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第７章 地域別事業計画 

 344－345

81「愛の家ファミリーホーム・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●西部地域  

〔南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川〕 
217 公園の改修及び再整備(千川小跡地) 

千川小学校飛地 
(体育館部分)の活用

補助 26号線の整備(都施行)

「スキップ千早」の実施後、

活用を検討 

健康づくり支援機能 

旧長崎町の地域ブランド創出 

393 図書館電算システムの維持管理

356 （仮称）芸術文化資料館開設準備事業

 7  地域区民ひろばの推進 
（仮称）西部地域複合施設内に区民ひろば施設

が開設されるまで、地域区民ひろば課要町地区分
室において、区民ひろば事業を暫定的に先行実施
します。また、要町保育園分園終了後の平成 28
年度に、区民ひろば千早の２階に子育てひろばの
開設を検討します。 
 
8  地域区民ひろば施設の改修 
平成 25 年度に、区民ひろば富士見台、南長崎

第一区民集会室の外壁、屋上、施設内部など老朽
化した施設の改修工事を行います。 
 
27 コミュニティソーシャルワーク事業 
区民ひろば富士見台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、アトリエ村高齢
者総合相談センター圏域において事業展開しま
す。 
 
48 視覚障害者外出支援事業 
椎名町駅南口から心身障害者福祉センター間

の歩道に埋設した、ソーラー式 IC タグ付き点字
ブロックを活用し、視覚障害者の安全向上を図り
ます。また、移動式 IC タグの貸し出しも行いま
す。 
 
64 地域密着型サービス等の基盤整備 
民間事業者に区有地を貸付け、介護保険施設

（地域密着型サービス）を整備します。 
 

65 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 
 （千川小跡地福祉基盤等整備） 
平成 27 年度の開設を目指し、特別養護老人ホ

ーム・都市型軽費老人ホーム・保育所の整備を進
めていきます。 
 
217 公園の改修及び再整備(千川小跡地)  

千川小跡地の一部を公園として平成 26 年度の

整備を目指します。 
 
149 私立保育所への支援（施設整備補助） 
 私立椎名町ひまわり保育園の老朽化に伴う施
設の改修経費の一部を補助します。 
 
150 私立保育所への支援 （土地・建物賃料補助） 
 私立しいの実保育園の改築及び高松第一保育
園の民営化に伴い、区との間で土地の定期借地契
約を締結して新園舎を整備する際の土地賃料の
一部を補助します。 
 
156 区立幼稚園の預かり保育事業 
 南長崎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（高松小学校） 
 高松小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。  
 

406 407 南長崎スポーツ公園の整備 

330 トキワ荘・並木ハウス関連事業

222 街路美化事業(さくら並木再生事業) 
 さくらの樹木診断を行います。 
 
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。 
 
330 トキワ荘・並木ハウス関連事業 

マンガ文化で有名な南長崎地域において、まち

全体のブランド力を高めるため、ゆかりの地に解

説板を設置するとともに、紫雲荘を活用したマンガ

家育成支援を行います。 

 
331 トキワ荘通りお休み処開設事業 
 平成 25 年度に、来街者や区民が気楽に立ち寄
ることができるマンガ文化の情報発信拠点とし
て、トキワ荘通りお休み処を開設します。 

 

332 椎名町駅周辺観光情報発信事業 

西武池袋線椎名町駅舎改修に伴い、駅舎自由通

路内で地域文化を発信する取り組みを行います。 

 
356（仮称）芸術文化資料館開設準備事業 
（仮称）西部地域複合施設内に、郷土資料、美

術、文学・マンガの３つの分野で構成するミュー
ジアム「（仮称）芸術文化資料館」を整備します。
展示・事業計画、管理・運営計画、情報システム
の検討等、開設に向けた準備を行っていきます。 
 
357 （仮称）西部地域複合施設の整備 
 平成 27 年度の開設を目指し、西部区民事務所、
西部保健福祉センター、千早地域文化創造館、千
早図書館、（仮称）区民ひろば要、（仮称）芸術文
化資料館、救援センター、長崎健康相談所の健康
づくり支援機能を備えた複合施設を整備します。
郷土資料館も本施設に移転し、（仮称）芸術文化
資料館として機能を充実させます。また、工事期
間中、西部区民事務所の仮事務所は旧第六出張所
に設置します。千早地域文化創造館、千早図書館、
長崎健康相談所の跡地については、新施設整備の
財源確保や福祉施設誘致のため、資産活用（売
却・貸付）を図ります。 
 
393 図書館電算システムの維持管理 
 平成 27 年度に千早図書館にＩＣタグと自動貸
出機を導入します。 
 
406 407 南長崎スポーツ公園の整備・管理運営 
 長崎中学校跡地に整備された、スポーツ・防災
の機能を備えた公園施設を開設します。 

また、公園以外の敷地の一部を民間事業者に貸
し付け、まちのにぎわい等の創出と財源確保を図
ります。 
24 年度：駐輪場開設  
25 年度：プール・体育館・多目的広場・公園

等開設 

357 （仮称）西部地域複合施設の整備 

第十中学校跡地の活用

64 地域密着型サービス等の基盤整備

目白小学校仮校舎として暫定活用

332 椎名町駅周辺観光情報発信事業 

156 区立幼稚園の預かり保育事業

284 地域公共バス路線

48視覚障害者外出支援事業

150 私立保育所への支援 

149 私立保育所への支援

150 私立保育所への支援

178 219 小・中学校校庭芝生化事業（高松小学校） 

331 トキワ荘通りお休み処開設事業

環状６号線拡幅(都施行)

65 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 

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)

7 地域区民ひろばの推進

8 地域区民ひろば施設の改修  

民間事業者に貸付

7 地域区民ひろばの推進
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●西部地域  

〔南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川〕 
217 公園の改修及び再整備(千川小跡地) 

千川小学校飛地 
(体育館部分)の活用

補助 26号線の整備(都施行)

「スキップ千早」の実施後、

活用を検討 

健康づくり支援機能 

旧長崎町の地域ブランド創出 

393 図書館電算システムの維持管理

356 （仮称）芸術文化資料館開設準備事業

 7  地域区民ひろばの推進 
（仮称）西部地域複合施設内に区民ひろば施設

が開設されるまで、地域区民ひろば課要町地区分
室において、区民ひろば事業を暫定的に先行実施
します。また、要町保育園分園終了後の平成 28
年度に、区民ひろば千早の２階に子育てひろばの
開設を検討します。 
 
8  地域区民ひろば施設の改修 
平成 25 年度に、区民ひろば富士見台、南長崎

第一区民集会室の外壁、屋上、施設内部など老朽
化した施設の改修工事を行います。 
 
27 コミュニティソーシャルワーク事業 
区民ひろば富士見台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、アトリエ村高齢
者総合相談センター圏域において事業展開しま
す。 
 
48 視覚障害者外出支援事業 
椎名町駅南口から心身障害者福祉センター間

の歩道に埋設した、ソーラー式 IC タグ付き点字
ブロックを活用し、視覚障害者の安全向上を図り
ます。また、移動式 IC タグの貸し出しも行いま
す。 
 
64 地域密着型サービス等の基盤整備 
民間事業者に区有地を貸付け、介護保険施設

（地域密着型サービス）を整備します。 
 

65 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 
 （千川小跡地福祉基盤等整備） 
平成 27 年度の開設を目指し、特別養護老人ホ

ーム・都市型軽費老人ホーム・保育所の整備を進
めていきます。 
 
217 公園の改修及び再整備(千川小跡地)  

千川小跡地の一部を公園として平成 26 年度の

整備を目指します。 
 
149 私立保育所への支援（施設整備補助） 
 私立椎名町ひまわり保育園の老朽化に伴う施
設の改修経費の一部を補助します。 
 
150 私立保育所への支援 （土地・建物賃料補助） 
 私立しいの実保育園の改築及び高松第一保育
園の民営化に伴い、区との間で土地の定期借地契
約を締結して新園舎を整備する際の土地賃料の
一部を補助します。 
 
156 区立幼稚園の預かり保育事業 
 南長崎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（高松小学校） 
 高松小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。  
 

406 407 南長崎スポーツ公園の整備 

330 トキワ荘・並木ハウス関連事業

222 街路美化事業(さくら並木再生事業) 
 さくらの樹木診断を行います。 
 
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。 
 
330 トキワ荘・並木ハウス関連事業 

マンガ文化で有名な南長崎地域において、まち

全体のブランド力を高めるため、ゆかりの地に解

説板を設置するとともに、紫雲荘を活用したマンガ

家育成支援を行います。 

 
331 トキワ荘通りお休み処開設事業 
 平成 25 年度に、来街者や区民が気楽に立ち寄
ることができるマンガ文化の情報発信拠点とし
て、トキワ荘通りお休み処を開設します。 

 

332 椎名町駅周辺観光情報発信事業 

西武池袋線椎名町駅舎改修に伴い、駅舎自由通

路内で地域文化を発信する取り組みを行います。 

 
356（仮称）芸術文化資料館開設準備事業 
（仮称）西部地域複合施設内に、郷土資料、美

術、文学・マンガの３つの分野で構成するミュー
ジアム「（仮称）芸術文化資料館」を整備します。
展示・事業計画、管理・運営計画、情報システム
の検討等、開設に向けた準備を行っていきます。 
 
357 （仮称）西部地域複合施設の整備 
 平成 27 年度の開設を目指し、西部区民事務所、
西部保健福祉センター、千早地域文化創造館、千
早図書館、（仮称）区民ひろば要、（仮称）芸術文
化資料館、救援センター、長崎健康相談所の健康
づくり支援機能を備えた複合施設を整備します。
郷土資料館も本施設に移転し、（仮称）芸術文化
資料館として機能を充実させます。また、工事期
間中、西部区民事務所の仮事務所は旧第六出張所
に設置します。千早地域文化創造館、千早図書館、
長崎健康相談所の跡地については、新施設整備の
財源確保や福祉施設誘致のため、資産活用（売
却・貸付）を図ります。 
 
393 図書館電算システムの維持管理 
 平成 27 年度に千早図書館にＩＣタグと自動貸
出機を導入します。 
 
406 407 南長崎スポーツ公園の整備・管理運営 
 長崎中学校跡地に整備された、スポーツ・防災
の機能を備えた公園施設を開設します。 
また、公園以外の敷地の一部を民間事業者に貸

し付け、まちのにぎわい等の創出と財源確保を図
ります。 
24 年度：駐輪場開設  
25 年度：プール・体育館・多目的広場・公園

等開設 

357 （仮称）西部地域複合施設の整備 

第十中学校跡地の活用

64 地域密着型サービス等の基盤整備

目白小学校仮校舎として暫定活用

332 椎名町駅周辺観光情報発信事業 

156 区立幼稚園の預かり保育事業

284 地域公共バス路線

48視覚障害者外出支援事業

150 私立保育所への支援 

149 私立保育所への支援

150 私立保育所への支援

178 219 小・中学校校庭芝生化事業（高松小学校） 

331 トキワ荘通りお休み処開設事業

環状６号線拡幅(都施行)

65 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 

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)

7 地域区民ひろばの推進

8 地域区民ひろば施設の改修  

民間事業者に貸付

7 地域区民ひろばの推進
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