中小商工業融資事業 7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

350 377 商店街施設整備事業支援 7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

351 378 商店街販売促進事業支援 7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

352 379 商店街イベント事業支援 7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

353 380 商店街電灯料補助事業 7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

354 381 商店街振興助成事業 7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

355 382 区内公衆浴場支援 7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

356 383 就業支援事業 7-1-2　地域産業の活性化 一般 商工・観光 生活産業課

357 384 消費生活相談事業 7-1-3　消費者権利の実現支援 一般 商工・観光 生活産業課

358 385
消費者被害防止啓発事業（消費者情
報提供及び被害防止事業）

7-1-3　消費者権利の実現支援 一般 商工・観光 生活産業課

359 386 消費者教育事業 7-1-3　消費者権利の実現支援 一般 商工・観光 生活産業課

360 356 生活産業プラザ貸室転用事業 7-2-1　観光資源の発掘と活用 一般 商工・観光 生活産業課

361 357 生活産業プラザの改修 7-2-1　観光資源の発掘と活用 施設 商工・観光 生活産業課

362 358 勤労福祉会館の改修 7-2-1　観光資源の発掘と活用 施設 商工・観光

生活産業課・男女平等推進
センター・地域区民ひろば
課・文化デザイン課・区民活
動推進課

363 359 トキワ荘・並木ハウス関連事業 7-2-1　観光資源の発掘と活用 一般 商工・観光 文化観光課

364 360 トキワ荘通りお休み処事業 7-2-1　観光資源の発掘と活用 一般 商工・観光 文化観光課

365 361 （仮称）南長崎マンガランド事業 7-2-1　観光資源の発掘と活用 一般 商工・観光 文化観光課

366 365 豊島区観光振興プラン推進事業 7-2-1　観光資源の発掘と活用 一般 商工・観光 文化観光課

367 367 ソメイヨシノプロジェクト推進事業 7-2-1　観光資源の発掘と活用 一般 商工・観光 文化観光課

368 362 池袋北口路上美術館事業 7-2-2　魅力的な観光情報の発信 一般 商工・観光 文化観光課

369 363 観光イベント支援 7-2-2　魅力的な観光情報の発信 一般 商工・観光 文化観光課

370 364 観光振興事業 7-2-3　来街者の受入環境の整備 一般 商工・観光 文化観光課

371 366 エリアWi-Fi構築事業 7-2-3　来街者の受入環境の整備 一般 商工・観光 情報管理課

372 390 としまアートステーション構想事業 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

13



通し№
プラン
2015
NO.

未来戦略推進プラン２０１５
計画事業名

新基本計画（２０１６～）の体系による
施　策

事業区分 分野 現在の主管課

373 392
新池袋モンパルナス西口まちかど回
遊美術館事業

8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

374 397 (仮称）豊島区新ホール整備事業 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

375 398 豊島区民センター貸室転用事業 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 生活産業課

376 399 豊島区民センターの改築 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 施設 文化 生活産業課

377 400 舞台芸術交流センターの管理・運営 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

378 401 文化芸術創造支援事業 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

379 420 マンガ・アニメ企画 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

380 421 がんばる女性応援プロジェクト 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

381 422 子どものための文化体験プログラム 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

382 423 ジュニア・アーツ・アカデミー助成事業 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

383 424 「としま文化フォーラム」開催事業 8-1-1　多様な芸術・文化の創造と創造環境の整備 一般 文化 文化デザイン課

384 387 文化資源の保護と活用事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 庶務課

385 388 文化資源の保護と活用事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

386 394 エチカ池袋ギャラリー活用助成事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

387 403 旧鈴木信太郎邸の保存・活用 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 施設 文化 文化デザイン課

388 404
郷土資料館移転・展示リニューアル
事業

8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 施設 文化 文化デザイン課

389 405
郷土資料館区民利用の情報基盤整
備

8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

390 406
雑司が谷旧宣教師館文化財保存修
繕事業

8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 施設 文化 文化デザイン課

391 407
池袋＝自由文化都市プロジェクト協
働事業

8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

392 408 民俗芸能ｉｎとしま助成事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

393 409 伝統工芸振興事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 生活産業課

394 410 豊島区収蔵資料等企画展事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

395 412
区民参加によるアート・ステージ助成
事業

8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

396 413 美術作品等展示・管理事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

397 415 としま区民芸術祭助成事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

398 416 庁舎ロビーコンサート実施助成事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

399 417 区立熊谷守一美術館の管理・運営 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

400 419 舞踊鑑賞講座　目白三人の会 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課

401 425 区民でつくる演奏会助成事業 8-1-2　地域文化・伝統文化の継承と発展 一般 文化 文化デザイン課
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402 368 友好都市観光物産展 8-1-3　交流の推進による賑わいと発展の共有 一般 文化 文化観光課

403 395 国際アート・カルチャー都市推進事業 8-1-3　交流の推進による賑わいと発展の共有 一般 文化
企画課（国際アート・カル
チャー都市推進担当）

404 237
国際アート・カルチャー都市街路樹装
飾事業

8-1-4　アート・カルチャーによる魅力の発信 一般 文化 公園緑地課

405 391 「フェスティバル/トーキョー」開催事業 8-1-4　アート・カルチャーによる魅力の発信 一般 文化 文化デザイン課

406 393 「池袋演劇祭」開催事業 8-1-4　アート・カルチャーによる魅力の発信 一般 文化 文化デザイン課

407 396 さよなら公会堂企画 8-1-4　アート・カルチャーによる魅力の発信 一般 文化 文化デザイン課

408 418 新庁舎まるごとミュージアム開設事業 8-1-4　アート・カルチャーによる魅力の発信 一般 文化 文化デザイン課

409 427 地域文化創造館の管理・運営 8-2-1　多様な学習活動への支援 一般 文化 学習・スポーツ課

410 428 生涯学習センターの整備 8-2-1　多様な学習活動への支援 施設 文化 学習・スポーツ課

411 429 図書資料収集貸出事業 8-2-1　多様な学習活動への支援 一般 文化 図書館課

412 430 図書館電算システムの維持管理 8-2-1　多様な学習活動への支援 一般 文化 図書館課

413 431 点字図書館障害者サービス事業 8-2-1　多様な学習活動への支援 一般 文化 図書館課

414 432
地域図書館の土日祝日の開館時間
延長・休館日変更

8-2-1　多様な学習活動への支援 一般 文化 図書館課

415 433 図書館大規模改修事業 8-2-1　多様な学習活動への支援 一般 文化 図書館課

416 434 豊島ふくろう・みみずく資料館の運営 8-2-1　多様な学習活動への支援 一般 文化 庶務課

417 437
子どもの読書活動支援事業（ボラン
ティア人材バンク運営事業）

8-2-1　多様な学習活動への支援 一般 文化 図書館課

418 438
子ども読書活動推進計画（第三次）策
定

8-2-1　多様な学習活動への支援 一般 文化 図書館課

419 439
ジュニア育成・シニアスポーツ振興事
業

8-2-2　スポーツ・レクリエーション活動の推進 一般 文化 学習・スポーツ課

420 440 スポーツ施設の管理・運営 8-2-2　スポーツ・レクリエーション活動の推進 一般 文化 学習・スポーツ課

421 441 南長崎スポーツ公園の管理・運営 8-2-2　スポーツ・レクリエーション活動の推進 一般 文化 学習・スポーツ課

422 442
スポーツ・レクリエーション活動の振
興

8-2-2　スポーツ・レクリエーション活動の推進 一般 文化 学習・スポーツ課

423 443 落合南長崎駅前区有地関係事業 8-2-2　スポーツ・レクリエーション活動の推進 一般 文化 施設計画課

424 444 豊島区スポーツ推進計画の策定 8-2-2　スポーツ・レクリエーション活動の推進 一般 文化 学習・スポーツ課

425 445
オリンピック・パラリンピック気運醸成
事業

8-2-2　スポーツ・レクリエーション活動の推進 一般 文化 学習・スポーツ課

426 435
大学との協働による「としまコミュニ
ティ大学」

8-2-3　学びを通じた仲間づくり・地域づくり 一般 文化 学習・スポーツ課

427 436 生涯学習センターモデル事業 8-2-3　学びを通じた仲間づくり・地域づくり 一般 文化 学習・スポーツ課

428 18 【再掲】協働推進プロジェクト事業 再掲 参加・協働 区民活動推進課

429 20 【再掲】地域協議会モデル事業 再掲 参加・協働 区民活動推進課

430 95
【再掲】としま鬼子母神プロジェクト事
業

再掲 健康・保健
健康推進課、長崎健康相談
所
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新基本計画（２０１６～）の体系による
施　策

事業区分 分野 現在の主管課

431 137 【再掲】子育て訪問相談事業 再掲 子育て 子育て支援課

432 138 【再掲】親の子育て力向上支援事業 再掲 子育て 子育て支援課

433 197
【再掲】小・中学校特別教室等の冷房
機整備　小・中学校大規模環境整備
事業

再掲 教育 学校施設課

434 214 【再掲】教育相談等充実事業 再掲 平和・人権 教育センター

435 215 【再掲】地域防災組織育成運営事業 再掲 平和・人権 防災課

436 230
【再掲】エコスクール化事業　小・中学
校校庭芝生化事業

再掲 みどり・環境 学校施設課

437 245 【再掲】池袋副都心交通戦略の推進 再掲 みどり・環境 都市計画課

438 306 【再掲】池袋副都心交通戦略の推進 再掲 交通 都市計画課

439 347 【再掲】学校施設の安全管理 再掲 防災・治安 学校運営課

440 354
【再掲】新池袋モンパルナス西口まち
かど回遊美術館事業

再掲 商工・観光 文化デザイン課

441 355 【再掲】としまものづくりメッセ 再掲 商工・観光 生活産業課

442 402
【再掲】としまアートステーション構想
事業

再掲 文化 文化デザイン課

443 411
【再掲】（仮称）豊島区新ホール整備
事業

再掲 文化 文化デザイン課

444 414 【再掲】「池袋演劇祭」開催事業 再掲 文化 文化デザイン課

445 426 【再掲】文化芸術創造支援事業 再掲 文化 文化デザイン課
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