
都市再生 
文化と品格を誇れる価値あるまちへ 

１　新ルネサンス構想の推進 
２　新庁舎整備による副都心の再生 
３　池袋駅東西デッキから広がる歩行者回遊性の拡大 
４　新たな地域公共交通システムの充実 
５　快適・道路ネットワークの整備 
６　快適・自転車ライフの推進 
７　魅力ある駅周辺の整備 
８　安心して住み継がれる住宅市街地づくり 
９　まちを活かし　まちを創る　商店街づくり 
１０  としまものづくりメッセ構想 

文化 健康 環境 
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指標名称 

構想区域内地区計画決定面積 
 

池袋駅 
 
東池袋駅 

現　在 
 

４１.８ ha 
（１９年度） 
２６２万人 
（１７年度） 
２.６万人 
（１７年度） 

４年後 
（平成２３年度） 

７０.１ ha

【東池袋四丁目市街地再開発】 

駅乗降客数 
（１日平均） 

新ルネサンス構想の推進 1都市再生 

【目　　　標】 
○ 成熟した都市型社会への移行が進むなかで、東京北西部のターミナル拠点としてのポテンシャルを
活かし生活者の視点に立ち、「環境との共生」や「文化」、「ものづくり」など、多様な機能の集
積による魅力あふれる質の高い生活空間を築き、東京圏での機能・役割の一角を担う池袋副都心と
なっている。 

○ 積極的な建物の緑化や環境豊かな公共空間の整備により「緑あふれる、涼やかな都市」を創出し、
低炭素型でエネルギー負荷の少ない池袋副都心となっている。 

○ 都市再生と環境との調和を重視し、人への優しさと文化を基軸とした個性ある再生戦略を打ち出し、
新庁舎建設事業や東西デッキ構想など区が進めるリーディングプロジェクトと民間開発事業とによ
る都市再生の「総力戦」の体制がつくられている。 

 
【取組み方針】 
○ 道路など公共施設や建築物など既存のストックの有効活用を図るとともに、街区再編など都市機能
の積極的な集約を図り、メリハリ（選択と集中）ある街づくりを進める。 
○ 質の高い「生活空間」を目指し、グリーン大通り～池袋駅～アゼリア通りの軸線を、池袋副都心再
生の舞台・シンボルに位置づけていく。 
○ 雑司が谷地域～グリーン大通り～池袋駅～立教大学をつなぐ、連鎖的なクールスポット（クールベルト）をつくる。 
○ 都市再生特別措置法による緊急整備地域の指定を受け、民間事業者が都市再生事業に参加しやすい環境をつくる。 
○ あらたなにぎわい拠点を築くため、造幣局東京支局用地の活用と周辺地区の街づくりの誘導に向け
た、活用事業スキームの検討、関係者調整を行う。 
○ 南池袋二丁目地区は、「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づき街区再編街づくりを進める。 
○ 池袋駅西口駅前街区は、街区整備、建築物の共同化等によりオープンスペースを創出するため、駅
前の顔となる空間形成を検討する。 
○ 駅周辺の商業・業務地は、街並み誘導型地区計画制度や都市再生特別地区などの活用により、老朽
建築物の更新と、新たなオフィスや住宅などの街並みの形成を図る。 

 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ 新ルネサンス構想の策定 （新規）  １４,５００千円 １８４ 

◆ 東池袋四丁目地区市街地再開発事業（第二地区） （継続）  ８６０,０４３千円 １８５ 

◆ 南池袋二丁目街区再編街づくり推進事業 （拡充）  ７,０００千円 １８７ 

◆ 池袋西口駅前街区街づくり推進事業 （新規）  ５,５００千円 １８８ 

◆ 副都心商業業務エリア地区計画推進事業 （継続）  ２,８６５千円 １８９ 

 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：８８９,９０８千円 
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指標名称 

歩行者交通量 
 
事務所床面積 

現　在 
 

１８９千人 
（１８年度） 
２,５６３千m２ 

(１８年度)

概ね１０年後 
 

２６７千人 
 

３,４００千m２ 

【南池袋二丁目地区周辺イメージ】 
（環状５の１沿い） 

【歩行者通行量の変化】 ［現状］ 

新庁舎整備による副都心の再生 

新庁舎を旧日出小地区に

整備し、現庁舎地区全体

を民間活用した場合 

新庁舎を現庁舎地区に整

備し、現庁舎地区の一部

を民間活用した場合 

３万人 
未満 

凡　　　例 【歩行者交通量】（平日・１２h） 

３～５ 
万人 

５万人 
以上 

新庁舎整備による副都心の再生 2都市再生 

【目　　　標】 
○ 新庁舎整備をきっかけに、新たな核が形成され、線から面への都市整備が進展し、文化とにぎわい
の池袋副都心の再生が図られている。 

 
【取組み方針】 
○ 池袋駅周辺とサンシャインシティの二大拠点構成から、現庁舎地区や南池袋二丁目地区Aゾーン市
街地再開発事業による拠点形成などにより、多核的な都市構造への変化を目指す。また、これらの事
業を契機として、それぞれの周辺地域に優良な開発を誘導し、街の活性化を推進する。 

 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ 南池袋二丁目地区市街地再開発事業 （継続） ５６,１１６千円 １８６ 

◆ 現庁舎地区周辺まちづくり方針の検討 （継続） ３,０００千円 ３６０ 

◆ 新庁舎整備基本計画の策定 （拡充） ２３,０００千円 ３５９ 

 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：８２,１１６千円 
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指標名称 

池袋駅乗降客数 
（１日平均） 

現　在 
 

２６２万人 
（１７年度） 

４年後 
（平成２３年度） 

【東西デッキの整備（イメージ）】 

【歩行者回遊性が向上し賑わいのある 
駅周辺の街並み（イメージ）】 

東 西 デ ッ キ の 整 備  

魅力ある、歩行者回遊性の拡大  

池 袋 副 都 心 の 再 生  

駅施設のバリア
フ リ ー 化  

歩道拡幅・ネッ
トワーク整備  

利便性の向上  空 間 の 創 出  

サ イ ン 整 備  駅前広場の整備 

池袋駅東西デッキから広がる歩行者回遊性の拡大 3都市再生 

【目　　　標】 
○ 都内有数のターミナル駅である池袋駅の内部及び駅から街への歩行者動線を充実することにより、
歩行者の回遊性が拡大され、魅力ある池袋副都心の再生が図られている。 

 
【取組み方針】 
○ 駅から街への連続性ある歩行者ネットワークの核として、池袋駅での東西自由通路の整備・地下通
路のサイン整備・地下通路から地上部へのスムーズでバリアフリーなアプローチ整備を行うことによ
り、池袋副都心全域へと広がる歩行者の回遊行動を促進する。 
○ 駅周辺への自動車乗入制限を含めた駐車場整備計画のあり方を検討するとともに、主要な街路の歩
道拡幅や道路ネットワークの整備を進める。 
○ 東西駅前広場を再整備し、鉄道・バス・タクシーの乗換え利便性の向上、休憩・たまり空間の確保、
副都心の玄関にふさわしい景観を形成する。 
 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ 池袋駅及び駅周辺整備事業 （拡充） １９,５２２千円 １９０ 

◆ 池袋駅西口駅前広場の改修 （継続） １００,０００千円 １９１ 

◆ 池袋駅東西デッキシンポジウムの開催 （新規） １,３７０千円 １９２ 

◆ 池袋駅北口歩道拡幅 （平成２１年度予定）  ２１１ 

◆ 学園通りづくり （継続） ２５,２５０千円 ２１２ 

◆ 区道のバリアフリー化の促進 （平成２２年度より再開） ２１３ 

 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：１４６,１４２千円 
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指標名称 

コミュニティバスの整備 
 
ＬＲＴの整備 

現　在 
（平成１９年度） 

― 
 
― 

４年後 
（平成２３年度） 

２路線 
 

１路線 

【イメージ：ハチ公バス（渋谷区）】 

【イメージ：富山市のライトレール 
「ポートラム」】 

コミュニティバス 

■地域のモビリティ向上 

ＬＲＴ 
（最新鋭路面電車） 

■公共交通　■環 境 
■観 光 

新たな地域公共交通システムの充実 4都市再生 

【目　　　標】 
○ 本格的な高齢社会に対応した、ユニバーサルデザインの考え方に基づく快適な地域内移動手段を確
保し、「住みたいまち、訪れたいまち」としての魅力が高まっている。 

 
【取組み方針】 
○ 地域内移動の利便性の向上を図る手段としてコミュニティバスの導入を検討する。そのあり方については、福
祉・子育て、ユニバーサルデザイン、文化･観光、商店街、地域活性化、環境など、様々な視点をふまえる。 
○ 都市再生のシンボルとして、公共交通、環境、観光、ユニバーサルデザインを全国に発信する東京
で一番のLRTを池袋副都心に整備する。池袋東口駅前と都電荒川線・雑司ヶ谷を結ぶ路線を前提とし
て整備構想を策定し、これをもとに、環状5の1号線整備やグリーン大通りの交通処理、電車車庫の
整備など、関係機関との調整・協議を進め、早期実現を図る。 

 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ 池袋副都心交通ビジョンの策定・推進 （継続） ６,３６７千円 ２１６ 

◆ コミュニティバス導入計画の策定 （拡充） ８,５００千円 ２２８ 

◆ 新たな地域交通システムのあり方に関する調査 （拡充） １０,０００千円 ２２９ 

◆ 副都心線東池袋新駅設置促進事業 （新規） ３,０００千円 ２３０ 

 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：２７,８６７千円 
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指標名称 

都市計画道路整備率 
 
区施行路線 

現　在 
 

５８.０% 
（１８年度） 
１路線 

（１９年度） 

４年後 
（平成２３年度） 

 
 

３路線 

【補助１７３号線の整備イメージ】 

　広域的な自動車動線 

環状４、５の１、６号線、新目白通り、川越
街道は、通過交通を処理する広域的な
自動車道線とする。 
 
　副都心アプローチ・物流動線 

補助１７２、１７３号線、劇場通り、明治通り、
グリーン大通りは副都心へのアプローチ・
物流道線とする。 

快適・道路ネットワークの整備 5都市再生 

【目　　　標】 
○ 幹線道路の充実による都市基盤整備により池袋副都心への交通アクセス機能の向上を図るとともに、
環状5の1号線などの放射・環状線の整備により、副都心地域への通過車両の流入を抑制し、歩行者
空間の拡大が図られている。 

○ 幹線道路整備に際して、歩道拡幅を行うことで、安全な歩行空間が整備されている。 
 
【取組み方針】 
○ 池袋東地区は、平成22年度までに補助175号線、平成23年度までに補助81号線、176号線、その後
環状5の1号線（地上部・地下部）を整備する。 
○ 池袋西地区は、平成22年度までに環状6号線、補助172号線、平成26年度までに補助173号線を整
備し、劇場通りを含めたネットワークを完成させる。 

 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ 環状５の１号線、環状６号線の整備 【都施工】（継続） 

◆ 補助８１号線の整備（南池袋地区・東池袋地区） 【都施工】（継続） 

◆ 補助１７２号線の整備 【都施工】（継続） 

◆ 補助１７３号線の整備 【区施工】（継続） ２３３,３９４千円 ２１０ 

◆ 補助１７５号線の整備 【再開発（継続）　区施工（新規）】 ８,６９０千円 ２１４ 

◆ 補助１７６号線の整備 【区施工】（継続） ２,１０５千円 ２１５ 

 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：２４４,１８９千円 
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指標名称 

放置自転車台数 
 
駐輪場収容台数 
 
駐輪場利用率 
 
自転車利用空間 
ネットワークの整備距離 

現　在 
 

５,１５７台 
（１８年度） 
１３,３２１台 
（１９年度） 
８１.４％ 
（１８年度） 
６００m 

（１９年度） 

４年後 
（平成２３年度） 

３,８００台 
 

１６,０００台 
 

８０％以上を維持 
 

１,２００m

快適な自転車まちづくり 

利便性の高い駐輪場の充実 

既存駐輪場の利用向上 

自転車利用空間 
ネットワーク 
の整備 

駐輪場の新設・改修 サイン整備 放置自転車対策 

【自転車利用空間ネットワーク（劇場通り）】 

【巣鴨駅北自転車駐車場】 

快適・自転車ライフの推進 6都市再生 

【目　　　標】 
○ 新たに整備した駐輪場が利用され、適正な放置禁止区域を指定し、きめ細かな撤去活動を行うこと
によって、駅周辺の放置自転車が減少している。 

○ 自転車利用空間ネットワークの整備によって、自転車の持つメリットを活かした街づくりを促進し、
歩行者等の安全が確保されている。 

 
【取組み方針】 
○「自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」に基づき、池袋駅を中心に、鉄道事業者等の協力を得な
がら新たな駐輪場の整備を行う。 
○ 駐輪場への利用誘導策を図るとともに、さらに効果的な放置自転車の撤去活動を行い、快適な自転
車利用環境を備えたまちづくりを推進する。 
○ 自転車利用空間ネットワークの整備により、歩行者・自転車双方の安全快適な環境づくりを進める。 
 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ 自転車駐車場等の整備 （継続） ４４,５００千円 ２２４ ２２５ 

◆ 自転車駐車場等管理運営事業 （拡充） ３７８,１２７千円 ２２３ 

◆ 放置自転車等対策の推進事業 （拡充） ２２７,３８０千円 ２２２ 

◆ 自転車利用空間ネットワークの整備 （継続） ９６,０００千円 ２２７ 

 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：７４６,００７千円 
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指標名称 

大塚駅乗降者数 
（１日平均） 
東長崎駅乗降者数 
（１日平均） 
椎名町駅乗降者数 
（１日平均） 

現　在 
 

１０.５万人 
（１７年度） 
２.８万人 
（１７年度） 
１.９万人 
（１７年度） 

４年後 
（平成２３年度） 

自 由 通 路 整 備  

魅力と活力ある地域拠点の実現  

駅施設の利便性
の 向 上  

駅 施 設 改 善  
(バリアフリー化)

駅周辺の空間形成に 
よる回遊性の向上 

駐 輪 場 整 備  

駅前広場の整備 

【大塚駅南北自由通路完成予想図（南口）】 

【東長崎駅整備事業完成予想図（南口）】 

魅力ある駅周辺の整備 7都市再生 

【目　　　標】 
○ 大塚、東長崎、椎名町の駅改善と駅周辺整備を進め、魅力と活力のある地域拠点が整備されている。 
 
【取組み方針】 
○ 各鉄道事業者と共同で駅のバリアフリー化にあわせた自由通路や駅前広場の整備を進める。 
○大塚駅南北自由通路の整備（平成21年度末完成）に続き、駅前広場や駐輪場を整備するとともに、
　にぎわいの創出に向け広場や通路の活用を図る。 

○東長崎駅周辺は、駅・まち一体改善事業により、豊島区が自由通路と広場を整備し、東長崎駅整備 
　株式会社（区と西武鉄道が共同出資した第三セクター）が駅舎改善（駅のバリアフリー化を含む）
　整備を行うことで、駅利用者、歩行者の利便性と回遊性の向上を図る。（平成20年6月完成予定） 

○ 椎名町駅周辺は、駅・まち一体改善事業により、中央環状新宿線（環状6号線）の整備にあわせ、橋
　下空間における広場と駐輪場及び横断施設の整備、駅舎の改善を一体的に行い、駅利用者をはじめ
　自転車や歩行者の利便性と回遊性の向上を図る。 
 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ 大塚駅南北自由通路の整備 （継続） １４,０００千円 １９３ 

◆ 大塚駅周辺整備事業[駅前広場の計画・設計・整備] （新規） ６,５００千円 １９４ 

◆ 東長崎駅自由通路等の整備 （継続） １０,０００千円 １９５ 

◆ 椎名町駅周辺整備事業 （新規） １５,３００千円 １９６ 

◆ 【再掲】椎名町駅自転車駐車場整備事業 （２１年度工事着手予定） ２２４ 

◆ 【再掲】大塚駅自転車駐車場整備事業 （継続） ３０,０００千円 ２２４ 
 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：４５,８００千円 
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指標名称 

不燃領域率 
（居住環境総合整備事業地区） 

住宅の耐震化率 
 
住宅ストックバランス 
（床面積５０m２以上の住宅の割合） 

現　在 
 

４９.８％ 
（１９年度） 
７５.５％ 
（１８年度） 
３０％以上 
（１９年度） 

４年後 
（平成２３年度） 

 
 

８４.０％ 
 

４５％以上 

【整備後（例）】 

住宅密集市街地 
■老朽木造建築物が密集 
■道路が狭く広場も不足 

■建物の共同化や耐火建
築物への建替えを促進 

■地区計画制度を活用し、
地域特性を活かした街
並みを創出 

災害時、被害拡大 
の危険性 

安心して住み継がれる住宅市街地づくり 8都市再生 

【目　　　標】 
○ 魅力と活力ある都心居住の場、「住みたいまち」としての評価を高め、定住人口を増やしていくた
め、良質な住宅の供給を誘導し、ライフステージに応じて円滑な住み替えができる魅力ある住宅ス
トックが形成されている。 

○ 木造住宅密集市街地における建物の不燃化・共同化を促進するとともに、都市計画道路や防災道路、
オープンスペース等を整備し、災害に強いまちづくりが推進されている。 

 
【取組み方針】 
○ 市街地再開発事業等により良質な都市型住宅の供給を誘導するとともに、「中高層集合住宅建築物
の建築に関する条例」や「みどりの条例」、「アメニティ形成条例」、地区計画制度の活用により、
快適な住環境と街並みづくりを進める。 
○ 高齢者等が住み慣れた地域で、自立して暮らし続けることができるよう、高齢者向け優良賃貸住宅
やグループホーム等の供給を促進するとともに、住宅のバリアフリー対応を誘導する。 
○「豊島区耐震改修促進計画」(平成19年度末策定)に基づき、住宅の耐震診断や耐震改修を促進する。 
○ 染井霊園周辺・上池袋・東池袋・池袋本町地区において、居住環境総合整備事業を推進し、地域特
性を活かしたブランド向上を図りつつ、魅力ある住宅地としての再生を進める。 
 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ 東池袋地区補助８１号線街路整備と沿道まちづくり （継続） １２,０００千円 ２４７ 

◆ 居住環境総合整備事業（池袋本町・東池袋・染井霊園周辺・上池袋）  １,３６９,４７９千円 

２４４ ～ ２４６  　 ２４８ ～ ２５２　  

◆ 民間住宅耐震改修助成事業 （継続） ４,１１６千円 ２０３ 

◆ 耐震診断助成事業（分譲マンション、木造建築物） （新規） ６,０００千円 ２０４ 

◆ 都市復興マニュアルの作成 （新規） ３,０００千円 ２４１ 

◆ 住宅マスタープランの改定 （拡充） ９,５００千円 １９７ 

◆ 区営池袋本町二丁目住宅の建替え （継続） １６６,９５０千円 ２０２ 

◆ 分譲マンション適正管理支援事業 （新規） ５００千円 ２０５ 

◆ 高齢者向け優良賃貸住宅の整備 （継続） ３２,７２５千円 ２０１ 
 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：１,６０４,２７０千円 
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指標名称 

商店街加入会員の増 
 
空き店舗率の減少 

現　在 
（平成１９年度） 

５,５６５名 
 

３.３９％ 

４年後 
（平成２３年度） 

６,０００名 
 

３.００％ 

地域一体型支援事業 空き店舗対策事業 イベント・施設整備・販売促進事業 

まちを活かし　まちを創る　商店街づくり 

地域商店街の連携の強化 

地域コミュニティの形成 

地域のにぎわいと 
安全・安心の街づくり 

【にぎわいの地蔵通り】 

【としま商人まつり】 

まちを活かし　まちを創る　商店街づくり 9都市再生 

【目　　　標】 
○ 商店街が、単に流通、サービスを担う個店の集積ではなく、積極的に近隣地域のまちづくり、コミ
ュニティの核として機能している。 

○ 少子高齢社会に適応し、特に高齢者など社会的弱者への配慮が行き届いた安全で安心な商店街へと
再生が図られている。 

 
【取組み方針】 
○ 商店の事業継承を支援し、商店街活動の継続、活性化を図るため、若手後継者を育成するシステム
を提案し構築していく。 
○ 地域の安全・安心・コミュニティの拠点として空き店舗を活用する。活用するにあたっては、その
担い手も含めて多様な手法を検討し、実施する。また、商店街の統合、ブロック化など、区の商店街
の連携の強化を図る。 
○ 道路や店舗のバリアフリー化を推進するとともに、宅配サービスや福祉サービスを商店街活動に含
めるなど、ソフトのバリアフリー化を図る。 
 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ 環境にやさしい商店街景観づくり事業 （新規） １６,０００千円 ２７７ 

◆ 空き店舗対策事業 （継続） ５,５５３千円 ２７２ 

◆ 商店街にぎわいイベント事業 （継続） ７０,８００千円 ２７５ 

◆ 商店街ふれあい施設整備事業 （継続） ２３,０２５千円 ２７３ 

◆ 商店街いきいき販売促進事業 （継続） ７,０００千円 ２７４ 
 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：１２２,３７８千円 
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指標名称 

メッセ参加事業所数 
 
ものづくりネットシマの 
登録企業 

従業員４人以上の事業所数 
 
専門家派遣件数 
 
創業起業講座数 

現　在 
（平成１９年度） 

６０箇所 
 
― 
 

２７０箇所 
 
― 
 

３講座 

４年後 
（平成２３年度） 

１００箇所 
 

１００社 
 

３００箇所 
 

５０件 
 

５講座 

診断士等のスペシャリストによ
る相談 
 
支援講座実施 

起業を開始した最初のオフィス
として活用、軌道に乗った段階で、
区内にオフィスを開設する 

フォローオフィス 

スタートアップオフィス 
産業振興策の促進 

商工住のバランスの取れたまちづくり 

工場自体の可視化 
観光策との融合 都市型新産業の誕生 

ものづくり 
メッセ 

（見本市） 

創業起業 
し易い 
環境 

既存企業 
の居易い 
環境 

としまものづくりメッセ構想 １０ 都市再生 

【目　　　標】 
○ まちの活力に欠かせない存在であるにもかかわらず、減少しているものづくり産業の振興を図り、
商工住のバランスのよい配置と共存、共生に向けて融合策が展開されている。 

○ ものづくり産業の都市型への転換の促進と創業起業しやすい土壌の整備を行い、まちづくりへの活力が生まれている。 
 
【取組み方針】 
○ 区内産業が都市の中で共存し、新しい事業展開の出会いを図るため、産業見本市やHP上での企業間
交流サイトの運営を実施する。また、メッセ構想は、産業見本市を契機として、産業がまちと繋がる
方途を展開する全般的な産業振興策と捉える。 
○ 工場に見学のコースを作って貰うとともに、作業風景や製作した製品を外からも見られるように改
修し、トイレ施設等を完備する。これらの産業と観光を結びつけ、回遊性を生み出す。 
○ 創業起業講座の充実に加え、豊島区での起業者のためのインキュベーション施設を設置し、区内で
の起業の機運を高める。また、相談体制を充実させ、起業後のフォローアップを手厚くする。 
 

【主な事業】〔※経費は２０年度事業費総額、また、末尾  番号  は第７章の事業番号に対応〕 
◆ としまものづくりメッセ （拡充） ２３,７５１千円 ２６７ 

　◇ものづくりネットシマによるHP上の企業間交流場の立ち上げ　　◇ものづくりツアー(工場見学) 

　◇ものづくりメッセへの補助　　◇企業に対して産業交流等への出展費の補助 

◆ 創業起業推進事業 （拡充） ３,１８０千円 ２７９ 

◆ 中小企業経営支援事業（相談体制の充実） （継続） １,３８０千円 ２６９ 

◆ 新産業立地支援に向けた研究（２１年度以降に実施） 

◆ インキュベーション施設の設置（２１年度以降に実施） 
 

【チャレンジ指標】 

２０年度事業費：２８,３１１千円 
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