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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。 

 

114 児童虐待防止に向けた見守り・支援 

 東部子ども家庭支援センターに「子どもの虐待対策の

ための専門相談員」を設置して、『子ども虐待防止対応マ

ニュアル』の改定や職員向け教則本の作成、関係機関と

の調整などを行います。 

 

132 池袋本町臨時保育事業 

 防災広場に設置した池袋第二保育園改修時の仮園舎を

活用して、平成 25 年度末まで、1，2，3歳児（定員 25 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。 

 
149 私立保育所の建替え支援（みのり保育園） 
  老朽化に伴う施設改築を円滑に進めるため、区が仮設
施設を提供するとともに、整備経費の一部を助成します。 

 
178 小・中学校の改築（池袋本町地区校舎併設型小・中連
携校） 

①「豊島区立小・中学校の適正化 第二次整備計画に基

づき、平成 26 年 3月に、池袋第二小学校と文成小学校

を閉校するとともに、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 「豊島区立小・中学校改築計画」の前期計画に基づき、

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。 

273 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の建設 

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 
 橋梁の維持管理を予防保全型に転換する長寿命化
修繕計画に基づく補修・改修工事を実施します。 

 

286 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 震災復興まちづくり模擬訓練事業 

平成 23 年度に策定した震災復興マニュアル(都

市・住宅復興編)に定められた復興プロセスや地域協

働復興の理念への理解を深め、地域別事前復興ビジ

ョンへつなげていくため、池袋本町地区において模

擬訓練を行います。 

 

305 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調査を行います。

また、街区公園と広場の整備を行います。 

 

306 居住環境総合整備事業（池袋本町地区） 

平成 24 年度オープンに向け、清掃車庫跡地に公園

を整備します。 
 

●北部地域  

〔上池袋、池袋本町〕 

132 池袋本町臨時保育事業

305 居住環境総合整備事業（上池袋地区） 

306 居住環境総合整備事業（池袋本町地区）

「スキップ豊成」
の実施を検討 

下板橋駅構内開発計画

建設候補地

主要生活道路Ｂ1 路線

主要生活道路Ｂ4 路線

「スキップ豊成」の実施後、 

区民ひろばへ転用 

小学校の統合に伴うスキップ実

施後、区民ひろばに転用 公園整備

「スキップ池袋」 
の実施を検討 

仮園舎設置 

福祉施設等の誘致を検討

「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 

273 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の建設

※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

178 小・中学校の改築 
（池袋本町地区校舎併設型小・中連携校）

1 地域協議会モデル事業 

286 地域公共バス路線

公園整備

275 橋梁点検調査及び整備

さくら広場 

拡張整備 

149 私立保育所の建替え支援

114 児童虐待防止に向けた見守り・支援 

149 私立保育所の建替え支援
（みのり保育園仮園舎）

298 震災復興まちづくり模擬訓練事業 
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第７章　地域別事業計画 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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。 

 

114 児童虐待防止に向けた見守り・支援 

 東部子ども家庭支援センターに「子どもの虐待対策の

ための専門相談員」を設置して、『子ども虐待防止対応マ

ニュアル』の改定や職員向け教則本の作成、関係機関と

の調整などを行います。 

 

132 池袋本町臨時保育事業 

 防災広場に設置した池袋第二保育園改修時の仮園舎を

活用して、平成 25 年度末まで、1，2，3歳児（定員 25 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。 

 
149 私立保育所の建替え支援（みのり保育園） 
  老朽化に伴う施設改築を円滑に進めるため、区が仮設
施設を提供するとともに、整備経費の一部を助成します。 

 
178 小・中学校の改築（池袋本町地区校舎併設型小・中連
携校） 

①「豊島区立小・中学校の適正化 第二次整備計画に基

づき、平成 26 年 3月に、池袋第二小学校と文成小学校

を閉校するとともに、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 「豊島区立小・中学校改築計画」の前期計画に基づき、

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。 

273 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の建設 

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 
 橋梁の維持管理を予防保全型に転換する長寿命化
修繕計画に基づく補修・改修工事を実施します。 

 

286 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 震災復興まちづくり模擬訓練事業 

平成 23 年度に策定した震災復興マニュアル(都

市・住宅復興編)に定められた復興プロセスや地域協

働復興の理念への理解を深め、地域別事前復興ビジ

ョンへつなげていくため、池袋本町地区において模

擬訓練を行います。 

 

305 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調査を行います。

また、街区公園と広場の整備を行います。 

 

306 居住環境総合整備事業（池袋本町地区） 

平成 24 年度オープンに向け、清掃車庫跡地に公園

を整備します。 
 

●北部地域  

〔上池袋、池袋本町〕 

132 池袋本町臨時保育事業

305 居住環境総合整備事業（上池袋地区） 

306 居住環境総合整備事業（池袋本町地区）

「スキップ豊成」
の実施を検討 

下板橋駅構内開発計画

建設候補地

主要生活道路Ｂ1 路線

主要生活道路Ｂ4 路線

「スキップ豊成」の実施後、 

区民ひろばへ転用 

小学校の統合に伴うスキップ実

施後、区民ひろばに転用 公園整備

「スキップ池袋」 
の実施を検討 

仮園舎設置 

福祉施設等の誘致を検討

「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 

273 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の建設

※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

178 小・中学校の改築 
（池袋本町地区校舎併設型小・中連携校）

1 地域協議会モデル事業 

286 地域公共バス路線

公園整備

275 橋梁点検調査及び整備

さくら広場 

拡張整備 

149 私立保育所の建替え支援

114 児童虐待防止に向けた見守り・支援 

149 私立保育所の建替え支援
（みのり保育園仮園舎）

298 震災復興まちづくり模擬訓練事業 


