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２９年度予算案の規模と特徴

一般会計当初予算 1,167億1百万円

対前年度比 △51億7百万円 4.2％減

○一般会計は５年ぶりのマイナス

＊学校改築等の完了に伴う投資的経費の減が主なマイナス要因

○４年連続特別な財源対策（財政調整基金の取り崩し等）をせずに

予算を編成2
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２９年度新規・拡充事業の規模と特徴

全２２７事業、約８０億９千万円
◎２８年度：２１０事業、約６５億８千万円（１５億１千万円増）

◎持続発展都市対策関連事業１１７事業、５５億２千万円（全体の約７割）

◎対策推進に向けた公民連携の強化 ⇒専管組織（担当課長）の設置
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①女性にやさしい
まちづくり
５２事業

４１億４千万円

②高齢化への対応
２９事業
８億９千万円

④日本の推進力

３９事業
６億２千万円

③様々な地域
との共生
３事業
６百万円

（国際アート・カルチャー都市関連）

（総事業費１１４億円） （総事業費１４億８千万円）

（総事業費１０億７千円）（総事業費４千万円）



日本一の高密都市である豊島区ならではの店舗数の

多さを活かし、オープントイレ（街中トイレ）の多拠

点化を図ります。

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの

各コンビニ事業者の協力の下、区民や来街者が身近で

安全に利用できるトイレ設置店として、区内約200

店舗のコンビニ店舗をマップ等でご案内します。

２０１７目玉プロジェクト (１) 企業とタッグ！「パブリックトイレ」大改造
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区内１３３カ所の公園トイレ、公衆トイレをH２９～31年度の３年間で全面改修します。

改修にあたっては、民間の活力を最大限引き出し、公民連携のパイロットプロジェクトとして展開していきます。

２０２０年に向け、従来の「公衆便所」のイメージを刷新。国際アート・カルチャー都市にふさわしい「おもてなし品質」の

向上を図るとともに、女性目線でのトイレ整備を通じて「女性にやさしいまちづくり」を広げていきます。

「公衆便所」から「パブリックトイレ」へ！
公園トイレ等改修事業 【新規】 ７,０００万円 ＊事業概要⇒１９ページ

①区内コンビニも協力！
オープントイレプロジェクト

②コカ・コーラとタッグ！
ＰＰＰ方式で公園トイレ建て替え
ワールドワイドオリンピックパートナーであるコカ・コーラ社。

豊島区は、東京2020オリンピック大会におけるホストボトラーである

コカ・コーライーストジャパン（株）と包括連携協定を締結し、以下に取り組みます。

＊H29年度より、区立公園内トイレ建て替えを順次実施

＊2020年に向け飲料提供を通じて様々な社会貢献活動をサポート

＊災害時には、避難場所等へ迅速な飲料提供を実施

トイレを

変える

街を変える



２０１７目玉プロジェクト (１) 企業とタッグ！「パブリックトイレ」大改造

豊島区民センターの改築 【継続】

学校トイレ緊急改善推進事業 【拡充】 １,２００万円 ＊事業概要⇒３５ページ

[関連事業]

③トイレ関連事業者とタッグ！公園トイレの「常識」を変える！

40～50年の長期供用を前提としていた従来の発想を転換！

比較的短期の更新を前提に、公園・公衆トイレの仕様を見直します。

また、設計施工一括方式で民間から提案を求め、建て替え、改修に係る

コストの大幅な削減を図ります。

イニシャルコストの削減効果をランニングコスト

に還元！通常清掃に加え、専門事業者による特別

清掃を実施し、公園・公衆トイレの「清潔品質」

の向上を図ります。

豊島区は、２０１４年5月に『消滅可能性都市』の指摘を受けて以降、「女性

にやさしいまちづくり」を対策の柱として推進しています。そうした中で、女性

たちの声を反映した公共トイレの改善をめざし、２０１９年秋開設予定の（仮

称）新区民センター２階３階に国内最大級の女性パブリックトイレを整備するほ

か、学校トイレの改修（H２８～３０年度の３カ年で全校洋式化、温水洗浄機能

付便座設置等）も順次進めています。また、昨年オープンした南池袋公園では民

間事業者が運営するカフェレストランに公園トイレを併設し、事業者が一体的に

管理する方式を導入。いつも清潔なトイレ環境と維持管理コストの削減を同時に

実現しました。こうした取り組みをさらに広げ、２９年度は、女性たちから「使

いたくない、使わない」と評判の悪い公園トイレの改修にいよいよ着手します。
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▲新区民センターに整備予定の大規模女性トイレ（イメージ）



２０１７目玉プロジェクト (２) ２０１７年度「待機児童ゼロ」への挑戦！
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待機児童対策に過去最大約３２億円の新拡予算

●２５年度 定員３８４名増（小規模５園ほか）

●２６年度 定員４０７名増（認可２園・小規模７園ほか）

●２７年度 定員９２２名増（認可１０園・小規模６園）

●２８年度 定員６９９名増（認可１０園ほか）

平成２９年度整備予定 認可保育所新設１３園 定員約７８０名増

これまでの
取り組み

Ｈ29年度末までに待機児童ゼロを達成することを最重点課

題と位置づけ、新規拡充分として過去最大の３２億円を計上し

ます（H25年度：７億5千万円、Ｈ26年度：１５億円、Ｈ27

年度：19億1千万円、Ｈ28年度：27億6千万円）。

継続分と合わせた総事業費は約８４億円となり、一般会計当初

予算1,167億円の7.２%にあたります。

待機児童対策

緊急プラン

豊島区子ども・

子育て支援事業計画
保育計画



２０１７目玉プロジェクト (２) ２０１７年度「待機児童ゼロ」への挑戦！

待機児童対策関係１２事業 ３１億９千万円 ＊各事業概要⇒２１ページ

認可保育所の整備を加速させ、H29年度は１３園の新設をめざします。

２９年４月に全国初の本庁舎内認可保育所をオープンさせるほか、東京都

と協議し、都の施設である豊島合同庁舎（西池袋1-17-1 豊島都税事務所

ビル）１階等において30～50名定員の保育所開設に向けた準備を進めて

いきます。また、新規に開設する保育所の運営費を支弁します。
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▲保育コンシェルジュが「保活」をきめ細かくサポート！

①私立保育所誘致関係経費（新規開設分）【新規】 １１億８千万円
私立保育所に対する保育委託及び助成事業【拡充】 １５億１千万円

②居宅訪問型保育事業【新規】 ３億円

③認証保育所保育料負担軽減補助事業【拡充】 １千４百万円

④保育コンシェルジュの設置促進【拡充】 ７百万円

⑤民有地マッチング事業【新規】

▲区役所本庁舎2階にオープンするグローバルキッズ東池袋

（イメージ写真）

[主な事業]

施設不足、保育士不足を補完する新たな待機児童対策として、従来重

度障害児に限定されていた対象を待機児童に拡大し、昨年１２月に事業

スタート。実績ある事業者によるベビーシッターサービスを認可保育料

で受けられるとあって、当初の定員１０名は現在満員で、H29年度はこ

れを80名まで拡大します。

入所希望児童が年々増加傾向にある中、ひとりひとりの保育ニーズにきめ細かく

対応し、保育所選びや様々な保育サービスの利用を支援する保育コンシェルジュを

増員します。

認証保育所利用者に対する認可保育料との差額助成において、従来設けていた上限

（４万円）を撤廃するとともに、差額が千円未満になるよう増額します。

保育所整備のための民有地や空き家等の物件を募集し、整備を希望する事業者

とマッチングするコーディネーターを配置します。



２０１７目玉プロジェクト (３) 持続可能な地域福祉システムの仕組みづくり
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混合介護の弾力化に係る実証実験（モデル）事業 【新規】 ６２０万円 ＊事業概要⇒２４ページ

団塊世代が75歳を超える2025年には、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上の超高齢社会が到来します。

その一方、介護離職者は年間10万人にのぼり、2025年には38万人の介護人材不足が見込まれています。

今後さらなる介護需要の増加が予想される中、介護サービスの利用者と事業者の双方が共存していける持続可能な介護保険制度の

あり方が改めて問われています。こうした現状の打開策のひとつとして、現行制度では認められていない、介護給付サービスと保険

外サービスを同時・一体的に提供する「混合介護」の弾力化に向け、全国に先駆けて取り組みます。国・都との協議を進め、H30年

度のモデル事業実施を目途に、29年度は利用者のニーズ等を反映した事業の制度設計に着手します。

また、混合介護の弾力化に対しては、事業者による過剰なサービスの提供や、利用料の不正な請求等が懸念されていますが、豊島

区では19年度より区内約３６０ケ所の在宅系介護事業所や介護施設等に対する実地指導を継続的に実施し、事業運営の適正化、

サービスの質の向上を図ってきています。これまで築いてきたそうした事業者との緊密な関係をベースに、混合介護の弾力化にあ

たっても、「豊島区モデル」となる適切な運用ルールを定めていきます。

○ 介護給付サービスと保険外サービスの同時・一体的提供

同居家族分の食事調理、洗濯などを一緒に実施

・介護家族の負担軽減
・ヘルパーの業務時間短縮
・介護サービスの多様化

利用者アンケート、検討会議設置（学識経験者・事業者・利用者等で構成）
「混合介護」の弾力化に関する普及啓発（ケアマネジャー等への研修、啓発シンポジウムの開催等）

・介護離職の抑止
・介護人材の確保（処遇改善）
・介護事業者の競争力強化

○「混合介護」の弾力化に向けた今後の流れ（想定）

持続可能な介護保険事業の新展開



２０１７目玉プロジェクト (３) 持続可能な地域福祉システムの仕組みづくり

健康ウォークラリー事業 【新規】 ２２０万円 ＊事業概要⇒２６ページ

在宅医療連携推進・在宅医療相談窓口事業 【拡充】 １,５６８万円 ＊事業概要⇒２５ページ

特別養護老人ホーム整備推進調査事業 【新規】 １００万円 ＊事業概要⇒２４ページ

持続可能な「地域福祉システム」の構築に向けた
様々な「豊島区モデル」の取り組み

9

[関連事業]

豊島区は、単身高齢世帯の比率が高く、孤立化しやすい高齢者を

地域の中でどう支え合っていくかが大きな課題となっています。

こうした中で、福祉と文化を融合させた「健康ウォークラリー」

等による多彩な健康プログラムを展開し、区民の健康寿命の延伸を

図る一方、介護が必要になった場合も、できる限り住み慣れた我が

家で暮らしていけるよう、在宅医療との連携により在宅介護の可能

性を広げ、さらに在宅が困難になった場合の施設介護の基盤整備に

おいても、区内での用地確保が困難な現状の中で、公有地の最大限

の活用を図る一方、区外特養の検討、豊島区版CCRC構想など、区

独自の様々な取り組みを進めています。



２０１７目玉プロジェクト (４) アート・カルチャーで世界とつながる
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日中韓3カ国において、文化芸術による発展を目指す都市を毎年各国1都市選定し、現代の芸術文化から伝統文化、また多彩な

生活文化に関連する様々な文化芸術イベントを展開する国家プロジェクトである「東アジア文化都市」の2019年開催都市に立候

補します。2020年オリンピック・パラリンピック開催を見据え、その前年から東京発の文化を豊島区からプロモートし、翌年の

「文化の祭典」へとつなげていきます。舞台芸術やマンガ・アニメ等の国際的なプログラムに加え、庁舎跡地エリアに2019年秋

オープン予定の新ホールや池袋周辺の４つの公園等を活用し、豊島区の特色を活かした多彩な文化を世界に発信していきます。

東アジア文化都市推進事業 【新規】 １,５００万円 ＊事業概要⇒30ページ

２０１９年オリパラ文化プログラムが盛り上がりを見せるなか
東アジア文化都市を東京で初開催することで㇐層の飛躍

世界が認める国際アート・カルチャー都市へ！

豊島区の文化資源である
「舞台芸術・祭り」、「マンガ・アニメ」を中核とした各種事業を展開し、３か国との文化交流を行います。

２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年

金沢
来年度
選定

「２０２０文化の祭典」の幕明けを豊島区から！



２０１７目玉プロジェクト (５) 「マンガ・アニメの聖地」から世界へ発信

区立南長崎花咲公園内にマンガの原点「トキワ荘」を復元し、2020年春に

マンガ・アニメミュージアムとしてオープンします。

「（仮称）マンガの聖地としまミュージアム整備検討会議」（Ｈ28年9月

設置、座長：里中満智子氏）での検討を踏まえて策定する「整備基本計画」に

基づき、Ｈ２９年度は建物及び展示の具体的な設計に着手します。

外観及びマンガ家たちが暮らした2階部分については、可能な限りの完全復

元をめざすとともに、ミュージアムとしての機能については、復元施設内にと

どまらず、地域の中に様々な形で点在させることにより、「南長崎マンガラン

ド」として、回遊性のあるまちづくりを進めていきます。

南長崎マンガランド事業 【拡充】 ４,０５３万円

マンガ・アニメ等を活用した観光事業 【拡充】 ４２５万円 ＊各事業概要⇒２９ページ
11

○マンガの原点「トキワ荘」の復元からひろがるまちづくり

○池袋を世界㇐の「アニメの聖地」に

トキワ荘復元模型
©手塚プロダクション

「背番号０」 ゼロくん 「ラーメン屋台」 イラスト 「いねっ子わらっ子」 マコちゃん

「ジャングル大帝」 レオ＆ライヤ

©寺田ヒロオ ©鈴木伸一 ©森安なおや

国際的なアニメ映画祭「東京アニメアワードフェスティバル」が、

来月いよいよ池袋で初開催されます。秋のサブカルイベントとして既

に定着している「オータムカルチャーフェスティバル」と合わせ、春

秋の2大イベントを通じ、世界中のアニメファンが集合するアニメの

聖地として池袋をアピールしていきます。

また、アニメ・マンガによるまちづくりを進める近隣4区（豊島区、

練馬区、杉並区、中野区）と連携し、イベントやアニメ・ツーリズム

の開催等、情報発信の拡大・強化を図っていきます。

マンガ×アニメ＝クールジャパンのキラーコンテンツ



２０１７目玉プロジェクト (６) 都市空間の劇場化「４つの公園整備構想」
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４つの公園をつなぎ、街全体を「劇場化」



２０１７目玉プロジェクト (６) 都市空間の劇場化「４つの公園整備構想」
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伝統芸能＠南池袋公園事業 【新規】 １,０００万円 ＊事業概要⇒２９ページ

池袋西口公園整備事業 【新規】 ５,０００万円 ＊事業概要⇒３１ページ

公園の整備事業 【継続】 ＊事業概要⇒３１ページ

池袋副都心交通戦略推進事業 【拡充】 ３,６５０万円 ＊事業概要⇒３１ページ

東京芸術劇場に隣接する池袋西口公園では、ジャズフェス、フラフェスタ、ふくろ

まつり・東京よさこい、F/T・フェスティバルトーキョーなど、年間を通じて多彩な

イベントが開催されています。こうした既存のイベントに加え、2019年の東アジア

文化都市、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの文化プログラムの多面的

な展開を見据え、池袋東口の庁舎跡地エリアに対する西口エリアの顔となる文化拠点

に位置づけ、公園全体を屋外劇場として活用できるようリニューアルします。

新庁舎整備と旧庁舎跡地の開発を軸に池袋エリアの回遊性をより高めるとともに、国際アート・カルチャー都市構想が掲げる「まち全体が

舞台の誰もが主役になれる劇場都市」を具現化する場として、池袋駅周辺の4つの公園（池袋西口公園、中池袋公園、南池袋公園、造幣局跡

地の新公園）を劇場空間として整備し、年間を通してそれぞれの特色を活かした多彩なイベントを展開していきます。

2020年に向け、池袋西口公園（2018年）、中池袋公園（2019年）、造幣局跡地の新公園（2020年）を順次整備します。

また、「池袋副都心交通戦略」に基づき、歩行者優先空間の創出に向け、新庁舎と旧庁舎跡地を結ぶ南北区道で自動車通行抑制の

実証実験を実施するとともに、4公園を回遊する歩行者動線( 2019年）を整備します。また、将来のLRT整備構想を見据え、交通弱

者を支援する新たな移動サービスとして、BRT（bus rapid transit）の導入について検討します。

東京芸術劇場と一体化した池袋西口公園

H28.11南池袋公園で開催された
「大田楽いけぶくろ絵巻」

[関連事業]

昨年4月にリニューアルオープンした南池袋公園は、一年中緑の芝生広場や、併設の

カフェレストランなど、池袋の新たな人気スポットとして注目を集めています。

また、昨年11月には、この芝生広場で、中世に大流行した「田楽」を現代に蘇らせ

る「大田楽いけぶくろ絵巻」が繰り広げられました。

芝生広場や、区のシンボルツリーであるソメイヨシノの下に設けられた階段状の「サ

クラテラス」など、特色ある構造を活かし、大田楽や能・狂言など、日本の伝統的な芸

能文化を屋外で楽しめるイベントを展開していきます。



２０１７目玉プロジェクト (７) 公民連携で生み出す「としまの力」
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公民連携推進事業 【新規】 １０９万円

区の新庁舎整備と庁舎跡地活用プロジェクト

は、官民連携による都市再生モデルとして国内外

から多くの注目を集めています。そうしたハード

整備に限らず、様々な政策分野に民との連携を拡

大し、地域課題のより効果的・効率的な解決を図

るため、専管組織として公民連携推進担当課長を

新設します。企業等のCSV（Creating Shared 

Value＝共通価値の創造）経営の動きが広がる

中、比較的大規模な民間事業者をパートナーとし

て想定した「新たな公民連携（NPPP)」モデル

事業の総合調整、横断的な展開を図るとともに、

企業等からの相談・提案窓口を一元化します。

「公民連携」モデル事業の総合的・横断的展開

女性にやさしいまちづくり推進事業 【拡充】 １,７３７万円 ＊事業概要⇒１９ページ

昨年9月、区は区内67の企業・団体と「としまイクボス宣言」を

行いました。この共同宣言を通じて生まれたネットワークを活か

し、子育て世代・働く世代の女性をメインターゲットとして、「わ

たしらしく、暮らせるまち。」をコンセプトに、区内企業・大学等

と包括的なパートナーシップ協定を個別に締結するなど、戦略的か

つ多角的に施策を推進します。区・企業等のそれぞれが持つ場所、

技術・ノウハウ、人材等のリソースを相互に活用し、相乗効果を引

き出す公民連携事業を展開していきます。

○「としまイクボス宣言」ネクストステージ

女性にやさしいまちづくり推進事業
池袋駅東西デッキ整備事業
公園トイレ等改修事業
リユースランドセル事業

旧第十中学校跡地活用事業

（仮称）豊島区新ホール
整備事業

公園トイレ等改修事業

庁舎跡地活用事業

庁舎跡地
エリアマネジメントの推進

国際競争力強化推進事業
混合介護の弾力化に係る
実証実験（モデル）事業

豊島区版
公民連携
モデル事業
の新展開

包括協定・
事業連携

PFI

ネーミング
ライツ・
広告事業

公有財産
の貸付

エリア
マネジメント

特区制度
等の活用



２０１７目玉プロジェクト (７) 公民連携で生み出す「としまの力」
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庁舎跡地エリアマネジメントの推進 【新規】 ７００万円

（仮称）豊島区新ホール整備事業 【拡充】 ５,２００万円 ＊各事業概要⇒２９ページ

池袋駅周辺地域は、H27年7月特定都市再生緊急整備地域、同年8月

国家戦略特区区域、28年11月アジア・ヘッドクォーター特区区域に指

定されました。国際競争力の強化に向け、池袋及び沿線エリアも含めた

多様な企業等の参画を得、池袋の強みを活かした地域戦略の検討を産学

官連携で進めています。今年度中に策定予定の「池袋ブランディング・

シティ戦略」に基づき、29年度は具体の施策展開を図っていきます。

世界でも例を見ない8つの劇場を有する文化・にぎわい拠点として、2020年春の

グランドオープンをめざし開発が進む庁舎跡地エリア。そのエリアの愛称を広く公募

し、3月末には決定する予定です（審査委員長：隈研吾氏）。

エリアネーミングの決定を受け、H29 年度以降は、開発事業者ほか、

エリア周辺関係者も巻き込み、戦略的・段階的なエリアブランディングを

展開していきます。

また、2019年秋に先行オープンする（仮称）豊島区新ホールは、

宝塚歌劇のこけら落し公演が決定するなど、集客性の高い興行誘致に

注目が集まっており、そうした新ホールのポテンシャルを最大限に

引き出すため、新ホールの名称についてはネーミング・ライツを設定し、

協賛企業を広く募集します。

国際競争力強化推進事業【拡充】 １,１００万円 ＊事業概要⇒１９ページ

○２０２０春グランドオープンに向けたエリアブランディングの展開

○官民連携による「池袋ブランディング・シティ戦略」の推進

宝塚歌劇（イメージ）

1,300席規模の新ホール

世界から企業や居住者、来街者
を誘引する国際競争力を強化インバウンド

強化
アーティスト
スタートアップ

異分野連携
イノベーション

女性活躍
ダイバーシティ



２０１７目玉プロジェクト (７) 公民連携で生み出す「としまの力」

池袋駅東西デッキ整備事業 【継続】 ＊事業概要⇒３１ページ

西武鉄道池袋ビル（H31年春竣工予定）の建設に合わ

せ、H27年3月に策定した「池袋東西連絡通路（東西デッ

キ）整備基本構想」に位置づける南デッキの一部として、

特別区道12-680（びっくりガード）上空デッキを整備

します。区は、周辺地域の防災性の強化および回遊性の

向上を図る公共的な観点から、事業主体である西武

鉄道株式会社に対し、事業費の一部を補助します。

H31年末の完成を予定しており、これにより

びっくりガードのバリアフリー化が図られる

とともに、災害時には、ビル敷地内デッキ

と合わせ2,000㎡となる広場が退避経路、

一時待機場所として活用されます。

＊南デッキ本体については、H29年度に

策定する「池袋駅周辺地域基盤整備方針」

において、計画を取りまとめる予定です。
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○西武鉄道と連携、南デッキの㇐部を先行整備 【整備概要】

・設置場所：豊島区南池袋1丁目

特別区道12-680上空

・事業主体：西武鉄道株式会社

・施設規模：616㎡（W22m×L28m）

・整備事業費概算：18億円

＊補助率：国・区・西武鉄道各1/3

づつを基本とする

・整備スケジュール

H29年3月 実施設計完了

H29年12月 着工

H31年 秋 完成

西武鉄道池袋ビル内のデッキ（約1,350㎡）

【完成イメージ図】

【位置図】



２０１７目玉プロジェクト (７) 公民連携で生み出す「としまの力」

旧第十中学校跡地活用事業 【新規】 ２,０００万円 ＊事業概要⇒３３ページ

現在、旧第十中学校校舎は文化財等の保管庫として

暫定活用していますが、老朽化が進行し、耐震性もない

ことから、サッカーやラグビーなど多目的な競技に対応

する野外スポーツ施設として整備する計画です。

一方、大量の文化財を保管する代替スペースを区内で

確保することは困難なことから、区はH22年に、文化

財の保管倉庫用地として飯能市に約2,500㎡の土地を

取得しています。

野外スポーツ施設の整備に向け、PFI手法により、文

化財等保管倉庫の整備及び整備後の両施設の管理運営も

含め、同時一括して一事業者と契約し、民間のノウハウ

を活かすとともに、コスト削減を図ります。

H29年度に事業スキーム等を検討した上で、30年度

に事業者を公募予定です。

リユースランドセル事業 【拡充】 １０万円
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○野外スポーツ施設と区外文化財等保管倉庫をPFIで同時整備

○「ランドセルは海を越えて」キャンペーンの実施

旧第十中学校
（千早4-8-9）

飯能市区有地
（大字飯能字愛宕1000-8）

PFI手法により
両施設の整備と
管理運営を
一事業者と
一括契約

野外スポーツ施設（イメージ）

文化財等保管倉庫（イメージ）

教育委員会は、区立小・中学校の保護者に使用済みのランドセルの寄付を募り、

「公益財団法人国際協力ＮＧＯジョイセフ」、「株式会社クラレ」と連携し、世界で

もっとも物資が不足している国のひとつであるアフガニスタンの子供たちにプレゼン

トする「ランドセルは海を越えて」キャンペーンを実施します。

また、贈られたランドセルがアフガニスタンで、どのように使われているか等の経

過や状況について、ジョイセフ職員による授業を実施し、ランドセルという身近なも

のを通じて、ボランティアとリサイクルの気持ちを子供たちに持ってもらい、国際理

解・貢献の輪を広げていきます。



１．持続発展都市に向けた対策の４つの柱 (１)女性にやさしいまちづくり
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個性的な地域が混在する豊島区に暮らす、さまざまな人が、お互いの“ら
しさ”を認め合い、誰もが自分らしさを大切にしながら暮らすことのできる
ようにという想いをこめ、女性にやさしいまちづくりのキャッチコピーを
「わたしらしく、暮らせるまち。」としました。

働く世代や子育て世代の女性を中心としたメンバーによる「FFミーティング（※）」を設置するなど、広く、
きめ細やかに女性の目線を取り入れた仕組みづくりを推進します。また、「わたしらしく、暮らせるまち。」
をコンセプトとした包括パートナーシップ協定を区内企業・大学などと個別に締結するなど、連携・協働をさ
らに深め、戦略的かつ多角的に施策を推進していきます。

女性にやさしいまちづくり推進事業 【拡充】 １,７３７万円

児童相談所整備関係４事業 【新規】
９,０２２万円 ＊事業概要⇒２２ページ

児童相談所の33年度開設へ

豊島区での子どもの虐待などの相談・通告受理件数は、27年度642件と前年度比38％増と
なっており、地域における専門的できめ細やかな対応が求められています。本区では、長崎健康
相談所の改築工事に合わせ、33年度に児童相談所の開設をめざしています。

(『豊島区の社会福祉』より）

いろいろなライフスタイルを楽しむための情報発信サイト オープン！

昨年11月、区内で活躍する人々にスポットをあてながら、ひとりひとりが自分
らしい暮らしを創り、いろいろなライフスタイルを楽しむための情報を発信する
サイト、「としまscope」を開設しました。
区内で暮らし、活躍する人々や企業へのインタビュー、まちづくりのプロジェ

クトやプロセスを公開するほか、サイトと連動するFacebookを活用したイベン
ト紹介や双方向コミュニケーションなどを発信していきます。

シンボルマークは、「さまざまな人が集
まることで、まち全体も個人も輝く」こと
を、複数の形（いえ）からなる輝く石
（ダイヤモンド）で表わしています。

現在、都電貸切広告を活用し、
女性にやさしいまちづくりをＰＲ中

年度

443 403 415 464
642

300

800

23 24 25 26 27

豊島区要保護児童等相談

相談・通告受理件数
件数

※FFミーティングのFFとは、「Female Friendly（女性にやさしい）」の略です。



①わたしらしく、暮らせるまち。
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７事業

1億1,613万円

女性にやさしいまちづくり推進事業 拡充 17,369

「わたしらしく、暮らせるまち。」をテーマに、民間や関係機関などとの包括的なパートナーシッ
プモデルを検討するなど、連携・協働をさらに深め、働く世代、子育て世代に向けた事業を多角的
かつ総合的に展開していきます。さらに、情報発信を強化し、女性にやさしいまちとしての区のブ
ランディングを図ります。

女性にやさしいま
ちづくり担当課長

男女共同参画啓発事業 拡充 500
29年4月、勤労福祉会館がとしま産業振興プラザ「IKE・Biz」として生まれ変わります。これに伴
い、男女平等推進センターも3階にリニューアルオープンするのを記念して、「女性活躍」の歴
史、現在の課題、今後の展望等についての講演会及び関連講座を開催します。

ワーク・ライフ・バランス推進事業 拡充 505

区では、ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を認定する制度を設けており、現在37企業が認
定されています。この認定制度をさらに効果的な制度とするため、東京都社会保険労務士会豊島支
部と連携し、専門家の視点を取り入れていきます。さらに、社会保険労務士による個別相談会を実
施することで、職場環境の改善を推進し、企業のワーク・ライフ・バランスへの取り組みを支援し
ます。

国際競争力強化推進事業 拡充 11,000

池袋駅周辺地域は、27年に国家戦略特区、28年にアジア・ヘッドクウォーター特区区域の指定を受
け、国際競争力の強化が求められています。池袋の特色を生かし外国企業や観光客を誘致する「池
袋ブランディング・シティ戦略」(28年度策定)を展開します。戦略の方向性を①来街者誘客の強化
②アーティスト・スタートアップ③異分野連携イノベーション④女性にやさしいダイバーシティと
定め、効果的な施策を官民連携により展開していきます。

再開発担当課長

としまスタートアップオフィス 新規 5,446
としま産業振興プラザ内の地域活動交流センターの一角に、区内で起業する方を支援するための
シェアデスク「としまスタートアップオフィス」を設置します。また、同オフィス利用者(書類審
査・面接等により決定、定員10名)と、としまビジネスサポートセンター利用者、サクラーヌbiz応
援プロジェクト参加者などとの合同交流会を開催し、ネットワークの拡大を支援します。

生活産業課

リノベーションまちづくり事業 拡充 11,314
「豊島区リノベーションまちづくり構想」に基づき、区内で増加する空き家等を活用して都市や地
域の課題を解決し、住み続けたいまちの実現を目指します。29年度には、遊休不動産オーナー等育
成支援講座(年6回)を継続開催し、リノベーションまちづくりの手法による遊休不動産の活用を進
めます。また、遊休不動産オーナーと事業の担い手とのマッチングシステムの構築を検討します。

マンション
担当課長

公園トイレ等改修事業 新規 70,000
現在、区内に133か所ある公園トイレと公衆トイレを3年間で改善・建て替えなどを行います。従来
の発注方法や清掃方法を見直しコストの大幅な削減を図ります。さらにコンビニなどのトイレが利
用できるよう協定を結び、清潔で誰もが使いやすいトイレ環境を整えていきます。

公園緑地課

男女平等推進
センター

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課



②出産前からの切れ目ない子育て支援１０事業

1億8,539万円
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豊島区特定不妊治療費助成事業 新規 10,000
不妊に悩む夫婦が安心して治療を受け、豊島区で子どもを産み育てることができるよう支援するた
め、特定不妊治療費助成事業を実施します。29年4月1日以降に治療が終了し「東京都特定不妊治療
費助成事業」で承認を受け、決定された助成額を差し引いた実費額のうち、治療1回につき治療ス
テージにより5万円もしくは2万5千円を上限として助成します。

Ｂ型肝炎ワクチンの定期予防接種化
【予防接種（定期）事業】

拡充 52,744
本区は他区に先駆けて、27年度から任意接種であったＢ型肝炎ワクチンの全額助成を行ってきまし
た。28年10月の予防接種法の改正により、同ワクチンが定期予防接種となったことを受け、より一
層の接種率向上に努めます。

子どもスキップ運営事業
（関連３事業）

拡充 92,454

子どもスキップは、放課後の小学校施設を活用して全児童を対象とする育成事業と学童クラブを総
合的に展開する事業です。利用者数の増加や全学童クラブ開設時間延長に伴い、非常勤・臨時職員
を増員します。また、子どもスキップの所長不在時など、施設の代表として保護者や当該施設の学
校関係者と対応できるよう、子どもスキップ全22施設に学童指導専門員を計画的に1名配置してい
きます（29年度は3名配置）。

学童クラブ入退室管理システムの導入 新規 18,000 全22の学童クラブに入退室管理システムの導入を進めます。保護者へ入退室時の通知や緊急時の一
斉メール送信などにより、児童の安全と保護者の安心を確保します。

学校・通学路の安全事業 拡充 1,644 通学時における安全対策の強化のため、池袋第三小、千早小への交通安全指導員を増員します。 学務課

中高生センター日曜開館事業
（中高生センター管理運営経費）

拡充 3,890 中高生センタージャンプ東池袋について、平成29年７月より日曜開館を実施します。平日利用でき
ない中高生の利用を拡大し、中高生の居場所機能を拡充します。

プレーパーク事業 拡充 1,660
自分の責任で自由に遊べる冒険遊び場・プレーパーク。このプレーパークの出張回数を増やしま
す。これまでの年４回程度から８回程度に増やします。また更なる屋外遊びの場の充実に努めま
す。

児童発達支援事業 拡充 992 言語聴覚士、作業療法士による発達専門相談（出張相談を含む）を拡充実施し、気軽に相談できる
体制を整備します。

子育て支援課

障害者移動支援及び日常生活用具等給付 拡充 1,308
屋外での移動が困難な障害者（児）に対する介助等のサービスについて、保護者が疾病・就労等に
より介助ができない場合、対象年齢を小学４年生から小学１年生以上に拡充します。さらに、通学
支援について、学校休業日の学童クラブなどへの通所も適用します。

障害福祉課

子育て支援公園施設整備等モデル事業 新規 2,700
若い女性たちを中心としたＦ1会議で提言を受けた長崎公園について、地域の方を交えて2年間ワー
クショップを行い検討してきました。そこで提案された改修計画の中で、29年度については芝生広
場の拡張整備を行います。

公園緑地課

健康推進課

子ども課

子ども課

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課



③待機児童対策
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１２事業

31億9,341万円

私立保育所に対する保育委託及び助成事
業

拡充 1,507,087 新規に開設する認可保育所運営事業者に対し、運営費に係る経費を助成します。
（29年4月には14施設〔うち公設民営園からの移行1施設〕を開設予定。予定定員は676人）

保育課

私立保育所誘致関係経費（新規開設分） 新規 1,177,231 私立認可保育所の新規開設に向けた施設整備経費の補助を行います。
（29年度は13施設を予定）

民有地マッチング事業 新規 0
民有地や空き家等を活用した保育所等の整備を進めます。土地等所有者から整備物件を募集し、当
該物件での保育所等整備を希望する法人の公募・選考等を行うためのコーディネーターを1名配置
します。

保育施設巡回指導事業 新規 0 認可保育所及び小規模保育事業等の新設事業所に対し、事業運営が軌道に乗るまでの間、相談や助
言、実地支援等の支援を行うため巡回指導員を2名配置します。

居宅訪問型保育事業 新規 300,668 認可保育施設を希望しながら、入所できなかった待機児童に対し、時限的対策として、居宅訪問型
保育事業（ベビーシッター）のサービスを提供します。（80人規模を想定）

認証保育所保育料負担軽減補助事業 拡充 13,500
認証保育所利用者に対し、認可保育所を利用した際の保育料との差額の補助を充実させます。具体
的には、補助上限額（これまで最大4万円）を設けず、さらに差額補助を1万円単位から千円単位に
細かく改め保護者の負担を減らします。（29年度から3年間の時限措置）。

保育課

緊急的な一時預かり（定期利用）保育事
業

新規 23,100 認可保育所に入所が決まるまでの間、緊急的な一時預かり保育事業を活用し、継続的に預かり保育
を行います。その際の利用者の経済的負担を緩和するための補助等を行います。

保育政策担当課長

保育従事職員宿舎借上支援事業 拡充 55,894 保育従事職員用の宿舎の借り上げを行う保育施設運営事業者に対して、その経費の一部の補助を行
います。保育人材の確保により、保育サービスの継続や充実につなげます。

キャリアアップ補助・保育サービス推進
事業

拡充 86,487 保育事業者が行う保育士等の処遇改善に取り組む費用や保育サービスの向上を図る取り組みに要す
る費用の一部を補助することで、人材確保やサービスの質の充実につなげます。

保育コンシェルジュの設置促進
（保育所入所事務経費）

拡充 6,853 保育施設の入所相談などに特化した保育コンシェルジュを2名増進し4名体制で取り組みます。相談
窓口で、必要に応じた関係機関への案内・斡旋を円滑に行います。

賃貸型保育施設（認可・地域型）の賃料
補助の充実

拡充 21,594 賃貸物件を活用して開設している保育所に対する賃借料補助を充実させます。29年度には新たに13
施設の賃貸型保育施設開設を予定しています。

子育て支援員研修事業 新規 1,000 小規模保育事業などで保育士業務を補助する子育て支援員の養成研修を実施します。支援員を養成
することで、保育の担い手を確保し、保育環境の安定を図ります。(年2回、計50人程度認定予定)

保育政策担当課長

保育課

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課

保育政策担当課長



④子どもの虐待・貧困対策１０事業

1億2,334万円
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子ども家庭女性相談事業
（ひとり親・女性相談員の増員）

拡充 3,690
ひとり親・女性相談員を増員し、ひとり親家庭や女性に関する相談をより丁寧に受け、きめ細やか
な支援を行います。また、精神的・経済的な自立を援助することにより、子どもへの貧困の連鎖を
断ち切ることをめざします。

ひとり親家庭自立支援給付事業
（ひとり親家庭支援事業）

拡充 8,318

ひとり親家庭の親が、学び直しを通して、より安定した職に就くことができるよう資格取得・講座
受講などの経費を負担します。
①高等職業訓練促進給付金（上限3年）
②教育訓練給付金（受講費用の60％、限度額20万円）
③高等学校卒業程度認定試験合格支援（受講費用の30％、限度額10万円）など。

ひとり親家庭等の子どもに対する学習支
援事業（ひとり親家庭支援事業）

新規 12,108
ひとり親世帯等の子どもに、生活面での支援を含む学習支援を行い、学力、社会性、自己肯定感を
育みます。28年度のモデル実施に引き続き、教室型（定員30人）については中学3年生を対象に実
施、訪問型（定員10人）については18歳未満の就学者を対象に指導員を派遣します。

母子一体型ショートケア事業
（ひとり親家庭支援事業）

新規 2,170
母子生活支援施設の空き室を活用して母子一体型のショートケアを実施します。一時的な見守りが
必要な母子等に対し、子育てや日常生活に関する相談や育児指導、家事指導等の生活援助を行いま
す。

長崎健康相談所改築工事
（児童相談所整備）

新規 56,480 乳幼児健診などの母子保健、栄養相談、健康づくり事業等区民の健康増進のための施設である長崎
健康相談所の改築工事を行います。改築工事にあわせ、児童相談所等を整備し複合施設とします。

施設計画課
長崎健康相談所
子育て支援課

児童虐待対応力強化事業
（児童相談所設置準備事業）

新規 10,083

社会的養護基盤構築事業
（児童相談所設置準備事業）

新規 815

児童相談所設置準備に係る子育て相談シ
ステムの再構築

新規 22,845

子どもの未来応援事業 拡充 2,153 修学旅行や移動教室などの経費に対する就学援助費を拡充させます。経済的な理由によって、子供
たちが参加できないことがないよう必要な援助を行い義務教育の円滑な実施を図ります。

学務課

奨学基金援護事業 拡充 4,682

本区では奨学基金を活用し、非課税の児童扶養手当受給世帯（ひとり親世帯など）及び生活保護受
給世帯で高校生を扶養している方に、給付型の奨学金を年1回支給しています。そのうち、児童扶
養手当受給世帯の高校入学時を5万円から6万円に増額、さらに進級時にも新たに2万円を支給しま
す。返済の必要がない給付型の奨学金を支給することで生活の安定を支援します。なお、給付型の
奨学金を支給しているのは23区では豊島区のみです。

生活福祉課

子育て支援課

子育て支援課

虐待の新規相談・通告件数は増加傾向にあり、地域における専門的できめ細やかな対応が求められ
ています。昨年の児童福祉法改正で、特別区に児童相談所が設置できるようになったことを受け、
本区では、33年度に長崎健康相談所との複合施設として児童相談所の開設を予定しています。都よ
り移管のうえ区に設置することで、児童虐待に対する一時保護や保護者への指導を状況に応じて迅
速に行えるようになります。そのための体制作りとして、29年度に虐待対策コーディネーター、虐
待対応協力員、非常勤弁護士を配置し、虐待対応力を強化します。さらに、里親制度、ショートス
テイ、フレンド家庭など養育環境の整備を推進します。あわせて、児童相談所の相談管理を見据え
たシステムを導入し、支援体制の強化を進めていきます。

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課



１．持続発展都市に向けた対策の４つの柱 (２)高齢化への対応

高齢化の進展により、もはや行政サービスだけで高齢者の方

の生活を支えていくことは困難であり、地域住民、事業者そし

て高齢者本人を含めたすべての関係者が協力・連携し、高齢者

の在宅生活を支援していくことが重要になります。

区では、高齢になっても、できる限り住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを続けることができるよう、何らかの支援が必要

になったときに、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービ

スなどが、24 時間365 日体制で一体的に提供されるような支

援体制「地域包括ケアシステム」の整備を進めています。

新たな支えあい・共生社会づくりの基盤を強化

23

地域包括ケアシステムのイメージ

23区初！
リハビリテーション専門職が同行

リハビリテーション専門職のアドバイスを利用者自身の生活に反映

させることで、介護予防の強化を図ります。総合事業対象者の初回ア

セスメント（利用者が抱える問題点と解決すべき課題の把握）時と3か

月後の評価時の2回、高齢者総合相談センター職員（ケアマネジメント

実施者）にリハビリテーション専門職が同行し、利用者の心身状況の

確認、機能向上への取り組み及び活動・参加

に向けたサービス利用などの助言を行います。

リハビリテーション専門職が初回アセスメン

ト時に同行し助言を行うのは23区では初めて

となります。

初回アセスメント強化事業 【新規】
１０１万円 ⇒事業概要２５ページ

認知症初期集中支援チームが支援
医療・福祉の専門職による「認知症初期集中支援チーム」が、認知症
が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、必要な医療・介護
の導入・調整や家族に対する助言など初期の支援を集中的に行います。

認知症初期集中支援推進事業 【新規】
４３９万円 ⇒事業概要２５ページ



①介護サービス基盤の整備
６事業

5,584万円
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旧区立特養老人ホーム経営支援補助金 拡充 14,312 旧区立特別養護老人ホーム（4か所）を運営する社会福祉法人（2法人）の安定的な運営を支援する
ため、運営費の一部を補助します。（補助対象経費：土地賃料の一部、大規模修繕等の一部）

ケアハウス「菊かおる園」運営助成 拡充 2,936 ケアハウスは、自炊できない程度の健康状態にあり、独立して生活するには不安が 認められる60
歳以上のかたが利用できる施設です。安定的な運営のため運営費の助成を拡充します。

特別養護老人ホーム整備推進調査事業 新規 1,000
現在、区内の特別養護老人ホームは10施設、定員数は752人です。新たな特別養護老人ホームの整
備を推進するためには、まとまった土地が必要であり、区有地を中心に整備候補地の調査及び整備
シミュレーションを行います。

福祉総務課

特別養護老人ホーム大規模改修
（アトリエ村）

新規 30,750 平成6年開設の特別養護老人ホーム「アトリエ村」の大規模改修の初年度。
工事期間：平成29～30年度。

高齢者福祉課

混合介護の弾力化に係る実証実験
（モデル）事業

新規 6,200

介護保険サービスと保険外サービスの同時・一体的な提供など混合介護の弾力化について、国家戦
略特区制度を活用し、30年度のモデル事業実施に向け取り組みます。介護事業者が創意工夫できる
範囲を広げることで、利用者の利便性やサービスの質の向上と介護職員の処遇改善等に資する仕組
みを検証し、持続可能な介護保険制度の豊島区モデルを示します。

認知症介護実践者等養成事業
【介護会計】

新規 645
区内の地域密着型サービス事業所に対し認知症実践研修を実施します。認知症介護技術の向上を図
り、認知症介護の専門職員を養成することで、質の高い認知症支援を普及させます。（29年度は1
回）

　【参考】既存関連事業(継続)

特別養護老人ホーム大規模改修
（菊かおる園）

継続 300,000 平成11年開設の特別養護老人ホーム「菊かおる園」の大規模改修の2年目。
工事期間：平成28～29年度。

高齢者福祉課

高齢者福祉課

介護保険課

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課



②地域包括ケアシステムの構築
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１０事業

3,707万円

訪問型サービス事業【介護会計】 拡充 999
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスＢ（住民主体による支援）を4月より開始しま
す。サービス従事者育成研修を受講した地域住民などが、要支援1・2の方などを対象に生活支援を
行うものです。29年度はシルバー人材センターで同事業を展開します。

総合事業基準緩和サービス従事者育成研
修

新規 2,401

さらに、30年度には訪問型サービスＡ（指定事業者などによる緩和した基準によるサービス）も実
施予定で、これに従事できる高齢者を含む区民を育成するための研修を実施します。高齢者の介護
予防が求められている中、高齢者が社会参加・社会的役割を持つことで生きがいや介護予防につな
げます。

認知症ケア向上推進事業
【介護会計】

拡充 588
認知症の方や家族、地域住民や専門職が参加する「認知症カフェ」を定期開催できるよう運営費を
補助します。さらに、一定の要件を満たす認知症カフェを登録して、登録ステッカーを配布、認知
症カフェマップへ掲載するなど区民周知に努めます。

高齢者アウトリーチ事業 拡充 12,000
高齢者総合相談センター（区内8か所）に併設している見守り支援事業について、新たに非常勤相
談員を1名増員し、相談員2名体制に強化します。アウトリーチ（訪問支援）活動を積極的に行い、
高齢者の孤立防止及び支援の必要な方の掘り起しや認知症の早期発見にもつなげていきます。

認知症初期集中支援推進事業
【介護会計】

新規 4,385
医療・福祉の専門職による「認知症初期集中支援チーム」が認知症と疑われる人や認知症の人及び
家族を訪問し、必要な医療や介護の導入・調整や、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に
行います。チームは高齢者総合相談センターとも連携し、自立生活をサポートします。

初回アセスメント強化事業【介護会計】 新規 1,012
要支援１・２の認定者、事業対象者に該当する区民及び高齢者総合相談センター職員に対し、初回
アセスメント（利用者が抱える問題点と解決すべき課題の把握）時と3か月後の評価時の2回、リハ
ビリテーション専門職が同行し、利用者の心身機能向上や活動・参加に向けたサービス利用につい
て助言を行うことで、ケアマネジメントを支援し利用者の自立を促進します。

在宅医療相談窓口体制の強化事業
【在宅医療連携推進会議・在宅医療相談
窓口事業】

拡充 5,892

在宅医療地域資源情報の更新事業
【在宅医療連携推進会議・在宅医療相談
窓口事業】

拡充 4,990

後方支援病床の確保事業
【在宅医療連携推進会議・在宅医療相談
窓口事業】

拡充 4,298

在宅医療連携推進のための研修・普及啓
発事業
【在宅医療連携推進会議・在宅医療相談
窓口事業】

拡充 500

区では、区民が安心して在宅医療を受けることができる仕組みづくりと医療連携体制の構築を目的
に、多職種による在宅医療連携推進会議（年3回）と5つの専門部会を設置し、取り組みを進めてい
ます。29年度は次の取り組みを充実させます。
①「在宅医療相談窓口」について、在宅医療に関する相談件数の増加等に対応できるよう体制を強
化するため、相談員を増員します。
②在宅医療に関わる地域資源（訪問可能な医療機関・薬局など）の把握により「医療機関検索サイ
ト」を構築し、定期的に情報を更新します。あわせて、「在宅医療地域資源マップ」を作成して、
区民や医療・介護機関に必要な情報提供を行います。
③在宅療養患者が急変した時に入院できる病床を区内病院に1床確保します。急変時にも対応でき
る体制を確保し、安心して在宅医療を続けられる仕組みを作ります。
④医療関係者と介護従事者間の意思疎通の円滑化及び勤務環境の異なる専門職種間の共通理解を図
るため、部会を中心に検討し各種研修を実施します。

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課

地域保健課

高齢者福祉課



③健康⾧寿まちづくりの推進５事業

1,586万円
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介護予防センター運営事業【介護会計】 拡充 6,828
気軽に立ち寄り介護予防に触れることのできる拠点として「高田介護予防センター」を4月に開設

します。地域の方が気軽に立ち寄れ、身体機能を簡単に測定できるセルフチェック機能の場を設
け、専門講師による各種講座も実施します。

一般介護予防事業評価事業【介護会計】 新規 2,700
65歳以上の要介護認定を受けていない区民の方に「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施し
ます。全国で実施される調査で、要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握する
ことで、地域の抱える課題を特定化します。

健康ウォークラリー事業 新規 2,200
昨年10月、区内の重要文化財を巡る健康ウォークラリーには約1000人の区民が参加しました。アン
ケートでは、雨天開催にも関わらず、「満足」「やや満足」の回答が約90％と非常に高い満足度で
した。区民が区内を楽しんで散策しながら健康維持ができる健康ウォークラリーを新たなコースで
開催します。

地域保健課

敬老入浴事業 拡充 1,127 敬老入浴事業では、65歳以上の高齢者が区内公衆浴場に1回100円で入浴できる「おたっしゃカー
ド」を発行しています。29年度から、年間の利用上限回数を26回から30回に引き上げます。

高齢者福祉課

新たなデマンド交通運行事業 新規 3,000
デマンド交通とは、路線を定めず利用者の要望によりエリア内の拠点を運行する公共交通で、高齢
者など交通弱者に対する新たな移動手段として期待されています。29年度は実施に向けた可能性に
ついて各種調査を実施するとともに、公共交通関係者などと検討を行います。

交通・基盤
担当課長

高齢者福祉課

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課



１．持続発展都市に向けた対策の４つの柱 (３)様々な地域との共生

豊島区では、昨年の7月以降、姉妹都市である秩父市と連携
して、地方居住のあり方や生涯活躍のまちとして住みたくなる
まちづくりについて区民参加による「地方居住を考えるワーク
ショップ」を開催しました。秩父市への現地ツアーも行い、12
月の成果発表会では参加者から豊島区長、秩父市長に政策提案
書が提出されました。29年度は、この提案を踏まえ「秩父市生
涯活躍のまちづくり構想」を支援、秩父市での「お試し居住」
など、移住交流推進事業を実施します。

秩父市に「お試し居住」 生涯活躍のまちづくり構想を推進

豊島区版ＣＣＲＣ構想 【拡充】 １００万円
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3事業

550万円

秩父市現地ツアー（昨年7月）

豊島区版ＣＣＲＣ構想
(生涯活躍のまちづくり構想)

拡充 1,000
姉妹都市である埼玉県秩父市と連携し生涯活躍のまちづくりのあり方を検討しています。28年度は
42名の区民とともに「地方居住を考えるワークショップ」を4回にわたり開催し、秩父市視察や政
策提案書を取りまとめました。29年度はこの政策提案を踏まえつつ、お試し居住の実施など、元気
なうちから移住や二地域居住を考える区民やその家族の希望に対応していきます。

地方との共生推進事業 新規 1,000 豊島区は姉妹都市・友好都市など全国50の自治体と交流しています。これらの市町村と共生に関す
る事業について検討していきます。

観光イベント支援事業 拡充 3,500
豊島区最大級のお祭り「ふくろ祭り」、東京最大級のフライベント「東京フラフェスタｉｎ池袋」
など区内イベントには多くの交流都市が参加します。自慢の物産品とともにそれぞれの都市の魅力
発信を通して、区民が多くの地域の方と交流できる機会を作ります。

文化観光課

企画課

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

事業名
新規
・
拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課



国際アート・
カルチャー
都市

文化
戦略

空間
戦略

国際
戦略

１．持続発展都市に向けた対策の４つの柱 (４)日本の推進力「国際アート・カルチャー都市」
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3つの戦略で実現へ！国際アート・カルチャー都市

サブカルチャーからハイカ
ルチャーまで、伝統的な文化
から最先端の文化まで、ジャ
ンルを超えた多様な文化・芸
術が共存するまちづくりを進
めていきます。

増加を続ける訪日外国人旅行
者の受入環境を整備し、国際
アート・カルチャー都市としま

の魅力を世界に発信します。

車優先の都市空間を脱却し、人
間優先の回遊空間を構築していき
ます。公民連携で人と人の出会い
を生む劇場空間を創出します。

池袋ハロウィン
コスプレフェス
ティバル2016

池袋乙女マップ豊島区
お散歩シリーズ乙女編
(外国語版)

外国人観光
客向けHP
「Puls 1Day in 
IKEBUKURO」

リノベーションまちづくり
「シーナと一平」

「フェスティバルFUKUSHIMA!@池袋西口
公園」Photo Ryosuke Kikuchi (Ｆ/Ｔ16)

ドーレ・ホイヤーに捧ぐ『アフェクテ』
Photo Kazuyuki Matsumoto (Ｆ/Ｔ16)

「伝統芸能＠南池袋公園事業」イメージ

庁舎跡跡地の整備イメージ

「TOSHIMA Free
Wi-Fi」

グリーン大通りオープンカフェ

【文化戦略】

【国際戦略】

【空間戦略】



①文化戦略
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１７事業

1億8,498万円

庁舎跡地エリアマネジメントの推進 新規 7,000

旧庁舎跡地周辺エリアは、2020年までに官民連携のもと「8つの劇場」や高規格・大規模オフィス等がオープンし、

圧倒的なにぎわい拠点として生まれ変わります。29年度は、「8つの劇場」と中池袋公園との有機的な連携と運営

ルールの策定、エリア周辺関係者との具体的な連携方策の検討を進めるとともに、公募にて決定するエリアネーム

の発信や、新たなまちへの期待感を高めるイベントの開催など、戦略的にタウンプロデュース活動を行い、ブラン

ド構築を確固たるものにしていきます。

都市計画課

(仮称)豊島区新ホール整備事業 拡充 52,000
国際アート・カルチャー都市のシンボルであり、文化活動の発信拠点となる新ホール開設の準備を進めます。29年

度は、開館後の円滑な運営を図るため、としま未来文化財団に基幹要員を追加配置します。また、施工モニタリン

グ及び条例制定、指定管理に向けたコンサルタント経費を引き続き計上します。

新ホール整備担当課長

南長崎マンガランド事業 拡充 40,532
かつて豊島区南長崎に存在し、手塚治虫をはじめ昭和を代表するマンガ家たちが青春時代を過ごした伝説的なア

パート・トキワ荘を復元し、(仮称)マンガの聖地としまミュージアムとして整備します。29年度は、建物及び展示

の基本設計・実施設計を行います。

マンガ・アニメ等を活用した観光事業 拡充 4,246 マンガ・アニメによりまちづくりを行っている近隣4区(豊島区、練馬区、杉並区、中野区)の参加によるイベントを

実施するなど、情報発信機能を強化します。

伝統芸能＠南池袋公園事業 新規 10,000 南池袋公園にて、薪能・狂言など日本古来からの伝統芸能を上演し、身近に伝統芸能に親しむ機会を提供するとと

もに、多様性のある文化都市の魅力を世界に向け発信します。

としま区民芸術祭　第30回としま能の会

(としま未来文化財団事業助成経費)
拡充 1,000

「としま能の会」は、区民が気軽に能楽を鑑賞できる場として親しまれています。29年度は、第30回の節目となる

ため、野村萬氏、野村万蔵氏、観世喜正氏を始めとする一流の演者を迎えるとともに、事前講座の拡充や外国語表

示にも対応した解説タブレットを導入します。また、少年漫画の第一人者、藤田和日郎氏とのコラボレーションも

実施し、若者や訪日外国人も対象に、伝統文化に触れる機会を創出します。

新池袋モンパスナス西口まちかど回遊美術館 拡充 1,000
かつて若い芸術家が切磋琢磨した「池袋モンパスナス」の精神を受け継ぎ、「街のどこもが美術館」をコンセプト

としたアートイベント「新池袋モンパスナス西口まちかど回遊美術館」を開催します。会期中は、池袋西口を中心

に区内の様々な会場にて、ワークショップや作品展示などを行い、新たな芸術家を育み、芸術によるまちのにぎわ

い創出につなげます。

障害者文化活動推進事業 拡充 2,000 日中韓3か国を中心としたアジア諸国の障害者が制作した書道作品の展示を、豊島区庁舎1階としまセンタースクエ

アにて行います。障害者美術や文化事業について実績のある日本チャリティ協会と共催します。
障害福祉課

旧鈴木信太郎邸の保存・活用事業 拡充 22,000
鈴木信太郎(1895-1970)は、マラルメやボードレールなどフランス詩を日本に紹介したフランス文学研究の第一人

者で、その旧宅(東池袋5-52-3)は区有形文化財に指定されています。29年度末の(仮称)鈴木信太郎記念館の開設

に向けて、建物の補修工事、展示物の制作・施工及び資料の列品作業などの準備を進めます。

映像文化普及・映像教育事業 新規 3,948
国際アート・カルチャー都市の取り組みの一環として、豊島区の小中学生を対象に「映像文化普及・映像教育事

業」を実施します。区内に位置する大正大学の協力のもと、短編映像作品を制作し、情報化社会に役立つメディア

リテラシーを学ぶ機会とします。

としまアートステーション構想事業 新規 7,174
「雑司が谷地域文化創造館Ｂ1」(現アートステーションＺ)を活用し、アートを媒介として地域の人々が、出会い交

流し刺激しあうことで、新しい価値を見出しながらコミュニティづくりを行います。特に子育て世代の親子を対象

とした読み聞かせ、運動、音楽などのワークショップを開催します。

予算額
（千円）

新規
・
拡充

事業名 担当課事業概要

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

文化デザイン課

その他関連事業…観光イベント支援事業(拡充・3,500千円・文化観光課長)再掲(27ページ参照)／雑司が谷情報ステーション管理運営事業(拡充・809千円・文化観光課長)／自由学園明日館防災設備および美装化事業の

補助(拡充・3,915千円・庶務課長)／庁舎ランチタイムコンサート(拡充・1,315千円・文化デザイン課長)／伝統工芸展25周年記念事業(拡充・1,128千円・生活産業課長)

文化観光課

国際アート・

カルチャー都市

推進担当課長

豊島区の目指す「国際アート・カルチャー都市」の実現に向け、文化・芸術に造詣の深い専門家や学識者等で構成

される「都市プロデューサー」や「都市懇話会委員」、区民が参加する「特命大使」等の事業を充実させます。同

時に、こうした活動をホームページなど多様な媒体により国内外に発信していきます。特に「特命大使」は、29年

度末までに2000人の参加を目指しており、「としま国際アート・カルチャーフォーラム」等の開催を通じて、気運

醸成につなげます。

  国際アート・カルチャー都市推進事業 拡充 23,416

文化デザイン課



②国際戦略８事業

6,042万円
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国際競争力強化推進事業 拡充 11,000 ※再掲(19ページ参照) 再開発担当課長

東アジア文化都市推進事業 新規 15,000

「東アジア文化都市」は、日中韓3か国において、文化芸術による発展を目指す都市を選定し、
様々な文化芸術イベント等を通じて国際交流を行う事業です。区は、国際アート・カルチャー都市
としての「豊島区」を国内外に発信することを視野に、2019年の開催都市に立候補します。内定後
は準備委員会の設立や基本構想の策定を行い、東京初の開催を目指します。

東アジア文化都市
推進担当課長

としまスタートアップオフィス 新規 5,446 ※再掲(19ページ参照) 生活産業課

多文化共生推進事業 新規 4,773

年々増加傾向にある区内在住外国人への対応や、海外からの企業誘致を積極的に進めていくため、
多様な文化を受け入れる環境を整えます。平成29年度は、生活実態や抱えている課題、多文化共生
や国際都市づくりに関する具体的な意見を把握するため、外国人区民を対象としたヒアリング調査
を実施します。

企画課

インバウンド推進事業 拡充 15,286
訪日外国人観光客の増加を見据え、区内の駅周辺や、主要観光スポット等の屋外及び店舗などの屋
内施設等に「TOSHIMA　Free　Wi-Fi」を使用した無料Wi-Fi環境を整備します。同時に、利用者
拡大のためステッカーを作成し、周知します。

豊島区観光振興プラン推進事業 拡充 1,500 区の観光に関する現状や方針を定める「豊島区観光振興プラン」の改定(30年度予定)に向けて、
ビックデータを活用したインバウンド向けの来街者調査を行います。

観光情報発信事業 拡充 556

近年、池袋東口は乙女ロードなどアニメ関連コンテンツの集積が進み、若い女性に「アニメの聖
地」として人気を博しています。区は、これまでこうした施設・店舗を紹介する「池袋乙女マップ
豊島区お散歩シリーズ乙女編」(４ヶ国語)を制作しました。29年度は、英語、中国語版(簡体字・
繁体字)、韓国語版について、各10，000部増刷します。また、「染井霊園マップ」を、30,000部改
訂増刷します。

豊島区ホームページ制作 拡充 6,861

ビジュアルを重視した記事広告を制作し、日本政府観光局など、外国人観光客が訪日にあたり閲覧
するサイトに掲載し、区のwebサイト「Plus 1 Day in IKEBUKURO」に誘導します。本ページで外国
人にとって魅力的なイベントなどを紹介することで、本区の魅力を世界に向けて発信します。ま
た、区ＨＰの多言語化を拡充し、外国人向けの情報発信を強化します。

広報課

文化観光課

予算額
（千円）

新規
・
拡充

事業名 担当課事業概要

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）



③空間戦略
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８事業

2億2,813万円

池袋西口公園整備事業 新規 50,000
池袋西口公園は、年間を通じて数多くのイベントが開催される重要な文化発信の場ですが、整備以来25年が経過し

施設の老朽化が進んでいます。29年は、フラットな空間を造り出すための改修工事を行い、よりイベントの開催し

やすい公園にします。

公園緑地課

池袋副都心再生推進事業 拡充 37,000
平成27年に特定都市再生緊急整備地域の指定を受けたことを契機に、28年には街の将来像を示す「池袋駅周辺地域

まちづくりガイドライン」を策定しました。29年度は、東西駅前広場や東西デッキ、駅・地下空間等の都市基盤の

あり方について、国や都、開発事業者、関係団体と連携して詳細な検討を進め、基盤整備方針を策定します。

交通・基盤担当課長

池袋駅周辺地域街区再編まちづくり推進事業 新規 10,000
東京都の「しゃれた街並みづくり推進条例」による「街区再編まちづくり制度」は、都市計画に基づく規制緩和に

より、街区再編や共同建替を促進する制度です。区では、池袋駅周辺エリアを対象に31年度の指定を目指し、29年

度は基礎調査・権利者調整など方針検討を進めます。

再開発担当課長

池袋副都心交通戦略推進事業 拡充 36,500

32年の旧庁舎跡地開発エリアのオープンにより、来街者の大幅な増加が予想されることから、安全で快適な歩行者

空間を創出するため、池袋駅東口周辺地域(南北区道等)において、歩行者優先化に関する実証実験を行います。加

えて、整備を進めている旧庁舎跡地開発エリアと、4つの公園(南池袋公園[※整備済]、池袋西口公園、中池袋公

園、造幣局跡地の新公園)を安全かつ快適に回遊できる、来街者の視点に立った施策について検討します。

池袋駅地区案内サイン整備事業 新規 10,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、鉄道事業者や百貨店事業者と連携し、池袋駅内の案内サイ

ンをよりわかりやすく整備していきます。29年度は、全ての案内サインについて、表示の大きさや標記内容、デザ

イン、設置場所などを検討します。また東京駅や新宿駅、渋谷駅といったターミナル駅のサインシステムとも連携

を図ります。

観光案内標識整備推進事業 拡充 3,320
駒込・巣鴨に設置されている観光案内標識9基について、掲載されている情報が古くなったため、貼り替えを行いま

す。地図面には桜の見どころを掲載し、配色を桜色にすることで、ソメイヨシノ発祥の地であることをＰＲしま

す。

文化観光課

池袋駅東西デッキ整備事業 継続 164,000

池袋駅周辺地域の防災性の強化及び、まち全体の回遊性を高めるため、池袋駅の東口エリアと西口エリアをつなぐ

東西連絡通路(東西デッキ[※南北2か所])を整備します。29年度は、西武鉄道池袋ビルの建て替え工事に合わせ、西

武鉄道が施工する南デッキの部分整備(びっくりガード上空)に対して、事業費の一部を補助します。また、北デッ

キについては、測量調査(27年度実施)を踏まえて、東武鉄道やJR東日本など関係事業者とともに調査・検討を進め

ます。

交通・基盤担当課長

庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業 継続 25,920
池袋駅周辺地区において、歩行者中心のまちづくりを推進するため、26年度より庁舎跡地及び新庁舎周辺道路、グ

リーン大通りで既存道路のリニューアルを行っています。29年度は、庁舎跡地周辺及び寺町沿道地区で、バリアフ

リー化等により歩行者空間を整備するため、測量・設計を進めていきます。

道路整備課

公園の整備事業 継続 2,445,826

以下の公園の整備を行います。

【中池袋公園】新ホールと一体的に、イベント等に広く利用できる公園として整備します。29年度は、庁舎跡地周

辺の民間事業者らと、公園のあり方について協議を進めます。

【旧高田小学校跡地近隣公園】旧高田小学校の跡地を、はらっぱやボール広場、地域コミュニティ拠点施設などを

持つ公園として整備するため、同小学校の解体に入ります。

【造幣局地区防災公園】区内最大面積(1.7ヘクタール)を誇る防災公園として整備します。32年度の完成を目指し、

池袋の魅力と賑わいを拡大させる新たなパブリックスペースを創出するため、事業者をプロポーザル方式で公募し

ます。

公園緑地課

　【参考】既存関連事業(継続)

交通・基盤担当課長

予算額
（千円）

新規
・

拡充
事業名 担当課事業概要

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

その他関連事業…公園トイレ等改修事業(新規・70,000千円・公園緑地課長)※再掲(19ページ参照)／リノベーションまちづくり事業(拡充・11,314千円・マンション担当課長)※再掲(19ページ参照)



・立教大学、一般社団法人「日本
身体障がい者水泳連盟」との連携

・障害者水泳サポーターの育成

・障害者水泳教室の実施

・指導者講習講座の実施

・区民大会等への障害者参加支
援

・NPO法人「日本盲人マラソン協会」
との連携

・伴走者の育成

・障害者ランニング講座の実施

・区内ランニングコースの設置

・区民大会等への障害者参加支援

32

２．未来へのレガシー (１)オリンピック・パラリンピック記念事業

豊島区では、オリンピアンやパラリンピアンを始め、様々なスポー
ツの第一線で活躍するアスリートを講師に招き、実技指導・体験教室
などを開催しています。一流選手と交流することで、スポーツの楽し
さに触れるとともに、東京オリンピック・パラリンピックへの気運を
高めていきます。

あらゆる人がスポーツで輝く未来へ。

オリンピック・パラリンピック気運醸成事業

【拡充】 1００万円

豊島区スポーツボランティア拠点事業【新規】 1００万円

ボランティアというと気が引ける、何をしたらいいのかわからない
といった方でも大丈夫。競技観戦、大会運営のお手伝い、ゴミ拾いや
選手の競技サポートなどなど、出来ることから始められる気軽なボラ
ンティアに取り組む「としまスポーツ応援団」を結成します。中でも
障害者スポーツの「走る」「泳ぐ」を支えるメニューに取り組みま
す。

「としまスポーツ応援団」結成！
障害者の「走る」「泳ぐ」を支援します

走るを支援 泳ぐを支援

第一線で活躍する選手からスポーツの楽しさを学ぶ

2020東京オリンピック・パラリンピックの
気運醸成 ＆ 豊島区にレガシーを残します！

28年度のスポーツ教室の様子
(左：バドミントン 右：バレーボール)
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５事業

2,245万円

オリンピック・パラリンピック
気運醸成事業

拡充 1,000
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会に向け、気運醸成を図るため、豊島区体育協会等の
関連団体と連携により、トップアスリートを招いての講演会やスポーツ教室など、様々な事業を実
施します。

豊島区スポーツボランティア拠点事業
新規 1,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック大会に向け、障害者の「走る」「泳ぐ」などを支えるス
ポーツボランティア「としまスポーツ応援団」を募集し育成します。大会終了後もスポーツボラン
ティアが継続的に活動し続けられる仕組みを構築し、オリンピック・レガシーとして豊島区に残し
ていきます。

障害者スポーツ推進検討会議(仮称)
の設置

新規 300
本区における障害者スポーツの振興を図るため、障害者スポーツ推進検討会議(仮称)を設置しま
す。障害者スポーツ団体や、高校・大学などの教育機関、障害福祉課、社会福祉協議会等と連携し
て、障害者スポーツ実施のためのニーズを把握し、障害者がスポーツを行える環境を整えます。

スポーツ表彰事業 拡充 150
スポーツ活動を通じて、豊島区におけるスポーツの振興・発展に貢献した者や団体を表彰します。
表彰は、「スポーツ栄誉賞」と「スポーツ奨励賞」の二つです。また、年間を通してスポーツ活動
に顕著な成績の個人・団体等のPRを積極的に進めます。

旧第十中学校跡地活用等事業 新規 20,000
閉校となった旧第十中学校を、サッカーやラグビーなど多目的に使用できる野外スポーツ施設とし
て整備することを検討します。また、現在旧第十中学校校舎内に保管している文化財等を移転させ
る必要があるため、飯能市内の区有地に専用の施設を建設し、野外スポーツ施設とあわせてＰＦＩ
事業により整備・管理運営することを検討します。

施設計画課

学習・スポーツ課

予算額
（千円）

新規
・

拡充
事業名 担当課事業概要

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）
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２．未来へのレガシー (２)次世代教育プログラムの展開

時代に対応した学校教育を、すべての子どもたちに。
現在、豊島区の小中学校に在籍する児童・生徒のうち、

328名が外国籍です。特に日本語学級のある池袋小学校や豊
成小学校をはじめとして、教育現場では国際化に伴って増加
する外国籍児童・生徒の保護者とのコミュニケーションが課
題となっています。
タブレットを使いテレビ電話で通訳者と保護者らが直接会

話できるサービス「イマすぐ通訳」を導入することで、円滑
なコミュニケーションを実現します。

「インターナショナルセーフスクール」(ＩＳＳ)はWHO（世界保健
機関）が推奨する国際ＮＧＯ「セーフコミュニティ協働センター」に
よって、安全な教育環境づくりのための仕組みが機能していると認めら
れた学校に与えられる国際認証です。
豊島区では、朋有小学校、富士見台小学校、仰高小学校、池袋本町小

学校の4校が、既にＩＳＳ認証を取得しています。今後も認証校を増や
し、心や体のケガのない、安全で安心な学校づくりを進めていきます。

テレビ電話通訳サービス事業【拡充】 51万円

インターナショナルセーフスクール推進事業
(関連2事業)【拡充】 242万円

朋有小学校 池袋本町小学校

仰高小学校富士見台小学校
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１０事業

6,619万円

ソーシャルスキルアップ心理テスト 拡充 2,376
26年に制定された豊島区いじめ防止対策推進条例に基づき、小学校5年生から実施している
「hyper-ＱＵ」アンケート(心理テスト)を、自立に向けた重要な時期である小学校3年生から実施
することで、学級における人間関係の傾向を客観的に把握し、学力の向上や不登校対策をさらに充
実させます。

道徳・英語の教材支援事業 拡充 5,628
中学校では、31年度より「道徳」が「特別の教科　道徳」として教科化されます。教科書が配布さ
れるまでの2年間、副読本を購入し各校に配布します。また、英語の少人数学級実施に伴う教材を
購入します。

文化の担い手環境整備事業 拡充 5,000 コンクールなどで優秀な成績をおさめ、精力的に活動している区立中学校の吹奏楽部の所有楽器
は、老朽化が深刻なことから、全8校で買い替えを進めます。

不登校対策グローアッププロジェクト 拡充 1,992
教育センター適応指導教室に通う不登校児童・生徒や、家庭内に引きこもる生徒を対象に山中湖秀
山荘(3泊4日)生活体験型プロジェクト活動を実施し、生活、学習、人間関係づくりの場を提供しま
す。

教育センター
指導課

特別支援教育充実に向けた教育支援員
の配置

拡充 6,110 29年度開設される南池袋小学校自閉症・情緒障害特別支援学級「けやき学級」及び通常学級等の支
援員を配置します。

教育センター

テレビ電話通訳サービス事業 拡充 506

日本語での意思疎通が難しい保護者対応の際、タブレットのアプリを通じたテレビ電話で通訳者と
保護者等が直接会話をすることができるサービス「イマすぐ通訳」を利用します。特に外国籍の児
童・生徒が多く通う池袋小学校、豊成小学校、西池袋中学校で導入し、外国籍児童・生徒の学校生
活を支援します。

学務課

学校トイレ緊急改善推進事業
(温水洗浄機能付便座の設置)

拡充 12,000
28年度から30年度末までの3年間で全区立小中学校のトイレを明るく清潔に改修します。トイレの
洋式化、男女の区分けの徹底に加え、原則としてすべての洋便器に温水洗浄機能付便座の設置を行
います。

学校施設課

小学校歴史・自然体験型宿泊事業
の再構築

拡充 30,161

区立小学校4～6年生と特別支援学級の3～6年生を対象に実施している歴史・自然体験型宿泊事業の
滞在先の見直しを行います。29年度は、山中湖移動教室(小4)、立科林間学校(小5)、日光移動教室
(小6)、秩父移動教室(特別支援学級)を実施します。29年度より全ての移動教室の宿泊費の半分を
公費負担することにより、保護者の負担軽減を図ります。

学務課

小中学校の改築等 継続 1,610,831
「豊島区立小・中学校改築計画」に基づき学校改築を進めます。
①巣鴨北中学校(29年4月より現校舎を解体し、31年に新校舎が完成します。)
②池袋第一小学校(34年度の改築に向け、プロポーザルにより設計事業者を決定します。)

学校施設課

指導課

学務課

【参考】

予算額
（千円）

新規
・

拡充

事業名 担当課事業概要

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

  インターナショナルセーフスクール
  推進事業(関連2事業)

拡充 2,421
安全な教育環境づくりに取り組む学校に認められる国際認証「インターナショナルセーフスクー
ル」のさらなる取得を目指します(28年度までに4校が認証済)。29年度の取得に向けて、池袋第一
小学校と池袋中学校が取り組みを進めており、30年度に向けて2校が取り組み準備を開始します。
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３．安全・安心なまちづくり (１)災害対策の強化

無電柱化整備事業【継続】

今後起こりうる災害に備え、防災機能を高めてい

く必要があるため、本区では27年度から「無電柱化

の推進」に取り組んでいます。

29年度は巣鴨地蔵通りの予備設計や学習院の椿の

坂の支障移設工事を行います。

今後も区内全域で無電柱化をすすめ、防災力の向

上を図るとともに、区民と来街者が安全・安心に通

行できる道路を目指します。

一時滞在施設の整備事業(帰宅困難者用備蓄物資の管理委託業務)(帰宅困難者用備蓄物資の入替)  【拡充】 ３,６９３万円

上池袋備蓄倉庫整備事業 【新規】 １,５００万円、救援センター等備蓄関係(防災備蓄物資の拡充)  【拡充】 ６３１万円ほか

28年帰宅困難者対策訓練にて
保管している備蓄物資を公園に配置している様子熊本地震では、物流体制が混乱し、支援物資が被災者に届かない状

況が続くとともに、想定を上回る避難生活者の発生により備蓄量の

見直しが課題となりました。

こうした教訓を踏まえ、避難生活者用の備蓄物資を積み増すととも

に、必要なスペース確保のため、新たな備蓄倉庫の整備を進めます。

また、帰宅困難者用備蓄物資は、28年度に日本通運株式会社と締結

した「帰宅困難者用備蓄物資等の緊急輸送業務の協力に関する協定」

及び備蓄物資の一括管理委託により、発災時に池袋駅東口・西口へ迅

速かつ確実に物資を供給します。29年度も、引き続き、事業者との

連携を強化し、防災対応力を高めていきます。

災害時の備蓄物資供給体制を強化

巣鴨地蔵通り商店街を無電柱化へ



拡充 2,000
強い地震が発生した際には、電気機器からの出火や、停電復旧時に発生する通電火災等が予想されます。そこで、
不燃化特区対象地区等を対象に、地震発生時に自動的に電気の供給を遮断する「感震ブレーカー」を購入、設置す

る世帯に対し、購入経費の一部補助を行うことにより、電気機器による出火や延焼防止を図ります。

防災危機管理課

拡充 11,000

池袋駅周辺地域が都市再生緊急整備地域に指定されたことから、平成28年12月に「池袋駅周辺地域都市再生安全確

保計画」を策定しました。29年度は、この計画に基づき、都市開発事業等にあわせて、一時滞在施設や退避経路の
整備に向けて、行政と事業者が連携して取り組みます。また、最新のデータに基づく帰宅困難者数の推計や、都市

開発事業の進捗状況を計画に反映させます。

危機管理担当課長

新規 40,000

「池袋駅地下街防災推進計画」に基づき、地下街事業者や鉄道事業者が実施する防災推進事業に対して、国、東京

都と共に補助を行います。池袋駅地下街と地下通路の防災性を高めることにより、災害に強いまちづくりを進めて
いきます。

(補助割合:国3分の1、都6分の1、区6分の1)

交通・基盤担当課長

拡充 36,926

これまで分散して保管してきた帰宅困難者用の備蓄物資を、28年度から民間運送業者の倉庫を使用することで保管

場所を集約しました。効率的な物資の管理を行うとともに、発災時には運送業者の輸送力を活用し、池袋駅周辺に
備蓄物資を円滑に供給できる体制を構築しました。今年度もこの体制を継続するとともに、53,000人分の備蓄物資

のうち、消費期限の近い物資1万人分を入れ替えます。

危機管理担当課長

新規 15,000 熊本地震の教訓を踏まえ、備蓄物資の拡充を図ることに伴い、現状で不足している備蓄スペースを確保するため上

池袋に備蓄倉庫を整備し、備蓄物資を適正に保管していきます。(竣工は30年度予定)

拡充 6,314 災害時に最低限必要となる3日分の飲料水及び食料を確保するため、飲料水218,136リットル及びアルファ化米

126,280食を計画的に取得し、大規模災害時における備蓄物資の拡充を図っていきます

新規 13,739
救援センター34か所(区立小中学校等)にて平常時も使用できる、TOSHIMA FREE Wi-FiのWi-Fiスポットの運営を開始

します。また、帰宅困難者対策として池袋西口公園、南池袋公園に設置したWi-Fiスポット及びデジタルサイネージ

(平常時は観光情報等を発信)を運営し、発災時には防災情報を発信します。

拡充 106,380 29年度から33年度の5か年で同報系防災行政無線をアナログからデジタルに移行することにより、区民や来訪者への
情報伝達機能の向上を目指します。

新規 470 訪問看護ステーションの看護師等が在宅人工呼吸器使用者の自宅を訪問し、医師やケアマネジャー等と連携して

「災害時個別支援計画」を策定します。また、発生時を想定した訓練を実施し、万が一の状況に備えていきます。
健康推進課

拡充 2,620 豊島区震災復興マニュアルに基づき、住民参加によるワークショップ形式で震災復興まちづくり模擬訓練を実施

し、地域の防災意識を高めるとともに、被災後の迅速な都市復興へとつなげます。
地域まちづくり課

新規 1,000
昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けた分譲マンションの管理組合に対し、耐震補強設計に

要する費用の3分の2(上限100万円)を助成します。適切な維持管理を推進し、安全かつ快適な居住空間の実現を図り

ます。

住宅課

新規 5,300
計画道路予定地にある9か所の児童遊園等について、進捗状況に応じ公園施設を撤去し東京都へ引き渡すことで事業

に協力していきます。これにより災害時の地域危険度を改善するとともに、防災まちづくりや木密地域の不燃化に

関する沿道の意識啓発を促します。

公園緑地課

【参考】既存関連事業(継続)

継続 131,254
「防災力の向上」「景観の向上」「安全・快適な歩行空間の創出」の実現に向け、既存区道の無電柱化を実施して
いきます。29年度は、巣鴨地蔵通りの予備設計や学習院の椿の坂の電線共同溝設置に伴う支障移設工事を行いま

す。

道路整備課無電柱化整備事業

防災行政無線設備整備関係
(同報系無線デジタル化整備委託)

防災危機管理課

特定整備路線整備に伴う児童遊園等の撤去事業

マンション耐震改修設計助成

その他関連事業…総合防災システム関係事業(システム改修)(伝達制御システムライセンス更新)(拡充・6,907千円・防災危機管理課)/災害医療救護態勢整備関係(救護所の追加配備)(拡充・2,067千円・防災危機管理課

                        )/特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成事業(拡充・140,000千円・建築課)/緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成事業(新規・2,000千円・建築課)/居住環境総合備事業(長崎四丁目)(新
                        規・39,730千円・地域まちづくり課)

震災復興まちづくり模擬訓練事業

救援センター等備蓄関係(防災備蓄物資の拡充)

総合防災システム関係事業
(救援センター等Wi-Fiスポット運用保守経費)

災害時における在宅人工呼吸器使用者に対する支援

事業

事業名

新規

・

拡充

予算額

（千円）
事業概要 担当課

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

防災思想普及・意識啓発関係
(感震ブレーカーの設置補助)

帰宅困難者対策協議会の強化等事業
(都市再生安全確保計画の見直し)

一時滞在施設の整備事業

(帰宅困難者用備蓄物資の管理委託業務)

(帰宅困難者用備蓄物資の入替)

上池袋備蓄倉庫整備事業

池袋駅地下街防災推進事業
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１７事業

4億3,145万円
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３．安全・安心なまちづくり (２)セーフコミュニティの推進

本区は、WHO(世界保健機関)が推奨する、安全・安心まちづくりの国際認証を

24年11月に都内で初めて取得しました。

29年度の再認証取得に向けて、今後も持続的なセーフコミュニティ活動を区民

ひろば等と連携して行い、まちの生活の安全・安心と健康の質を高めていきます。

*区民ひろば…小学校区単位で設置されている、乳幼児から高齢者まで世代を超え

た交流ができるセーフコミュニティの拠点

AED設置推進事業 【新規】 ２４５万円

24年11月の認証式典の様子

セーフコミュニティ推進事業 【拡充】 ２４５万円

※イメージ

セーフコミュニティの地域拠点に位置づける区民ひろばでは自主運営化をすすめています。

29年度は区内7か所目となる「区民ひろば西池袋」がNPO法人による自主運営に移行します。

今後も全区民ひろばの自主運営化を目指し、住民主体の安全・安心なまちづくりを推進して

いきます。

地域区民ひろば自主運営推進事業 【拡充】 ３,４９３万円

防災講座の様子

区民ひろばの自主運営化を拡大

セーフコミュニティ再認証取得を目指して

24時間誰でも使えるAEDの設置を推進
民間事業者(コンビニエンスストアなど)と連携し、24時間営業のコンビニエ

ンスストア等にAEDを設置します。

24時間誰でも使用できるAEDを設置することで、救命措置の必要となった人

を助けられる可能性を広げていきます。
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１０事業

7,360万円

拡充 2,450
セーフコミュニティとは、安全・安心まちづくりの国際認証制度です。豊島区は、24年11月に日本
で5番目、東京では初めてこの国際認証を取得しました。認証より5年が経過する29年度中に再認証
を受け、その後認証式典を実施し、引き続き区民と連携・協働して継続的な取り組みを行っていき
ます。

セーフコミュニティ
推進室長

拡充 34,927
区民ひろば池袋本町は子育てひろばを新規に開設し、乳幼児と保護者等が安心して利用できる新た
な活動空間を提供します。これにより子育てひろばの全小学校区設置が完了します。また、区民ひ
ろば西池袋は住民が組織するNPO法人の自主運営を通じて、地域課題を解決し、住民主体の実現と
安全・安心なまちづくりを推進していきます。

地域区民ひろば課

拡充 2,421 ※再掲(35ページ参照) 指導課

拡充 1,644 ※再掲(20ページ参照) 学務課

新規 18,000 ※再掲(20ページ参照) 子ども課

新規 4,520
区民等が安全・安心に過ごせる体制を整えるため、区内の高齢者施設に24時間使用できるAEDを設
置する費用を補助します。また、高齢者施設の入居者が安全・安心に過ごせる環境を整備するた
め、防犯カメラ等の設備を設置する費用を補助します。

福祉総務課

拡充 4,523 豊島区内認可保育施設全所にAEDを配備し、万が一の状況にも対応できるよう、安全安心な街づく
りと保育環境を整備します。

保育課

新規 2,448 区立施設等に設置しているAEDに加えて、コンビニエンスストアなどの民間事業者との連携によ
り、24時間誰でも使用できるAEDの設置台数を増やすことで、応急救護体制の充実を図ります。

危機管理担当課長

新規 2,667 JR駒込駅東口の利用客の利便性の向上のため、駒込駅1・2番線山手線ホームから東口改札通路に通
じるエレベーターを設置します。

福祉総務課

【参考】既存関連事業

継続 129,904
鉄道利用時における主に視覚障害者の安全性の向上のため、池袋駅における駅ホームドア整備(西
武鉄道5線、東武鉄道5線)を行い、バリアフリー化を推進していきます。29年度は西武鉄道でホー
ムドア3線の設置、東武鉄道ではホームドア設置(1線)に伴うホーム補強を行います。

都市計画課

継続 20,000
目白地域の生活道路である山手通りから明治通りへの区道「(仮称)目白古道」のコミュニティ道路
化実現を目指しています。29年度は警察と連携し、より安全な生活道路になるよう整備を進めま
す。

道路整備課

  学校・通学路の安全事業

  学童クラブ入退室管理システムの導入

  高齢者施設安心設備設置助成事業

  鉄道駅等バリアフリー推進事業

  目白古道(仮称)設備事業

事業名
新規
・

拡充

予算額
（千円）

事業概要 担当課

（拡充は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載）

  セーフコミュニティ推進事業

  地域区民ひろば自主運営推進事業

  鉄道駅エレベーター等設置事業費助成

  インターナショナルセーフスクール推進事
  業(関連2事業)

  AED設置推進事業

  AED設置事業(私立認可・地域型)



第30回 としま能の会
４月３０日（日）東京芸術劇場 プレイハウス

１０月２２日（日）
南池袋公園 グリーン大通り一帯

[観覧無料] 

大田楽
いけぶくろ絵巻

＜参考＞公益財団法人としま未来文化財団

古の躍りと都市が融合。

区民参加を加え拡大して開催

あの興奮がよみがえる！

豊島区在住の能楽師狂言方和泉流の野村万蔵氏プロ
デュースによる、豊島区オリジナルアレンジの大田
楽。「大田楽」は、中世の日本で大流行した芸能
“田楽”をベースに、様々な芸能も採り入れた一大

パフォーマンスです。

日本の伝統芸能を次世代と世界につなぐプログラム

テーマは「妖怪」

漫画家・藤田和日郎氏とのコラボ必見。

『能楽に棲む 妖怪たち』をテーマに、能「土(つ
ち)蜘蛛(ぐも)」観世喜正、狂言「茸(くさびら)」
野村萬・野村万蔵、仕舞「鵺(ぬえ)」を上演しま
す。今回は特別に、妖怪漫画の巨匠・藤田和日郎氏
によるイメージビジュアルの描き下ろしが決定。

上演舞台を使用し所作体験もできる大人気セミナー「狂
言＆能セミナー」（講師：野村万蔵氏）と、新たに能講
座「まるわかり！能『土蜘蛛』」（講師：小島英明氏）
を開催。

[料 金] S席／一般4,000円 学生2,000円
A席／一般3,500円 学生1,500円 ほか

[発売日] ３月１日(水）

多言語表示にも対応する解説タブレット（数量限定・
座席指定）を導入し、初心者から訪日外国人まで能楽
鑑賞サポートを実施いたします。

【本事業に関するお問い合わせ】 みらい文化課 （03-3590-7118）

まち全体を舞台に 誰もが主役の多彩な事業を展開！

～国際アート・カルチャー都市づくりを推進します～

平成29年度 重点事業 “観る 聴く 躍る”
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【本事業に関するお問い合わせ】
地域コミュニティ創造課

（03-3946-4301）【本事業に関するお問い合わせ】舞台芸術交流センター（03-5391-0751）

南大塚
ホール落語会

第１００回公演
１１月１６日（木）

南大塚ホール

100回記念「落語イヤー」企画

落語 あ・ら・かると in としま
パネル展示など同時開催

11月に開催する南大塚ホール落語会が100回
目を迎えます。この記念すべき会を迎えるに当
たり、29年度を落語イヤーとし、落語会と同時
に様々な企画を考えていきます。

地域文化創造館5館（駒込、巣鴨、南大塚、雑司
が谷、千早）のうち、南大塚、雑司が谷、千早の3
館で毎年、落語会を開催しています。

第98回～第100回公演
[出 演] 柳家さん枝（右下） ほか
[料 金] 未定
[発 売 日] 未定

雑司が谷ワンコイン落語会
[会 期] 6月、9月、11月
[料 金] 500円
[発 売 日] 未定

豊島っ子連 おひろめ寄席
千早亭落語会、要亭落語会
千川亭落語会 [木戸銭無料]

あうるすぽっと 夏のラインナップ

あうるの街の夏まつり 2017

7 月 中 旬 ～ 8 月 中 旬
舞台芸術交流センター（あうるすぽっと）ほか

昨年の展示より

撮影：石川純

撮影：涌井直志

親子で一緒に遊べる『あうるの街の夏まつり』を開催

今年、10周年を迎えるあうるすぽっとでは、1年を通して幅広く参加していただける事業を多彩にラインナップ。
特に7・8月は大人も子どもも一緒に楽しめるプログラムがめじろ押しの「夏まつり」を開催します。

近藤良平・コンドルズ『にゅ～盆踊り』
７月１５日（土）･１６日（日）（会場：池袋西口公園）
池袋・夏の風物詩、今年１０年目を迎える『にゅ～盆踊り』。
暑さも吹き飛ばす、最高に盛り上がる２日間です。

『海のこどもたち』７月２２日（土）･２３日（日）
作･演出：鄭義信
りっかりっか＊フェスタ【国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ】との共催公演。
パントマイムやダンス、三線の音色で紡ぐ、ちょっとおかしくて切ないファンタジー。

『絵本のじかんだよ！』７月２５日（火）
構成・出演：小林顕作
NHK「みいつけた！」のオフロスキーでおなじみの小林顕作が登場。
絵本を大きく映しながら、子ども達が大好きな、大人にはどこか
懐かしい、たくさんの絵本を立体的に読み聞かせます。

「あうるのまちのあそびばシリーズ」参加型展示

７月１４日（金）～８月１６日（水）【予定】
あうるすぽっとの劇場ホワイエに、子どもも大人も一緒に
遊べる“あそびば”が出現。作って飾って、創造のつばさ
をひろげて楽しむ参加型の催しです。

41



＊現時点での計画をイメージとして描いたものであり、今後変更となる可能性があります。


