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117 子どもスキップ事業 
119 子どもスキップの施設改修 
 高南小学校の校舎改修に合わせて、現在 3 階にある子
どもスキップを 1 階（コア）と 2 階（セカンド）に移転
します。また、目白小学校の新校舎建替えに合わせて、
平成 26 年度秋に開設予定の子どもスキップ（校舎内型）
を整備します。 
 
49 視覚障害者外出支援事業 
視覚障害者が安全に区施設を利用できるよう、心身障

害者福祉センターから椎名町駅南口間の歩道にソーラー
式 IC タグ付き点字ブロックを敷設し、位置情報を発信し
ます。256 椎名町駅周辺整備事業にあわせて実施します。 
 
174 213 小・中学校校庭芝生化事業（南池袋小学校） 
 環境配慮によるＣＯ２削減や、みどりあふれる教育環境
づくり、環境学習等の効果に着目し、平成 22 年度に芝生
化した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。 
 
178 小・中学校の改築（目白小学校） 
平成 26 年 8 月の新校舎開校に向けて、平成 24 年 8 月

～26 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、平成 21 年度に旧真和中学校に整備した仮校舎を
使用します。 
 

178 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

～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、平成 21 年度に旧真和中学校に整備した仮校舎を
使用します。 
 

178 小・中学校の改築（西池袋中学校） 
平成 22 年 4月～24 年 7月末まで建替え工事を行い、平

成 24 年 8月から新校舎へ移転します。建替え工事期間中
は、平成 21 年度に旧真和中学校に整備した仮校舎を使用
します。 
 
211 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の進捗に伴い、南池袋公

園の部分的な開放を実施します。平成 26 年度の整備完了
を目指し、より快適な公園として再整備します。 

178 小・中学校の改築（西池袋中学校） 

環状６号線拡幅(都施行) 

249 南池袋二丁目地区 
街区再編まちづくり推進事業

環状５の１号線(都施行) 

良好な開発誘導

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)〕 

174 213 小・中学校校庭芝生化事業

B 

C 

Ａ 

248 南池袋 2・4 丁目地区地区計画策定事業 
本地区を縦断する補助 81 号線の整備に合わせ、地

区計画を活用して沿道及び後背地における安全・快適
なまちづくりを実現するため、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、25 年度の都市計画決定を目指します。 
 
249 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きます。 
 
253 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。平成 26 年度の竣工に向
けて工事を進めます。 
 

254 新庁舎整備の推進 

平成 27 年の開庁に向け、新庁舎室内レイアウトの
具体化や、新たに導入する総合窓口の検討などを進め
ます。また、現庁舎地は平成 26 年に予定している活
用事業者の公募に向け、活用計画の検討を進めます。
 
256 椎名町駅周辺整備事業 
 山手通りの椎名橋下空間を活用して、駅前広場を整
備するとともに、駅舎改善（バリアフリー化）に合わ
せて横断施設を整備します。平成 24 年度の完成を予
定しています。 
 
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。 
 

299 住環境整備モデル団体支援事業 
高田小学校跡地活用を契機に雑司が谷二丁目でま

ちづくり計画策定に向けた活動を行う「池袋南地区ま
ちづくりの会」に対して、まちづくり専門コンサルタ
ントを派遣し、その活動を支援します。 

目白小学校の改築に併せた
スキップの実施後、区民 

ひろばへ転用 

119 子どもスキップの施設改修

資産活用

高田小学校跡地の活用検討 

254 新庁舎整備の推進

211 公園の改修及び再整備

178 小・中学校の改築（池袋第三小学校）

平成 24 年 7 月末まで、西池袋中学校仮校舎 
平成 24 年 8 月から、目白小学校仮校舎 

286 地域公共バス路線

327 椎名町駅舎改修に伴う 

駅周辺観光情報発信事業 

256 椎名町駅周辺整備事業 

雑司が谷界隈のまちづくり 

326 トキワ荘・並木ハウス関連事業 

358 362 としまアートステーション構想事業

299 住環境整備モデル団体支援事業 

248 南池袋 2・4 丁目地区
地区計画策定事業 

49 視覚障害者外出支援事業 

178 小・中学校の改築（目白小学校）

117 子どもスキップ事業

358 362 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 NPO 法人と共同事業を実施しま

す。 

364 雑司が谷旧宣教師館の管理・運営 

都の指定有形文化財である建物の保存に

努めるとともに、地域にゆかりのある「赤い

鳥」にちなんだ事業を実施します。 

平成 24 年度に老朽化した事務棟の建替え

工事及び狭隘道路工事を行います。 

119 子どもスキップの施設改修 

326 トキワ荘・並木ハウス関連事業 
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。 

327 椎名町駅舎改修に伴う駅周辺観光情報発

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。 

364 雑司が谷旧宣教師館の管理・運営 

253 南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発事業
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第７章　地域別事業計画

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 子どもスキップ事業 
119 子どもスキップの施設改修 
 高南小学校の校舎改修に合わせて、現在 3 階にある子
どもスキップを 1 階（コア）と 2 階（セカンド）に移転
します。また、目白小学校の新校舎建替えに合わせて、
平成 26 年度秋に開設予定の子どもスキップ（校舎内型）
を整備します。 
 
49 視覚障害者外出支援事業 
視覚障害者が安全に区施設を利用できるよう、心身障

害者福祉センターから椎名町駅南口間の歩道にソーラー
式 IC タグ付き点字ブロックを敷設し、位置情報を発信し
ます。256 椎名町駅周辺整備事業にあわせて実施します。 
 
174 213 小・中学校校庭芝生化事業（南池袋小学校） 
 環境配慮によるＣＯ２削減や、みどりあふれる教育環境
づくり、環境学習等の効果に着目し、平成 22 年度に芝生
化した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。 
 
178 小・中学校の改築（目白小学校） 
平成 26 年 8 月の新校舎開校に向けて、平成 24 年 8 月

～26 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、平成 21 年度に旧真和中学校に整備した仮校舎を
使用します。 

 
178 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

～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、平成 21 年度に旧真和中学校に整備した仮校舎を
使用します。 

 
178 小・中学校の改築（西池袋中学校） 
平成 22 年 4月～24 年 7月末まで建替え工事を行い、平

成 24 年 8月から新校舎へ移転します。建替え工事期間中
は、平成 21 年度に旧真和中学校に整備した仮校舎を使用
します。 
 
211 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の進捗に伴い、南池袋公

園の部分的な開放を実施します。平成 26 年度の整備完了
を目指し、より快適な公園として再整備します。 

178 小・中学校の改築（西池袋中学校） 

環状６号線拡幅(都施行) 

249 南池袋二丁目地区 
街区再編まちづくり推進事業

環状５の１号線(都施行) 

良好な開発誘導

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)〕 

174 213 小・中学校校庭芝生化事業

B 

C 

Ａ 

248 南池袋 2・4 丁目地区地区計画策定事業 
本地区を縦断する補助 81 号線の整備に合わせ、地

区計画を活用して沿道及び後背地における安全・快適
なまちづくりを実現するため、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、25 年度の都市計画決定を目指します。 
 
249 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きます。 
 
253 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。平成 26 年度の竣工に向
けて工事を進めます。 
 

254 新庁舎整備の推進 

平成 27 年の開庁に向け、新庁舎室内レイアウトの
具体化や、新たに導入する総合窓口の検討などを進め
ます。また、現庁舎地は平成 26 年に予定している活
用事業者の公募に向け、活用計画の検討を進めます。
 
256 椎名町駅周辺整備事業 
 山手通りの椎名橋下空間を活用して、駅前広場を整
備するとともに、駅舎改善（バリアフリー化）に合わ
せて横断施設を整備します。平成 24 年度の完成を予
定しています。 
 
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。 
 

299 住環境整備モデル団体支援事業 
高田小学校跡地活用を契機に雑司が谷二丁目でま

ちづくり計画策定に向けた活動を行う「池袋南地区ま
ちづくりの会」に対して、まちづくり専門コンサルタ
ントを派遣し、その活動を支援します。 

目白小学校の改築に併せた
スキップの実施後、区民 

ひろばへ転用 

119 子どもスキップの施設改修

資産活用

高田小学校跡地の活用検討 

254 新庁舎整備の推進

211 公園の改修及び再整備

178 小・中学校の改築（池袋第三小学校）

平成 24 年 7 月末まで、西池袋中学校仮校舎 
平成 24 年 8 月から、目白小学校仮校舎 

286 地域公共バス路線

327 椎名町駅舎改修に伴う 

駅周辺観光情報発信事業 

256 椎名町駅周辺整備事業 

雑司が谷界隈のまちづくり 

326 トキワ荘・並木ハウス関連事業 

358 362 としまアートステーション構想事業

299 住環境整備モデル団体支援事業 

248 南池袋 2・4 丁目地区
地区計画策定事業 

49 視覚障害者外出支援事業 

178 小・中学校の改築（目白小学校）

117 子どもスキップ事業

358 362 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 NPO 法人と共同事業を実施しま

す。 

364 雑司が谷旧宣教師館の管理・運営 

都の指定有形文化財である建物の保存に

努めるとともに、地域にゆかりのある「赤い

鳥」にちなんだ事業を実施します。 

平成 24 年度に老朽化した事務棟の建替え

工事及び狭隘道路工事を行います。 

119 子どもスキップの施設改修 

326 トキワ荘・並木ハウス関連事業 
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。 

327 椎名町駅舎改修に伴う駅周辺観光情報発

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。 

364 雑司が谷旧宣教師館の管理・運営 

253 南池袋二丁目Ａ地区市街地再開発事業


