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 1  地域協議会モデル事業 

 区民との協働による新たな地域経営の仕組みづくりに向

け、地域の多様な組織・人をつなぐ「地域協議会モデル事

業」を池袋中学校地区で実施しています。 
 
119 子どもスキップ事業 

121 子どもスキップの施設改修 

 「子どもスキップ豊成」を整備します（平成 25 年 11 月

に開設予定）。また、文成小学校との統合により廃校となる

「子どもスキップ池袋第二」の学童クラブを、新校舎完成

までの間、池袋本町児童館に移設します。 
 
 7  地域区民ひろばの推進 

 子どもスキップ豊成を豊成小学校内に開設後、上池袋第

一児童館を転用し、平成 27 年度に「区民ひろば豊成」を整

備します。 
 
 8  地域区民ひろば施設の改修 

 平成 25、26 年度に区民ひろば上池袋、上池袋第二区民集

会室の改修工事を行います。平成 25 年 11 月から上池袋第

一児童館が代替施設となります。 
 
133 池袋本町臨時保育事業 

 仮園舎を活用して、平成 25 年度末まで、1，2，3歳児（定

員 29 人）保育を実施します。 
 
148 区立保育所の改築・改修 
  平成 25，26 年度に東池袋第一保育園の大規模改修を行い
ます。工事中は元の東部子ども家庭支援センターを改修し
て、仮園舎として使用します。期間中、東部子ども家庭支
援センターは旧豊島幼稚園用地（上池袋 2 丁目）に移転し
ます。 
 
182 小・中学校の改築（池袋本町地区校舎併設型小・中連携
校） 

①平成 26年 3月に、池袋第二小学校と文成小学校を閉校し、

4月から現文成小学校を仮校舎として、統合後の新小学校

を開校します。 

②現池袋第二小学校と防災広場を合わせた敷地に、池袋本

町地区校舎併設型小・中連携校の新校舎を整備します。

平成 28 年 8 月に池袋中学校として供用開始し、平成 29

年 4 月より池袋第二小学校・文成小学校の統合新校の供

用を開始します。 

③ 現池袋中学校の敷地に、平成 29 年 4 月までに池袋中学

校の校庭を整備します。 

217 公園の改修及び再整備(池袋本町公園)  

未供用地を取得し、平成26年度に拡張整備します。

 

273 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の検討 

上池袋と池袋本町の連絡機能の維持・確保するた

め立体横断施設の検討を進めます。 

 
275 橋梁点検調査及び整備 
 長寿命化修繕計画に基づき、池袋大橋、西巣鴨橋
の調査・補修・改修工事を実施します。 

 

284 地域公共バス運行支援事業 

 区西部地域と池袋副都心を結ぶ路線バス１系統の

運行支援を行います。 

 

307 居住環境総合整備事業（上池袋地区） 

主要生活道路として位置づける「Ｂ１路線」及び

「Ｂ４路線」の拡幅整備に向けた取組を行います。

また、街区公園と広場の整備を行います。 

 

308 居住環境総合整備事業（池袋本町地区） 

池袋本町電車の見える公園と文成小学校に面する

「防災 3 号線」を優先整備路線と位置付け、拡幅整

備に向けて調査を行います。 
 

●北部地域  

〔上池袋、池袋本町〕 

133 池袋本町臨時保育事業

307 居住環境総合整備事業（上池袋地区） 

308 居住環境総合整備事業（池袋本町地区）

下板橋駅構内開発計画

主要生活道路Ｂ1 路線

主要生活道路Ｂ4 路線

小学校の統合に伴うスキップ実

施後、区民ひろばに転用 

仮園舎設置 

273 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の検討

※池袋第二小学校
と文成小学校統合

148 区立保育所の改築・改修

275 橋梁点検調査及び整備

1地域協議会モデル事業 

284 地域公共バス路線

公園整備

275 橋梁点検調査及び整備

119 子どもスキップ事業 

121 子どもスキップの施設改修 

「子どもスキップ豊成（校舎内型）」の開設 

121 子どもスキップの施設改修 

「子どもスキップ池袋（校舎内型）」の開設 

119 子どもスキップ事業 

182 小・中学校の改築 
（池袋本町地区校舎併設型小・中連携校） 

121 子どもスキップの施設改修 

子どもスキップ池袋第二の廃止に 

伴う学童クラブの移設 

「東部子ども家庭支援センター」 

平成 23 年 1 月～27 年 1 月頃まで仮移転 

７ 地域区民ひろばの推進 

防災通り 3号線

さくら広場 

拡張整備 

217 公園の改修及び再

整備(池袋本町公園) 

8 地域区民ひろば施設の改修 
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 1  地域協議会モデル事業 

 区民との協働による新たな地域経営の仕組みづくりに向

け、地域の多様な組織・人をつなぐ「地域協議会モデル事

業」を池袋中学校地区で実施しています。 
 
119 子どもスキップ事業 

121 子どもスキップの施設改修 

 「子どもスキップ豊成」を整備します（平成 25 年 11 月

に開設予定）。また、文成小学校との統合により廃校となる

「子どもスキップ池袋第二」の学童クラブを、新校舎完成

までの間、池袋本町児童館に移設します。 
 
 7  地域区民ひろばの推進 

 子どもスキップ豊成を豊成小学校内に開設後、上池袋第

一児童館を転用し、平成 27 年度に「区民ひろば豊成」を整

備します。 
 
 8  地域区民ひろば施設の改修 

 平成 25、26 年度に区民ひろば上池袋、上池袋第二区民集

会室の改修工事を行います。平成 25 年 11 月から上池袋第

一児童館が代替施設となります。 
 
133 池袋本町臨時保育事業 

 仮園舎を活用して、平成 25 年度末まで、1，2，3歳児（定

員 29 人）保育を実施します。 
 
148 区立保育所の改築・改修 
  平成 25，26 年度に東池袋第一保育園の大規模改修を行い
ます。工事中は元の東部子ども家庭支援センターを改修し
て、仮園舎として使用します。期間中、東部子ども家庭支
援センターは旧豊島幼稚園用地（上池袋 2 丁目）に移転し
ます。 
 
182 小・中学校の改築（池袋本町地区校舎併設型小・中連携
校） 

①平成 26年 3月に、池袋第二小学校と文成小学校を閉校し、

4月から現文成小学校を仮校舎として、統合後の新小学校

を開校します。 

②現池袋第二小学校と防災広場を合わせた敷地に、池袋本

町地区校舎併設型小・中連携校の新校舎を整備します。

平成 28 年 8 月に池袋中学校として供用開始し、平成 29

年 4 月より池袋第二小学校・文成小学校の統合新校の供

用を開始します。 

③ 現池袋中学校の敷地に、平成 29 年 4 月までに池袋中学

校の校庭を整備します。 

217 公園の改修及び再整備(池袋本町公園)  

未供用地を取得し、平成26年度に拡張整備します。

 

273 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の検討 

上池袋と池袋本町の連絡機能の維持・確保するた

め立体横断施設の検討を進めます。 

 
275 橋梁点検調査及び整備 
 長寿命化修繕計画に基づき、池袋大橋、西巣鴨橋
の調査・補修・改修工事を実施します。 

 

284 地域公共バス運行支援事業 

 区西部地域と池袋副都心を結ぶ路線バス１系統の

運行支援を行います。 

 

307 居住環境総合整備事業（上池袋地区） 

主要生活道路として位置づける「Ｂ１路線」及び

「Ｂ４路線」の拡幅整備に向けた取組を行います。

また、街区公園と広場の整備を行います。 

 

308 居住環境総合整備事業（池袋本町地区） 

池袋本町電車の見える公園と文成小学校に面する

「防災 3 号線」を優先整備路線と位置付け、拡幅整

備に向けて調査を行います。 
 

●北部地域  

〔上池袋、池袋本町〕 

133 池袋本町臨時保育事業

307 居住環境総合整備事業（上池袋地区） 

308 居住環境総合整備事業（池袋本町地区）

下板橋駅構内開発計画

主要生活道路Ｂ1 路線

主要生活道路Ｂ4 路線

小学校の統合に伴うスキップ実

施後、区民ひろばに転用 

仮園舎設置 

273 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の検討

※池袋第二小学校
と文成小学校統合

148 区立保育所の改築・改修

275 橋梁点検調査及び整備

1地域協議会モデル事業 

284 地域公共バス路線

公園整備

275 橋梁点検調査及び整備

119 子どもスキップ事業 

121 子どもスキップの施設改修 

「子どもスキップ豊成（校舎内型）」の開設 

121 子どもスキップの施設改修 

「子どもスキップ池袋（校舎内型）」の開設 

119 子どもスキップ事業 

182 小・中学校の改築 
（池袋本町地区校舎併設型小・中連携校） 

121 子どもスキップの施設改修 

子どもスキップ池袋第二の廃止に 

伴う学童クラブの移設 

「東部子ども家庭支援センター」 

平成 23 年 1 月～27 年 1 月頃まで仮移転 

７ 地域区民ひろばの推進 

防災通り 3号線

さくら広場 

拡張整備 

217 公園の改修及び再

整備(池袋本町公園) 

8 地域区民ひろば施設の改修 


