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●中央地域  

〔東池袋、南池袋(一部)、西池袋(一部)、池袋〕 

253 新庁舎整備の推進 
平成 27 年春の移転に向け、庁舎整備と移転プロジェクト全般の調整を図りなが

ら、新庁舎開設準備を進めます。 
 

247 南池袋 2・4 丁目地区地区計画策定事業 
補助 81 号線の整備に合わせ、地区計画を活用して新たな建替えルールについて

調査・検討し、地元・権利者等の合意形成を図りながら、平成 25 年度の都市計画
決定を目指します。 
 

248 南池袋二丁目地区街区再編まちづくり推進事業 
Ｂ・Ｃ地区について、地元地権者と共にまちづくりを考える説明会・懇談会を実

施しています。 
 
252 南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発事業  
新庁舎整備計画を含む、組合施行の再開発事業に対して、事業費の一部を補助し、

周辺と連携した一体的なまちづくりに取り組みます。 
 

217 公園の改修及び再整備(南池袋公園)

249 池袋駅及び駅周辺整備事業

269 補助 173 号線の整備

269 補助 176 号線の整備

223 モザイカルチャー

251 池袋副都心交通戦略の推進 

248 南池袋二丁目地区 
街区再編まちづくり推進事業

253 新庁舎整備の推進 306 補助 81 号線街路整備と沿道まちづくり

305 居住環境総合整備事業

（東池袋４・５丁目地区） 

390 生涯学習センターの整備 

178 219 小・中学校校庭芝

生化事業 

269 都市計画道路の整備事業 
 173 号線の平成 26 年度の完成を目指し、幅員 18ｍの
道路を整備します。 
 
269 都市計画道路の整備事業 
 176 号線の平成 27 年度完成を目指し、幅員 11ｍの道
路を整備します。 
 
282 自転車駐車場等の整備 
 南池袋公園の地下に自転車駐車場を整備します。（約
1,100 台） 
 
305 居住環境総合整備事業（東池袋４・５丁目地区） 

防災道路として位置づける「Ｂ・Ｃ路線」の未整備

部分の用地交渉を進めます。 
 

306 補助 81 号線街路整備と沿道まちづくり 
都の街路整備事業と連携し、沿道の共同建替えを推

進するとともに広場を整備します。 
 
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。 

環状５の１号線(都施行) 

駅前開発の誘導

造幣局東京支局周辺 
まちづくりの推進 

246 池袋副都心整備ガイドプラン推進事業 
 「池袋副都心グランドビジョン」実現に向け、「ガイドプラン」
を推進していきます。池袋の新たな魅力づくりに向けて、造幣
局東京支局周辺まちづくりを推進します。 
 
249 池袋駅及び駅周辺整備事業 
 事業化に向けて、調査を実施します（東西デッキ、駅のサイ
ン計画）。また、バリアフリー基本構想に基づきバリアフリー
化を推進します。 

 
250 池袋西口駅前街区まちづくり推進事業 
 西口地区の新たなまちづくり構想を、地元・地権者等との協
働により策定します。 
 
251 池袋副都心交通戦略の推進  
LRT 等新公共交通システムの導入検討を含め、自動車に過度

に依存しない「ひとが主役」となる都市への転換を目指します。 
 

253 新庁舎整備の推進(現庁舎地の活用) 
跡地活用に向けて、現庁舎地跡地活用計画などの作成を進め

ます。 
 

254 現庁舎周辺まちづくり推進事業 
跡地活用とともに池袋の新たな賑わいを形成できるよう、ま

ちづくりの具体的なイメージを創り上げます。また、平成 25 年
より跡地活用に先駆けて、周辺の道路や公園の整備計画に着手
します。 
   

279 立教通り調査事業 
 立教通りの交通量調査及び測量を行います。また、電線地中
化について調査・検討を行います。

311 木密不燃化 10 年プロジェクトにおける地区
まちづくり制度事業(東池袋 4・5 丁目地区) 
不燃化特区制度を活用し、不燃化に向けた効果的

加速策を講じます。 
 
312 造幣局南地区まちづくり事業 
木密解消が必要であるエリアにおいて、整備計画

策定に向けた取組を行う。 
 

333 池袋北口路上美術館事業 
通行人等が路上美術館を鑑賞することで、治安に

対する安心感、環境美化意識の向上並びに観光振興
への寄与を通じ、本区のイメージアップを図ります。 

246 池袋副都心整備ガイドプラン推進事業 

目白小学校仮校舎として暫定活用 

B

C

A

防災道路Ｂ・Ｃ路線

250 池袋西口駅前街区

まちづくり推進事業

 
363 新公会堂基本計画策定事業 
現庁舎地活用により新設予定の公会堂の基

本計画を策定します。 
  
390 生涯学習センターの整備 

399 生涯学習センターモデル事業 

平成 28 年度本格開設（予定）に向け、生涯
学習センター機能を具体化するためにモデル
事業を実施します。 

182 小・中学校の改築（池袋第三小学校）

252 南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発事業

254 現庁舎周辺まちづく

り推進事業 

399 生涯学習センターモデル事業 

284 地域公共バス路線

333 池袋北口路上美術館事業

 8  地域区民ひろば施設の改修 
 平成 25 年 4 月から区民ひろば池袋、池袋第一区民集
会室は利用中止となり、その後、池袋第二児童館を改
修して転用し、移転します。 
 
27 コミュニティソーシャルワーク事業 
 区民ひろば朋有及び池袋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、中央及びいけよんの郷
高齢者総合相談センター圏域においてそれぞれ事業
展開します。 
 
119 子どもスキップ事業 

121 子どもスキップの施設改修 

 「子どもスキップ池袋」を整備します（平成 25 年

10 月に開設予定）。 
 
139 保育ママ事業 
 西池袋すくすくルームの定員を平成25年4月から拡
大します。 
 
156 区立幼稚園の預かり保育事業 
  池袋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（南池袋小学校） 
 南池袋小学校の校庭を地域団体と協働で維持管理
します。 
 
182 小・中学校の改築（池袋第三小学校） 
平成 28 年 8月の新校舎開校に向けて、平成 26 年 8

月～平成 28 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、旧真和中学校に整備した仮校舎を
使用します。 
 

217 公園の改修及び再整備(南池袋公園) 
東京電力地下変電所設置工事後、より快適な公園と

して再整備します。(平成 26 年度完了予定) 
 
223 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」の維持
管理を地元と協働で行います。 
 
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。 
 
288 帰宅困難者対策協議会の強化等事業 
 これまでの池袋駅周辺混乱防止対策協議会を「駅周
辺エリア防災対策協議会」に改編し、帰宅困難者対策
の充実・強化を図ります。 

247 南池袋 2・4 丁目地区 
地区計画策定事業 

148 区立保育所の改築・改修 

139 保育ママ事業 

119 121 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 

156 区立幼稚園の 

預かり保育事業 

282 自転車駐車場等の整備

288 帰宅困難者対策協議会の強化等事業

27 コミュニティソーシャルワーク事業

27 コミュニティソーシャルワーク事業  

311 木密不燃化 10 年プロジェ

クトにおける地区まちづくり制

度事業(東池袋 4・5 丁目地区)

312 造幣局南地区 
まちづくり事業 

363 新公会堂基本計画策定事業 

279 立教通り調査事業 

8地域区民ひろば施設の改修 

65 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 

253 現庁舎地の活用 
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第７章　地域別事業計画  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●中央地域  

〔東池袋、南池袋(一部)、西池袋(一部)、池袋〕 

253 新庁舎整備の推進 
平成 27 年春の移転に向け、庁舎整備と移転プロジェクト全般の調整を図りなが

ら、新庁舎開設準備を進めます。 
 

247 南池袋 2・4 丁目地区地区計画策定事業 
補助 81 号線の整備に合わせ、地区計画を活用して新たな建替えルールについて

調査・検討し、地元・権利者等の合意形成を図りながら、平成 25 年度の都市計画
決定を目指します。 
 

248 南池袋二丁目地区街区再編まちづくり推進事業 
Ｂ・Ｃ地区について、地元地権者と共にまちづくりを考える説明会・懇談会を実

施しています。 
 
252 南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発事業  
新庁舎整備計画を含む、組合施行の再開発事業に対して、事業費の一部を補助し、

周辺と連携した一体的なまちづくりに取り組みます。 
 

217 公園の改修及び再整備(南池袋公園)

249 池袋駅及び駅周辺整備事業

269 補助 173 号線の整備

269 補助 176 号線の整備

223 モザイカルチャー

251 池袋副都心交通戦略の推進 

248 南池袋二丁目地区 
街区再編まちづくり推進事業

253 新庁舎整備の推進 306 補助 81 号線街路整備と沿道まちづくり

305 居住環境総合整備事業

（東池袋４・５丁目地区） 

390 生涯学習センターの整備 

178 219 小・中学校校庭芝

生化事業 

269 都市計画道路の整備事業 
 173 号線の平成 26 年度の完成を目指し、幅員 18ｍの
道路を整備します。 
 
269 都市計画道路の整備事業 
 176 号線の平成 27 年度完成を目指し、幅員 11ｍの道
路を整備します。 
 
282 自転車駐車場等の整備 
 南池袋公園の地下に自転車駐車場を整備します。（約
1,100 台） 
 
305 居住環境総合整備事業（東池袋４・５丁目地区） 

防災道路として位置づける「Ｂ・Ｃ路線」の未整備

部分の用地交渉を進めます。 
 

306 補助 81 号線街路整備と沿道まちづくり 
都の街路整備事業と連携し、沿道の共同建替えを推

進するとともに広場を整備します。 
 
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。 

環状５の１号線(都施行) 

駅前開発の誘導

造幣局東京支局周辺 
まちづくりの推進 

246 池袋副都心整備ガイドプラン推進事業 
 「池袋副都心グランドビジョン」実現に向け、「ガイドプラン」
を推進していきます。池袋の新たな魅力づくりに向けて、造幣
局東京支局周辺まちづくりを推進します。 
 
249 池袋駅及び駅周辺整備事業 
 事業化に向けて、調査を実施します（東西デッキ、駅のサイ
ン計画）。また、バリアフリー基本構想に基づきバリアフリー
化を推進します。 

 
250 池袋西口駅前街区まちづくり推進事業 
 西口地区の新たなまちづくり構想を、地元・地権者等との協
働により策定します。 
 
251 池袋副都心交通戦略の推進  
LRT 等新公共交通システムの導入検討を含め、自動車に過度

に依存しない「ひとが主役」となる都市への転換を目指します。 
 

253 新庁舎整備の推進(現庁舎地の活用) 
跡地活用に向けて、現庁舎地跡地活用計画などの作成を進め

ます。 
 

254 現庁舎周辺まちづくり推進事業 
跡地活用とともに池袋の新たな賑わいを形成できるよう、ま

ちづくりの具体的なイメージを創り上げます。また、平成 25 年
より跡地活用に先駆けて、周辺の道路や公園の整備計画に着手
します。 
   

279 立教通り調査事業 
 立教通りの交通量調査及び測量を行います。また、電線地中
化について調査・検討を行います。

311 木密不燃化 10 年プロジェクトにおける地区
まちづくり制度事業(東池袋 4・5 丁目地区) 
不燃化特区制度を活用し、不燃化に向けた効果的

加速策を講じます。 
 
312 造幣局南地区まちづくり事業 
木密解消が必要であるエリアにおいて、整備計画

策定に向けた取組を行う。 
 

333 池袋北口路上美術館事業 
通行人等が路上美術館を鑑賞することで、治安に

対する安心感、環境美化意識の向上並びに観光振興
への寄与を通じ、本区のイメージアップを図ります。 

246 池袋副都心整備ガイドプラン推進事業 

目白小学校仮校舎として暫定活用 

B

C

A

防災道路Ｂ・Ｃ路線

250 池袋西口駅前街区

まちづくり推進事業

 
363 新公会堂基本計画策定事業 
現庁舎地活用により新設予定の公会堂の基

本計画を策定します。 
  
390 生涯学習センターの整備 

399 生涯学習センターモデル事業 

平成 28 年度本格開設（予定）に向け、生涯
学習センター機能を具体化するためにモデル
事業を実施します。 

182 小・中学校の改築（池袋第三小学校）

252 南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発事業

254 現庁舎周辺まちづく

り推進事業 

399 生涯学習センターモデル事業 

284 地域公共バス路線

333 池袋北口路上美術館事業

 8  地域区民ひろば施設の改修 
 平成 25 年 4 月から区民ひろば池袋、池袋第一区民集
会室は利用中止となり、その後、池袋第二児童館を改
修して転用し、移転します。 
 
27 コミュニティソーシャルワーク事業 
 区民ひろば朋有及び池袋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、中央及びいけよんの郷
高齢者総合相談センター圏域においてそれぞれ事業
展開します。 
 
119 子どもスキップ事業 

121 子どもスキップの施設改修 

 「子どもスキップ池袋」を整備します（平成 25 年

10 月に開設予定）。 
 
139 保育ママ事業 
 西池袋すくすくルームの定員を平成25年4月から拡
大します。 
 
156 区立幼稚園の預かり保育事業 
  池袋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（南池袋小学校） 
 南池袋小学校の校庭を地域団体と協働で維持管理
します。 
 
182 小・中学校の改築（池袋第三小学校） 
平成 28 年 8月の新校舎開校に向けて、平成 26 年 8

月～平成 28 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、旧真和中学校に整備した仮校舎を
使用します。 
 

217 公園の改修及び再整備(南池袋公園) 
東京電力地下変電所設置工事後、より快適な公園と

して再整備します。(平成 26 年度完了予定) 
 
223 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」の維持
管理を地元と協働で行います。 
 
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。 
 
288 帰宅困難者対策協議会の強化等事業 
 これまでの池袋駅周辺混乱防止対策協議会を「駅周
辺エリア防災対策協議会」に改編し、帰宅困難者対策
の充実・強化を図ります。 

247 南池袋 2・4 丁目地区 
地区計画策定事業 

148 区立保育所の改築・改修 

139 保育ママ事業 

119 121 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 

156 区立幼稚園の 

預かり保育事業 

282 自転車駐車場等の整備

288 帰宅困難者対策協議会の強化等事業

27 コミュニティソーシャルワーク事業

27 コミュニティソーシャルワーク事業  

311 木密不燃化 10 年プロジェ

クトにおける地区まちづくり制

度事業(東池袋 4・5 丁目地区)

312 造幣局南地区 
まちづくり事業 

363 新公会堂基本計画策定事業 

279 立教通り調査事業 

8地域区民ひろば施設の改修 

65 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 

253 現庁舎地の活用 


