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●中央地域  

〔東池袋、南池袋(一部)、西池袋(一部)、池袋〕 

227 公園の改修及び再整備（中池袋公園） 
現庁舎周辺まちづくりに合わせ、再整備を検討していきます。 

 
258 325 造幣局地区まちづくり推進事業 
造幣局東京支局跡地を活用して防災公園を整備し、立地特性や新庁舎

との連携に配慮した防災拠点の形成を図ります。 
 

259 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。 
 
263 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。 
 

264 新庁舎整備の推進 
平成 27 年 5 月 7 日の開設に向け、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。 
 

343 勤労福祉会館の改修 
老朽化が進む勤労福祉会館の大規模改修工事を平成 28 年度に予定し

ています。 

227 公園の改修及び再整備(南池袋公園)

260 池袋駅及び駅周辺整備事業

280 補助 173 号線の整備

280 補助 176 号線の整備

234 モザイカルチャー

262 池袋副都心交通戦略の推進 

259 南池袋二丁目地区 
街区再編まちづくり推進事業

264 新庁舎整備の推進 313 補助 81 号線街路整備と沿道まちづくり 

312 居住環境総合整備事業

（東池袋四・五丁目地区） 

406 生涯学習センターの整備 

190 229 小・中学校校庭 

芝生化事業 

266 現庁舎・新庁舎周辺道路整備事業 
現庁舎跡地及び新庁舎整備に伴い、周辺道路をダン

ベル型都市づくりの観点から総合的・計画的にそれぞ
れを結ぶ軸を整備します。 
 

280 都市計画道路の整備事業 
 173 号線の平成 29 年度の完成を目指し、幅員 18ｍの
道路を整備します。 
 
280 都市計画道路の整備事業 
 176 号線の平成 31 年度完成を目指し、幅員 11ｍの道
路を整備します。 
 
290 立教通り調査事業 
 立教通りの歩行者中心とした整備に向け、協議会を
発足し、計画案の合意を図ります。また、電線地中化
について調査・検討を行います。 
 
312 居住環境総合整備事業（東池袋四・五丁目地区） 

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。 
 

313 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。 
 
342 生活産業プラザの改修 

豊島区民センターの改築に併せ、隣接する生活産業

プラザの大規模改修工事を平成30年度に予定していま

す。 

380 豊島区民センターの改築 

平成28年度～30年度に豊島区民センターの建て替え

工事を予定しています。 

環状５の１号線(都施行) 

駅前開発の誘導

258 325 造幣局地区 
まちづくり推進事業 

257 池袋副都心整備ガイドプラン推進事業 
 副都心再生の核となる重点的な整備が進められる地区について
は、「ガイドプラン」で示す戦略に基づき、都市再生事業等の具体
化を検討します。 
 
260 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。 

 
261 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、環境と防災にも優れた西口の再生を目指します。 
 
262 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。 
 

264 現庁舎地の活用 
現庁舎地の跡地活用に向けて、活用業者の選定を行います。 
 

379 （仮称）豊島区新ホール整備事業 
現庁舎地活用事業者の提案に対する設計モニタリング、25 年度

策定の基本計画に基づき事業・運営等に関し基本的な指針を定める
管理運営計画の検討などを行います。 
 

265 現庁舎周辺まちづくり推進事業 
「現庁舎周辺まちづくりビジョン」に基づき、まちづくりを計画

的・総合的に進め、池袋副都心の都市再生を一層推進します。 

190 229 小・中学校校庭芝生化事業（南池袋小学校） 
 南池袋小学校の芝生化された校庭を地域団体と
協働で維持管理します。 
227 公園の改修及び再整備(南池袋公園) 
平成 26 年度から二期に分け、より快適な公園と

して再整備します。(平成 27 年度完了予定) 
 
323 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います。 
 
 

349 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。 

B

C
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防災道路Ｂ・Ｃ路線

261 池袋西口駅前街区

まちづくり推進事業

 
68 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。 
 

319 不燃化特区推進事業(東池袋四・五丁目地
区) 
不燃化特区制度を活用し、不燃化に向けた特

別な支援を実施します。 
 

324 東池袋五丁目地区市街地再開発事業 
不燃化特区制度のコア事業である市街地再

開発事業に対して事業費の一部を補助し、地区
の防災性を向上させます。 

193 小・中学校の改築（池袋第三小学校）

263 南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発事業

265 現庁舎周辺まちづく

り推進事業 

295 地域公共バス路線

349 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 28 年度に区民ひろば西池袋の改修工事を予定してい
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。 
 
31 認知症オレンジプラン対応事業 
 オレンジプラン対応事業のひとつとして、閉じこもりがち
な認知症の方とその家族の方が気軽に立ち寄れる場として
「認知症カフェ」を実施します。 
 
124 子どもスキップの施設改修 

 池袋第三小学校の新校舎建替えに合わせて、「子どもスキ

ップ池袋第三（敷地内型）」を再整備します。（平成 28 年 8

月開設予定）※建替え工事期間中は仮校舎（旧真和中学校）

で実施 
 
147 一時保育一体型定期利用保育事業【待機児童対策緊急

プラン】 

 一時預かり保育及び定期利用保育を実施する事業所に対

して、補助を行います。 
 
158 小規模保育運営費等補助事業【待機児童対策緊急プラ
ン】 
 6～19 人定員の区が認定する小規模な保育所です。 
 
159 事業所内保育事業【待機児童対策緊急プラン】 
 事業所内保育施設に地域の児童の受入枠（定員 5人）を確
保します。 
 
167 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。 
 
193 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月末まで建て替え工事を行います。建て替え工
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。 
 

193 小・中学校の改築（千川中学校） 
平成 34 年 4 月の新校舎開校に向けて、平成 32 年 4 月～

平成 34 年 3月末まで建て替え工事を行います。建て替え工
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。 
 

406 生涯学習センターの整備 
 

414 生涯学習センターモデル事業 

平成 28 年度開設（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。 

160 区立保育所の改築・改修 

167 区立幼稚園の

預かり保育事業 

298 帰宅困難者対策協議会の強化等事業

319 不燃化特区推進事業(東池

袋四・五丁目地区) 

323 造幣局南地区 
まちづくり事業 

379(仮称)豊島区新ホール整備事業 

290 立教通り調査事業 

68 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 

264 現庁舎地の活用 

227 公園の改修及び再整備（中池袋公園） 

31 認知症カフェ  

342 生活産業プラザの改修 

380 豊島区民センターの改築 

193 小・中学校の改築（千川中学校） 

147 一時保育一体型定期利用保育事業

158 小規模保育運営費等補助事業 

【待機児童対策緊急プラン】 

27 コミュニティソーシャルワーク事業  

414 生涯学習センター

モデル事業 

124 子どもスキップの施設改修 
「子どもスキップ池袋第三（敷地内型）」の再整備 

234 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。 
 
285 道路構造物の整備 
 定期点検を実施し、その結果をもとにビックリガード擁壁の補修
設計を行います。 
 
295 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。 
 
298 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。 

257 池袋副都心整備 
ガイドプラン推進事業 

159 事業所内保育事業 

【待機児童対策緊急プラン】 

目白小学校、池袋第三小学校、 

千川中学校仮校舎として暫定活用 

158 小規模保育運営費等補助事業

【待機児童対策緊急プラン】 

27 コミュニティソーシャルワーク事業

266 現庁舎・新庁舎周辺 

道路整備事業 

324 東池袋五丁目地区市街地再開発事業

285 道路構造物の整備

343 勤労福祉会館の改修 

8地域区民ひろば施設の改修 


