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 8  地域区民ひろばの推進（区民ひろば西池袋） 
勤労福祉会館の大規模改修に伴い、平成 28 年 1 月から平成 29
年 3月末（予定）まで休館します。休館中は、区民活動推進課分
室にて仮運営を行い、目白第一区民集会室や西池袋第二区民集会
室等で事業を実施します。 
 
17 男女平等推進センター「エポック１０」管理運営事業 
勤労福祉会館の大規模改修に伴い、平成 28 年 1 月から平成 29
年 3月末（予定）まで、生活産業プラザに一時移転します。 
 
24 コミュニティソーシャルワーク事業 
区民ひろば西池袋及び高南第二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、豊島区医師会及びふくろうの杜高齢
者総合相談センター圏域において事業展開します。 
（区民ひろば西池袋は勤労福祉会館休館中のため、東池袋分庁

舎の豊島区民社会福祉協議会内事務所において対応します） 
 
30 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 

  （南池袋 4 丁目介護老人保健施設） 

平成 29 年度の開設を目指し、介護老人保健施設の整備を進めて
いきます。 
 
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。 
 
68 介護予防センター運営事業 
高齢者の健康寿命延伸を図るため、高田豊寿園跡地に介護予防
センターを設置・運営します。 
 
98 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 29 年 1 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 
 
115 認可保育所の運営・助成 
116 認可保育所等誘致・整備事業 
認可保育所を新規に開設します。 

 
117 地域型保育事業 
区が認可する小規模な保育施設を開設します。 

 
144 学校改築計画推進事業 

小・中学校の改築（池袋第三小学校） 
平成 29 年 1月の新校舎開校に向けて、平成 26 年 8月～平成 28

年 12 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。 

環状５の１号線(都施行) 

都市計画道路環状４号線の整備 

（都施行） 

目白地域の歴史・文化を活かしたまちづくり

●南部地域  

〔雑司が谷、高田、目白、南池袋(一部)、西池袋(一部)〕 

B

C 

 
153 公園の改修及び再整備 
南池袋公園・・・平成 27 年度整備完了 
高田小跡地・・・防災機能を有する近隣公園としての整

備を検討します。 
 
181 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の推

進に関する協議及び調整を行っています。 
 
204 地域公共バス運行支援事業 
 
205 目白古道（仮称）の整備 
地元がコミュニティ道路化を目指し調査研究を行った内
容を考慮し、歩行者の安全性を向上させる整備を行います。
また、銀鈴の坂脇にＥＶを設置します。 
 

207 道路構造物の整備 
雑司が谷擁壁の補修工事を行います。 
 
213 居住環境総合整備事業（雑司が谷・南池袋地区） 
歴史と文化、みどりに包まれた閑静な環境を生かしながら
災害に強い安全なまちづくりを目指します。 
 

217 不燃化特区推進事業（雑司が谷・南池袋地区） 
 
230 豊島区無電柱化事業 
「学習院椿の坂」の無電柱化を行います。 

資産活用

池袋第三小学校、 
千川中学校仮校舎として暫定活用 

雑司が谷文化圏の未来遺産推進 

261 

115、116

48 

 
258 雑司が谷文未来遺産推進事業 
日本ユネスコ協会連盟の未来遺産登録に伴い、旧雑司が谷
村を中心とした一帯を雑司が谷文化圏として、未来の子ども
たちに雑司が谷の歴史と文化を伝える活動を支援します。 
 
261 雑司が谷情報ステーション管理運営事業 
手塚治虫が創作活動を行った「並木ハウス」が現存する雑

司が谷地域において、歴史や文化を活かした情報ステーショ
ン（雑司が谷案内処）の運営を行います。 
 

274 としまアートステーション構想事業 

「豊島区文化政策推進プラン」のシンボルプロジェクトの

一つである「新たな創造の場づくり」について、公益財団法

人東京都歴史文化財団及びアート系の団体と共同事業を実

施します。 
 

284 郷土資料館移転・展示リニューアル事業 

勤労福祉会館の大規模改修に合わせ、平成 27 年 12 月より

休館し、平成 29 年 10 月のオープンに向けて、郷土資料館の

改修及び展示リニューアルを実施します。 

153

153 

213、217

98、144 

8、17、24、284 

205

高南保育園の大規模改修 

230

204

181

24

115、116

117 

68

30 

274 

大規模改修に伴う勤労福祉会館の休館

（平成 28 年 1 月～29 年 3 月予定） 

207

 特定都市再生緊急整備地域

地域ブランドの創出等

地区計画等

居住環境総合整備事業

不燃化特区推進事業

駐車場整備計画

都市計画道路

都市計画道路 （特定整備路線）

無電柱化事業路線

258 

48
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