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 7  地域区民ひろばの推進 
駒込区民集会室を改修転用して平成 25

年 10 月以降に「区民ひろば仰高」を開設
します。 
 
27 コミュニティソーシャルワーク事業 
平成 25 年度は新たに区民ひろば西巣鴨

第一を拠点としてコミュニティソーシャ
ルワーカーを配置します。菊かおる園高齢
者総合相談センター圏域において事業展
開します。 
 

65 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 
   （旧中央図書館跡地特養ホーム等整備） 
平成 27 年度の開設を目指し、特別養護

老人ホームの整備を進めていきます。 
 

132 区立保育所分園の新設 
148 区立保育所の改築・改修 
 巣鴨第一保育園分園を豊島わんぱく広
場跡に設置します（平成 25 年 10 月開設予
定）。また、駒込第一保育園の改築工事中
は、染井よしの桜の里公園隣事業用代替地
に仮園舎を設置します。 
 
149 私立保育所への支援（施設整備補助） 
150 私立保育所への支援（土地・建物賃料

補助） 
 西巣鴨第二保育園の民営化に伴い、新園
舎を整備する際の施設整備経費と土地賃
料の一部を補助します。また、JR 大塚駅南
口ビル内の認可保育所「大塚りとるぱんぷ
きんず【仮称】」の施設改修経費と建物賃
料の一部を補助します。 
 
156 区立幼稚園の預かり保育事業 
西巣鴨幼稚園で預かり保育を実施しま

す。 
 
178 219 小・中学校校庭芝生化事業（巣
鴨北中学校） 
 巣鴨北中学校の芝生化された校庭の一
部を地域団体と協働で維持管理します。 
 

182 小・中学校の改築（巣鴨北中学校） 

平成 31 年 8 月の新校舎開校に向けて、

平成29年 4月～平成31年 7月末まで建替

え工事を行います。建替え工事期間中は、

平成 28 年度に旧朝日中学校を仮校舎とし

て整備し使用します。 
 

●東部地域  

〔駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚〕 

放射９号線(都施行)

ソメイヨシノを中心とした駒込ブランドの創出 

桜の苗床

366 旧朝日中学校体育館耐震補強等工事

255 大塚駅周辺整備事業 

282 自転車駐車場等の整備

交通局巣鴨自動車営業所の建替え

駅ビル建設 

222 街路美化事業(さくら並木再生事業) 
 すがも桜並木通りの老朽化したさくらを植え替えるとともに３路線のさくらの
樹木診断を行います。 
 
255 大塚駅周辺整備事業 
 南北自由通路の整備に続く事業として、自転車駐車場整備事業と併せ駅前広場再
整備を進めていきます。 
 
274 道路構造物の整備 
 平成 25 年度は空蝉橋北側側壁の補修を行います。 
 
275 橋梁点検調査及び整備 
 長寿命化修繕計画に基づき、空蝉橋の補修・改修工事を実施します。 
 
282 自転車駐車場等の整備 
 大塚駅南口の地下に概ね 1,000 台規模の自転車駐車場整備を進めていきます。 
 巣鴨自動車営業所用地に自転車駐車場を再整備します。(約 200 台) 
 
365 388 文化芸術創造支援事業 

旧朝日中学校をアート系 NPO 法人に貸与し、演劇・ダンス等の稽古場として利

用するとともに、地域住民との交流事業等を実施します。 
 

366 旧朝日中学校体育館耐震補強等工事 

耐震性の不足する旧朝日中学校体育館の耐震補強等の修繕工事を実施します。 
 
368 旧鈴木信太郎邸の保存・活用 

 フランス文学者鈴木信太郎氏の旧宅を区の文化財として保存・活用を図ります。
 

393 図書館電算システムの維持管理 

 平成 28 年度に駒込図書館にＩＣタグと自動貸出機を導入します。 
 

396 図書館大規模改修 

 平成 25 年度～26 年度に巣鴨図書館の大規模改修を予定しています。 
 

405 巣鴨体育館の改修 

平成 25 年度から 26 年度にかけて施設の大規模改修工事を行います。 
 

65 高齢者福祉基盤等整備
費助成事業 

275 橋梁点検調査及び整備 

274 道路構造物の整備 

7 地域区民ひろばの推進 

393 図書館電算システムの維持管理

貸付終了後、スポーツセンター等の整備検討

368 旧鈴木信太郎邸の保存・活用

365 388 文化芸術創造支援事業

156 区立幼稚園の預かり保育事業

178 219 小・中学校校庭芝生化事業（巣鴨北中学校）

148 区立保育所の改築・改修

132 区立保育所分園の新設 

仮園舎設置

282 自転車駐車場等の整備

仮園舎設置 

148 区立保育所の改築・改修 

（巣鴨第一保育園分園） 

149 150 私立保育所への支援 

（大塚りとるぱんぷきんず【仮称】） 

149 150 私立保育所への支援 

（西巣鴨第二保育園【民営化】） 

182 小・中学校の改築事業（巣鴨北中学校）

396 図書館大規模改修予定 

平成 26年度～27 年度に駒込図書館の大規模改修を予定 

396 図書館大規模改修

27 コミュニティソー

シャルワーク事業 

222 街路美化事業(さくら並木再生事業)

405 巣鴨体育館の改修 
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 7  地域区民ひろばの推進 
駒込区民集会室を改修転用して平成 25

年 10 月以降に「区民ひろば仰高」を開設
します。 
 
27 コミュニティソーシャルワーク事業 
平成 25 年度は新たに区民ひろば西巣鴨

第一を拠点としてコミュニティソーシャ
ルワーカーを配置します。菊かおる園高齢
者総合相談センター圏域において事業展
開します。 
 

65 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 
   （旧中央図書館跡地特養ホーム等整備） 
平成 27 年度の開設を目指し、特別養護

老人ホームの整備を進めていきます。 
 

132 区立保育所分園の新設 
148 区立保育所の改築・改修 
 巣鴨第一保育園分園を豊島わんぱく広
場跡に設置します（平成 25 年 10 月開設予
定）。また、駒込第一保育園の改築工事中
は、染井よしの桜の里公園隣事業用代替地
に仮園舎を設置します。 
 
149 私立保育所への支援（施設整備補助） 
150 私立保育所への支援（土地・建物賃料

補助） 
 西巣鴨第二保育園の民営化に伴い、新園
舎を整備する際の施設整備経費と土地賃
料の一部を補助します。また、JR 大塚駅南
口ビル内の認可保育所「大塚りとるぱんぷ
きんず【仮称】」の施設改修経費と建物賃
料の一部を補助します。 
 
156 区立幼稚園の預かり保育事業 
西巣鴨幼稚園で預かり保育を実施しま

す。 
 
178 219 小・中学校校庭芝生化事業（巣
鴨北中学校） 
 巣鴨北中学校の芝生化された校庭の一
部を地域団体と協働で維持管理します。 
 

182 小・中学校の改築（巣鴨北中学校） 

平成 31 年 8 月の新校舎開校に向けて、

平成29年 4月～平成31年 7月末まで建替

え工事を行います。建替え工事期間中は、

平成 28 年度に旧朝日中学校を仮校舎とし

て整備し使用します。 
 

●東部地域  

〔駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚〕 

放射９号線(都施行)

ソメイヨシノを中心とした駒込ブランドの創出 

桜の苗床

366 旧朝日中学校体育館耐震補強等工事

255 大塚駅周辺整備事業 

282 自転車駐車場等の整備

交通局巣鴨自動車営業所の建替え

駅ビル建設 

222 街路美化事業(さくら並木再生事業) 
 すがも桜並木通りの老朽化したさくらを植え替えるとともに３路線のさくらの
樹木診断を行います。 
 
255 大塚駅周辺整備事業 
 南北自由通路の整備に続く事業として、自転車駐車場整備事業と併せ駅前広場再
整備を進めていきます。 
 
274 道路構造物の整備 
 平成 25 年度は空蝉橋北側側壁の補修を行います。 
 
275 橋梁点検調査及び整備 
 長寿命化修繕計画に基づき、空蝉橋の補修・改修工事を実施します。 
 
282 自転車駐車場等の整備 
 大塚駅南口の地下に概ね 1,000 台規模の自転車駐車場整備を進めていきます。 
 巣鴨自動車営業所用地に自転車駐車場を再整備します。(約 200 台) 
 
365 388 文化芸術創造支援事業 

旧朝日中学校をアート系 NPO 法人に貸与し、演劇・ダンス等の稽古場として利

用するとともに、地域住民との交流事業等を実施します。 
 

366 旧朝日中学校体育館耐震補強等工事 

耐震性の不足する旧朝日中学校体育館の耐震補強等の修繕工事を実施します。 
 
368 旧鈴木信太郎邸の保存・活用 

 フランス文学者鈴木信太郎氏の旧宅を区の文化財として保存・活用を図ります。
 

393 図書館電算システムの維持管理 

 平成 28 年度に駒込図書館にＩＣタグと自動貸出機を導入します。 
 

396 図書館大規模改修 

 平成 25 年度～26 年度に巣鴨図書館の大規模改修を予定しています。 
 

405 巣鴨体育館の改修 

平成 25 年度から 26 年度にかけて施設の大規模改修工事を行います。 
 

65 高齢者福祉基盤等整備
費助成事業 

275 橋梁点検調査及び整備 

274 道路構造物の整備 

7 地域区民ひろばの推進 

393 図書館電算システムの維持管理

貸付終了後、スポーツセンター等の整備検討

368 旧鈴木信太郎邸の保存・活用

365 388 文化芸術創造支援事業

156 区立幼稚園の預かり保育事業

178 219 小・中学校校庭芝生化事業（巣鴨北中学校）

148 区立保育所の改築・改修

132 区立保育所分園の新設 

仮園舎設置

282 自転車駐車場等の整備

仮園舎設置 

148 区立保育所の改築・改修 

（巣鴨第一保育園分園） 

149 150 私立保育所への支援 

（大塚りとるぱんぷきんず【仮称】） 

149 150 私立保育所への支援 

（西巣鴨第二保育園【民営化】） 

182 小・中学校の改築事業（巣鴨北中学校）

396 図書館大規模改修予定 

平成 26年度～27 年度に駒込図書館の大規模改修を予定 

396 図書館大規模改修

27 コミュニティソー

シャルワーク事業 

222 街路美化事業(さくら並木再生事業)

405 巣鴨体育館の改修 


