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一般会計当初予算 1,3５７億９千２百万円
（対前年度比 55億6千5百万円 ４.３％増）

令和４年度予算案の規模と特徴

〇48億円の財政調整基金繰入金を計上（２年連続）

１

（億円）

1,358億円

【歳出（経費別）の状況】
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【主要な一般財源歳入の状況】

財調交付金財調普通交付金

特別区民税

△5億

△21億

Ｈ2９ 
決算

（億円）

△7億

Ｈ30 
決算

Ｒ元
決算

Ｒ2 
決算

Ｒ3
決算見込

Ｒ4 
当初予算

＋41億

Ｈ2９ 
決算

Ｈ30 
決算

Ｒ元
決算

Ｒ2 
決算

Ｒ3 
当初予算

Ｒ4 
当初予算

1,286億円

〇事業費936億円は当初予算で過去最大を更新

〇扶助費（生活保護費や私立保育園運営助成など）は、412億円となり当初予算で過去最大を更新
〇コロナ対策経費は26事業、35億円を計上

【予算のポイント】

△40億

※数値については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。



豊島区が目指すまちの将来像

SDGs
未来都市
としま

国際アート・
カルチャー都市
としま

2020 コロナショック

2022東アジア文化都市2019豊島開催
23のまちづくり記念事業実施

SDGs未来都市、自治体SDGsモデル事業ダブル選定
としまSDGs都市宣言
としま文化の日条例制定

●世界へ大きく躍進、国家的文化プロジェクト

●東京初のSDGsダブル選定、基礎自治体初の文化記念日

2019

2015 新庁舎移転

●持続発展都市へ

豊島区国際アート・カルチャー都市構想策定

2002
区制施行70周年

2005 文化創造都市宣言

2009文化庁長官表彰受賞

区制施行80周年
2012
セーフコミュニティ国際認証取得

区制施行90周年

2014 消滅可能性都市の指摘

2011  東日本大震災

2008 リーマンショック

1999 財政破綻の危機

世界を視野に置いたまちづくり
【国際アート・カルチャー都市】

子どもと女性に
やさしいまちづくり

地方との共生地方との共生

高齢化への
対応

高齢化への
対応

ピンチをチャンスに！
４つの柱で持続発展する都市へ

日本の推進力日本の推進力

区制施行70周年記念式典

新型コロナ対策

2022年度の重点テーマ

SDGs推進

デジタル化推進
池袋の
都市再生

文化を基軸とした
まちづくり

中長期的なテーマ
子どもと女性に
やさしいまちづくり

高齢者に
やさしいまちづくり

さらに安全・安心な
まちづくり

豊島区新庁舎 東アジア文化都市2019豊島開幕式典

都市のイメージを刷新した23のまちづくり事業都市のイメージを刷新した23のまちづくり事業都市のイメージを刷新した23のまちづくり事業

東アジア文化都市2019豊島まちづくり記念事業

令和4年度新規・拡充事業
318事業 約63億5千万円

2

セーフコミュニティ国際認証

・・・ピンチ

・・・チャンス

2030 → 2032
SDGs達成 区制施行100周年

未来を切り拓く目標が明確になった今、
これまでの成果をさらに発展させ、未来への礎を確固たるものに！

区制施行９０周年を推進力として、
豊島区の未来を描く、様々なテーマでまちづくりを展開！

次なるゴール
豊島新時代の集大成



区制100周年に向けて
国際アート・カルチャー都市

SDGs未来都市

区制90周年
2022

2032

■推進体
制

■基本的スケジュール
令和4年5月：オープニング

11月：記念式典（11月1日）
令和5年3月：クロージング

１

＜区民等＞ ＜庁内＞

アドバイザー

実行委員会

幹事会

推進本部

幹事会

冠事業
既存の事業等で90周年を

広くPRする事業

■ＳＤＧｓ未来都市

● ＳＤＧｓ未来都市の推進（特設ＨＰ 区制施行９0周年×ＳＤＧｓ）

【多様性】 ダイバーシティが世界を変える

【安全・安心】 セーフコミュニティの再々認証（セーフスクール）

【産業】 第30回伝統工芸展・豊島区制９0周年記念特別展

【障害者】 としまスポーツフェスタ（としまスポーツまつり）２０２２、ふくし健康まつり＋

【環境】 「いのちの森」記念植樹2022

【高齢者】 フレイル予防でいきいき100歳

【健康】 としま健康チャレンジ！大作戦2022

【子育て】 としまオレンジリボンフェスタ

【教育】 ＳＤＧｓ達成の担い手育成事業

■としま未来へ

● としま未来図展

(池袋の都市再生など未来のまちの姿を発信）

● ９0周年まちづくり記念事業

(区民ひろば、味楽百貨店、スポーツ施設、学校校舎、無電柱化など）

● 「豊島区こども未来国連」関連事業

● 新「地域区民ひろば」を未来へ

● 民間企業との超連携

■国際アート・カルチャー都市

● 4つの公園とＩＫＥＢＵＳを活用したウォーカブルなまちづくり

● 郷土資料館 区制９0周年記念 大特別展

● 新文化施設「（仮称）昭和歴史文化記念館」整備と特別企画展

● マンガ・アニメを活かしたまちづくり

● 国際アート・カルチャー都市推進事業

● 東アジア文化都市中韓交流

● 豊島区の交流都市との民間交流事業

■記念式典等

● ９0周年 記念式典

● 地域団体等が主体となる記念事業

● 区制９0周年プロモーション事業

● ロゴ、フラッグ、グッズ等の制作

● 記念誌の制作

補助事業
区民団体等が90周年を記念して

新たに実施する事業等

シンボル事業
90周年のコンセプトを表す

シンボル的な事業

SDGs未来都市としま

豊島区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

■シンボル事業

■90周年記念事業の構成

1932
豊島区誕生

区制施行90周年 『輝く未来 開こう としま新時代』

3

次なる「としま100周年」に向けて、区民の皆さんとともに
夢や希望を描き、未来を創る“人”を育てることで、
「誰もが主役になれる価値あるまち」を実現する。



区制施行９０周年まちづくり記念事業

池袋第一小学校
【令和４年９月】

区民ひろば池袋
【令和４年１１月】

区民ひろば要【令和５年１月】
（西部生活福祉課複合施設）

区民ひろば椎名町
【令和４年１０月】

児童相談所・長崎健康相談所
【令和５年２月】

野外スポーツ施設【令和５年度】
（旧第十中学校跡地）

旧平和小学校複合施設
【令和５年度】

児童相談所・長崎健康相談所
【令和５年２月】

区民ひろば要【令和５年１月】
（西部生活福祉課複合施設）

区民ひろば椎名町【令和４年１０月】

（仮称）昭和歴史文化記念館
【令和４年１１月】

区民ひろば池袋
【令和４年１１月】

池袋駅北口公衆トイレ
【令和４年７月】

池袋第一小学校
【令和４年９月】

区民ひろば朝日
【令和５年度】

総合体育場管理棟
※令和4年度 方針検討

池袋保健所
【令和７年度】

高南小学校別棟
【令和５年度】

高南保育園【令和７年度】

（仮称）駒込さくらプロジェクト
※令和4年度 整備方針検討

※施設名等の【】は、
開設予定時期

巣鴨地蔵通り景観整備事業【Ⅰ工区・令和5年度】
立教通り整備事業【Ⅰ工区・令和7年度】4



令和4年度 重点テーマ

1．新型コロナウイルス感染症対策事業

2．SDGs推進事業

3．デジタル化推進事業

４．池袋の都市再生

・・・ 6ページ

・・・ 8ページ

・・・ 12ページ

・・・ 13ページ
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１．対象者 ※以下の3つの点すべてを満たしている方を対象とします。
（１）子ども関連施設に勤務する方

（公・私立の保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校、子どもスキップ、特別支援学校等）

（２）区内在住・在勤で、３回目接種日時点で１８歳以上の方

（３）新型コロナワクチンを２回接種しており、２回目接種から６か月以上を経過した方

２．使用ワクチン
モデルナ社製ワクチン

保育士・小中学校教員等への前倒しの追加接種を進めていきます

新型コロナウイルス感染症対策事業 【令和4年度重点テーマ】

6

前倒し接種に対応 スピード感のあるワクチン接種を実施

ワクチン3回目接種 拡充

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 2,570,589千円➡ 26ページ

集団接種 個別接種

集団接種・個別接種の体制、さらに毎日接種・夜間接種など 区民のニーズに合わせた3回目接種を実現します。

※前倒し後の3回目接種可能時期
・高齢者：2回目接種終了から6か月経過後
・64歳以下の方：2回目接種終了から7か月経過後

・200か所を超える区内の病院・クリニック
・3月より小児科で5歳～11歳へ接種

・としまセンタースクエア……毎日開設

・豊島清掃事務所……週5日開設

・旧朝日中学校……週5日開設

・池袋保健所……週3日開設

18時～21時
（夜間）

区内在住
・在勤
すべて
対象！



「健康センター」機能
①女性の健康支援
ライフステージに応じた健康増進等

②区民の健康づくり
いつでも気軽に健康チェック、相談が可能な体制へ
専門職のアドバイスで生活改善

③健康情報発信の充実

新型コロナウイルス感染症対策事業 【令和4年度重点テーマ】

3回目接種における
医師会・歯科医師会・薬剤師会との連携

区歯科医師会との連携
池袋保健所集団接種会場にて

歯科医師による接種

区薬剤師会との連携
医療機関へ薬剤師による

ワクチン配送

区医師会との連携
区内の病院・クリニックにて

個別接種

新型コロナウイルスワクチン職域接種（3回目接種）
4,231千円 ➡ 25ページ

３回目も！ 職域追加接種を実施します

・実施期間（予定）：令和4年5月下旬 6日間
（2回目接種終了から約7か月経過後 ※前倒し）
・実施時間：18時～21時
・対象：職員の他、職員家族、外郭団体、委託先にも拡大

新規

7

保健所専門機能の強化
①健康危機管理
感染症・災害発生時対応
医療対策室の設置スペース確保

②母子保健・子育て支援
妊娠～出産、切れ目ない子育て支援等

③本庁舎と連携した相談・サービスの向上

池袋保健所は、令和7年度後半に竣工予定の南池袋二丁目Ｃ

地区の再開発ビルへ移転する予定です。

本庁舎と隣接する立地を活かし、相談対応などの連携をさら

に強化し、「区民の健康を支えるまち」の拠点づくりを進めてい

きます。

令和７年度 池袋保健所移転
「健康センター」機能の充実

南池袋二丁目
C地区計画地

保健所移転
予定地

北街区

南街区



SDGs推進事業 【令和4年度重点テーマ】

SDGs達成の担い手育成事業
保護者や地域の大人たちも、子供たちと一緒にＳＤＧｓについて学び、区民一人ひとりが
ＳＤＧｓ達成の担い手として、行動に移し、次世代へのバトンをつないでまいります。

③教育環境を
整備する取組

①地域資源や企業等を
活用した取組

②自分ごと化を進めるため
の体験的な取組

地域と連携した取組

▲千川中・Ｄ級ポンプで消防訓練
～地域の安全は中学生が守る！～

各学校が特色を生かして地域、企業、大学などのみなさん
と協働による取組を進めています。

▲高松小・ペットボトルフラワーロード
～地域と連携し、

緑や花いっぱいの 学校づくり～

各学校での取組を子供たちが地域のみなさんと一緒に発信し、
「誰一人取り残さない」豊島区の未来をみんなで考えます。

90周年
記念事業

３つの柱

2030年のＳＤＧｓ達成を見据え、学校と保護者、地域、企業な
どのみなさんと一緒に継続して活動し、子供たちが安心して学
び、夢を持って成長することが出来る、持続発展都市を目指しま
す。

▲仰高小・巣鴨地蔵通り商店街持久走
～地域とともにある学校～

＼SDGsフェスティバルを開催しました／

▲令和3年度ＳＤＧｓフェスティバルの様子（令和３年11月８日（月）)
場所：豊島区立芸術文化劇場（東京建物 Ｂrｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ）

左 西巣鴨小学校 右 巣鴨北中学校
ＳＤＧｓにしすっ子ダンス 和太鼓の演奏

▲西巣鴨中・バラ見守り隊
～住み続けられるまちづくり

を目指して～

SDGs達成の担い手育成事業経費 3・4年度予算 100,000千円8
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SDGs推進事業 【令和4年度重点テーマ】

全国の自治体で初！

「豊島区こども未来国連」の開催

90周年
記念事業

「豊島区こども未来
国連」関連事業
2,000千円 ➡
40ページ

令和4年秋に、全国で初めて自治体独自の「こども未来国連」を実施します。
「豊島区こども未来国連」では、子どもたちがＳＤＧｓの視点で豊島区の未来を考えます。
令和5年3月に行われる「こども未来国連会議（※）」で、子どもたちが描いた 「としま未来図」を世界に向けて発
信します。

（※）こども未来国連会議
世界の子どもたちが集まり、平和で豊かな世界について表現し合い、語り合う“ピース・コミュニケーション”の場。有明のスモールワールズにて、毎年3月に
開催。内閣府認証事業・外務省後援。

新規

©ヘッドライン ©ヘッドライン ◀▲令和3年「こども未来国連会議」の様子

ＳＤＧｓをテーマに開催される2025年大阪万博での「こども未来国連会議」の参加を目指します！

春

「豊島区こども
未来国連」
参加者募集

2022年

秋

「豊島区こども
未来国連」
実施

3月

「こども未来国連
会議」参加

2023年

「こども未来国連会議」ｉｎ
大阪・関西万博（予定）

2025年

©ヘッドライン

（2024年も「こど
も未来国連会議」
実施予定）



SDGs推進事業 【令和4年度重点テーマ】

ひきこもり支援を拡大 生きづらさ支援員体制強化 新規

令和3年7月にひきこもり専用相談窓口を設置。同年８月に開設したひきこもり専用サイトの
閲覧数は直近の月で1,000件以上にのぼり、相談件数も増加傾向にあります。
専門的な知識を有する「生きづらさ支援員」を新たに配置し、多様な支援を推進します。

▶▶必ずしも「就労」がゴールになりえない。
「生きづらさ支援員」を新たに配置することで
個人に適した支援を強化。

生きづらさ支援員体制強化事業（ひきこもり支援） 15,035千円 ➡ 27ページ

令和3年度

就労準備支援プログラムを策定し、就労を
目指し支援（生活者困窮支援制度）

就労をゴールに相談受付

令和4年度

生きづらさ支援員

社会福祉や臨床心理の観点から就労を
ゴールにしないオーダーメイドの支援

社会参加をゴールに相談受付

ケースに応じて段階的な
支援が可能に！

就労準備支援員

ひきこもりの状態にある方
（当事者）
当事者家族

生きづらさ支援員
就労準備支援員

地域の
支援団体

家族会
当事者会

医療機関

NPO法人

厚労省
東京都

社会福祉
協議会アウトリーチ体制構築

HP・SNS体制構築

オンライン相談

来庁

10

最多 相談の傾向「生きづらさ」

6９.2％ 家族等周りの方々からの相談

９0.8％相談方法は電話やメール

※数値は令和3年度版豊島区ひきこもり支援方針より



SDGs推進事業 【令和4年度重点テーマ】

ゼロカーボンシティに向けた未来へのチャレンジ！

拡充

都内初の「ＳＤＧｓ未来都市」と「自治体ＳＤＧｓモデル事業」のダブル選定を果たした豊島区。
区民みんなが環境の主役となって、持続可能なまちとしまを目指します。

■温室効果ガス削減目標
2030年度における温室効果ガス排出量を2013年度比 50％削減 する。

2050としまゼロカーボン戦略の策定

「いのちの森」記念植樹2022

「グリーンとしま」再生プロジェクト事業
1,406千円 ➡ 41ページ

「グリーンとしま」再生プロジェクトのこれまで
の取り組みを次の１０年に継承

90周年
記念事業

拡充

11

としま“まちキレイ”プロジェクト

としま“まちきれい”プロジェクト
700千円 ➡ 27ページ

～ごみ拾い先進都市“としま”のチャレンジ！～

ごみ拾いSNS「ピリカ」導入

2030年をマ
イルストーンと
して、２050に
向けた戦略

拡充

プラスチック分別収集モデル事業
14,146千円 ➡ 27ページ

プラスチック分別収集モデル事業

容器包装プラと製品プ
ラの資源化のモデル実
施に向け、調査と区民
周知を実施



デジタル化推進 【令和4年度重点テーマ】

デジタル化で「来庁不要の区役所」を推進
情報システムの標準化を図るとともに申請や支払い業務等でオンラインの活用を推進！
行政サービスの選択肢を増やします。

情報システムの標準化

全国の自治体共通の事務で利用する情報システムを「標準システム」に移行します。
あわせて、標準システムを前提としたＢＰＲを強力に推進します。

新規

システム標準化
共同利用化

業務プロセスの
標準化・効率化

デジタル化
オンライン化

✓デジタル化・ＤＸにより作業の効率化を推進、住民サービスの向上

✓職員は区民サービスや政策立案などの業務へ注力

>>「スリムで変化に強く質の高い持続可能な行政サービスの提供」を
実現する区役所へ！

ＢＰＲ・・・
業務改革
事務プロセスの見直し

拡充4公金対応完了！
電子マネー納付等の導入
・令和4年９月～
介護保険料
・令和4年10月～
後期高齢者医療保険料

納付に電子マネー等を導入します。

後期高齢者医療保険料電子マネー納付等の導入
8,056千円 ➡ 28ページ
介護保険料電子マネー納付の導入
7,909千円 ➡ 28ページ

税証明書等をスマホで手軽に取り寄せ

税証明書、住民票の写し、戸籍証明書等
電子申請で自宅から申請が可能になります。

税証明書、住民票の写し、戸籍等の電子申請
1,759千円 ➡ 28ページ

郵送
交付

新規

標準システム導入支援事業 37,147千円 ➡ 29ページ

令和4年8月
順次開始！

12



朋有小学校

西池袋公園

●自由学園
明日館

東池袋公園

日出町第二公園

日出町公園

2015年7月指定
特定都市再生
緊急整備地域

南池袋小学校

雑司ヶ谷霊園

’

ルミネ

●

アニメイト

●

アウルタワー

●あうるすぽっと
●ライズシティ池袋

サンシャインシティ

東池袋中央公園

南池袋公園

ビックカメラ
池袋本店
●

■南池袋2丁目C地区
※市街地再開発事業
（2018年6月 都市計画決定）

■東京国際大学
（2023年秋 開校予定）

東池袋1丁目地区
※市街地再開発事業

東京国際大学

■池袋駅西口地区（イメージ）
⇓ 再開発 サンクンガーデン ⇒

中池袋公園●
WACCA池袋

■東池袋一丁目地区※市街地再開発事業
(2020年9月 都市計画決定)

ダイヤゲート池袋

南池袋
2丁目
Ｃ地区

Hareza池袋

帝京平成大学

立教大学

リビエラ
●

● ホテル
メトロポリタン

■池袋駅東口グリーン大通り広場化

西池袋1丁目地区
※市街地再開発事業

総合体育場

イケ・サンパーク

豊島区役所

シンボルストリートを中心とした
回遊性向上エリア（東口）

立教池袋中学校
高等学校

立教小学校

池袋駅西口地区
※市街地再開発事業

池袋駅東口

交通広場
〔クルドサック〕

交通広場
〔クルドサック〕

池袋西口公園
（グローバルリング）

交通広場

～ 池 袋 ら し い ま ち づ く り ～

今後目指すべき人中心のウォーカブルなまちづくりのため、
従来からのターミナル駅周辺の賑わいだけではなく
４つの公園を核として自然の豊かな関係性を創出しつつ
それらをむすぶ魅力的なシンボルストリートによって
エリア全体の回遊性を飛躍的に向上させる。シンボルストリートを中心とした

回遊性向上エリア（西口）

■立教通り整備事業
※無電柱化、一方通行化

池袋の都市再生～ウォーカブルなまちづくり～ 【令和4年度重点テーマ】
東西のシンボルストリートを中心としたダンベル型のまちづくり

13



14

1．文化を基軸としたまちづくり ・・・ 15ページ

3．高齢者にやさしいまちづくり ・・・ 21ページ

2．子どもと女性にやさしいまちづくり ・・・ 18ページ

4．さらに安全・安心なまちづくり ・・・ 22ページ

中長期的なテーマ



【日程】令和4年10月1日～3月18日

【展示概要】
豊島区の歴史を郷土資料、ジオラマ、池袋モンパルナスの絵画、江戸
川乱歩などゆかりの文学を交えて展示します。更に、文化によるま
ちづくりの現在から100周年に向けたまちの将来像も紹介します。

【日程】令和4年5月5日～8月28日

【展示概要】
当時の家電や生活資料を写真・映像も加えて展示紹介します。
コロナウイルス感染状況が落ち着けば、メンコ、コマ回し、おは
じき、けん玉などの遊びも体験できます。

文化を基軸としたまちづくり 【中長期的なテーマ】

15

区の歩み、文化によるまちづくりのもと目覚ましい変貌を遂げた現在、
100周年に向けた未来像を大特別展として紹介します。

郷土資料館 区制90周年記念 大特別展 20,000千円 ➡ 40ページ

郷土資料館 区制９0周年記念 大特別展

＜企画展＞
(仮)「昭和の暮らしと遊び～昔
の遊びを体験してみよう～」

90周年
記念事業

＜特別展＞
(仮)「大豊島区展～過去
から学び、今日を生き、
未来に希望～」

拡充

▲特別展のイメージ

旧第十中学校跡地に野外スポーツ施設の整備
サッカー・少年野球・テニス・
ラグビー等の多目的な競技に
対応した野外スポーツ施設を
整備します。

▲管理棟イメージ 旧第十中学校跡地野外スポーツ施設の整備 6,721千円 ➡ 30ページ

▲企画展のイメージ

【日程】令和4年10月1日(土)～5年3月18日(土)
【連動企画】「(仮)鈴木家の暮らし×としま９0年」

雑司が谷旧宣教師館
【日程】令和4年10月1日(土)～5年3月18日(土)
【連動企画】「(仮)としま黎明期～豊島区９0年を育てた

児童文化『赤い鳥』～」

郷土資料館

鈴木信太郎記念館



文化を基軸としたまちづくり 【中長期的なテーマ】

昭和20年代に建設された戦後マーケット「味楽百貨店」（みらくひゃっかてん）を
活用して、昭和の雰囲気が感じられる文化施設「（仮称）昭和歴史文化記念館」を整備します。
トキワ荘マンガミュージアムと連携し、昭和の歴史・文化を次世代に継承します。

新規

戦後マーケットを活用した文化施設

トキワ荘マンガミュージアムとの連携
特色２

特色１

（仮称）昭和歴史文化記念館の整備

【概要】
施設名称 味楽百貨店
所在地 豊島区南長崎3-4-10
建設年 昭和20年代

【整備スケジュール】
令和4年4月以降 内装・展示製作
令和4年11月 施設オープン、開館記念式典

90周年
記念事業

▲味楽百貨店（外観）

▲整備イメージ

区制施行90周年を記念して、施設オープン時に特別企画展を開催します。
①「（仮称）タイムトリップ 豊島区の９0年」
②「（仮称）これも学習マンガだ！展」

16
（仮称）昭和歴史文化記念館の整備（味楽百貨店・活用事業）100,401千円 ➡ 30ページ
（仮称）昭和歴史文化記念館特別企画展事業 21,000千円 ➡ 40ページ

特別企画展①開催

特別企画展②開催



音楽によるまちづくり推進事業

池袋西口公園野外劇場（グローバルリング）を中心に、区内会場
にてクラシック音楽中心のフェス形式のイベントを名だたるアー
ティストとともに開催します。
また、音楽の大道芸「バスキング」や誰もが楽しめる「ドラムサー
クル」などを展開。小林研一郎氏が出演予定のＴｏｋｙｏ Mｕｓｉｃ 
Ｅｖｅｎｉｎｇ Ｙｕｂｅとあわせ、幅広い年代の方に音楽の魅力をお届
けします。

文化を基軸としたまちづくり 【中長期的なテーマ】

19

新規
90周年
記念事業

マンガ・アニメによる魅力あるまちづくり
サブカルチャーの発信拠点が次々と誕生する豊島区な
らではの強みを活かし、区施設や街中の様々なシーンにお
いて、マンガ・アニメを活用したまちづくりを推進します。

▲豊島区立芸術文化劇場（東京建物 Ｂrｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ）
でのマンガコラボによる巨大ビジュアル

音楽とマンガ・アニメによるまちづくり

▲【参考】グローバルリング ▲豊島区音楽監督小林研一郎氏

▲音楽フェス及びドラムサークルのイメージ

区制90周年記念事業 TOSHIMA STAND UP! CLASSIC FESTIVAL '22の開催 20,000千円 ➡ 41ページ
区制90周年記念事業 音楽によるまちづくり推進事業 11,500千円 ➡ 41ページ 17

©和久井健／講談社
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23区初！児童相談所と
母子保健の専門機関を併設
児童相談所と長崎健康相談所の複合施設を整備

豊島区は、令和５年２月の児童相談所開設に向け着々と準備を進めています。

新たな児童相談所では、長崎健康相談所を併設し、子どもを守る専門機関と健康
を守る専門機関が一体となった新たな子ども・子育て拠点として整備します。
この新たな拠点と、これまで地域の家庭を支えてきた子ども家庭支援センターと
の支援の輪により、子どもの最善の利益の確保を目指します。

新規

・スケジュール

令和４年 ６月 ／ 政令指定の閣議決定（予定）

令和５年 ２月 ／ 児童相談所の開設

・開設予定場所

長崎三丁目6 番24 号（旧長崎健康相談所敷地内）

▲児童相談所内観イメージ

90周年
記念事業

施設概要

子どもと女性にやさしいまちづくり 【中長期的なテーマ】

長崎健康相談所・児童相談所の整備
1,179,807千円 ➡ 33ページ

▲児童相談所・長崎健康相談所

フロア 用途

３階
児童相談所

２階

１階 長崎健康相談所、消防団施設、共有スペース 等

地下１階 長崎健康相談所、共有スペース 等

子どもと家庭を支える連携体制イメージ

児童相談所

〈子どもを守る〉

長崎健康
相談所

〈健康を守る〉

子ども家庭
支援センター

〈家庭を支える〉

地域防災の中核的な役割を担う消防団施設を併設し、
地域の安全・安心を総合的に守ります。

地域の新たな交流の場として、賑わいと豊かさをもたらし、
さらにまちの価値を高めます。

妊娠・出産から子育てに至るまでの、気軽な相談から専
門的な相談まで対応できる、地域に開かれた施設です。



子どもと女性にやさしいまちづくり 【中長期的なテーマ】

19

若年女性を支援！「すずらんスマイルプロジェクト」
コロナ禍で顕在化した１０代、２０代の若年女性の貧困、虐待、自殺などの諸問題
への取り組みを推進するため、複数の課が連携！ 若手女性職員も参加し、同世代
の目線で、相談しやすい環境の整備を進めています。
また、寄附金を活用し、若年女性の支援を行う地域団体等に対して資金を助成し
ます。

・出張相談会の開催
～居場所づくり～

女性が入りやすいカフェなどで、相
談会を実施します。専門の相談員が対
応し、困難や不安を抱えた若年女性を
適切な行政サービスに繋げます。

今年度は新たにＬＩＮＥを活用し、「ア
シスとしま」の相談予約フォームや、
チャットボットで内容にあった相談先
を案内します。

若年女性つながりサポート事業
（すずらんスマイルプロジェクト）
5,008千円 ➡ 31ページ

LINE活用等による子ども若者総合相
談事業の拡充（すずらんスマイルプロ
ジェクト）
8,393千円 ➡ 31ページ

・としま子ども若者応援基金の活用

困難を抱えた子ども・若者や子育
て家庭への支援事業を地域団体等
から提案いただき、選定された事
業に対して資金を助成します｡

▲GLOCAL CAFE IKEBUKRO（池袋サン
シャインシティ内）での出張相談会の様子

相談しやすい環境整備・活動支援

・ＬＩＮＥ等の活用・特設サイト、カードの作成

▲特設サイト画面

拡充

▲若手職員がデザイン
したカード

若手職員がデザインした特設サイトや、
プロジェクトの紹介カードを作成。若年
女性に届きやすい場所・方法を工夫し、
支援情報を積極的に発信します。

新規

占いなどのプチ体験
コーナーもあります！

公立小中学校の児童生徒に貸
与しているタブレットから子ど
も若者総合相談「アシスとしま」
に直接つながるツールを開設し
ています。

親しみやすいやわらかい表
現で、支援を求めやすい環
境を作ります！



子どもと女性にやさしいまちづくり 【中長期的なテーマ】

旧平和小学校の跡地に、西部区民事務所等と学校改築時に必要
な仮校舎が入る新たな複合施設を令和５年度に整備します。

旧平和小学校複合施設の整備

「森の中の学校」をコンセプトとした、
池袋第一小学校が令和4年8月に竣工する予
定です。
区内の小学校では初となる5階建ての校舎
です。

最新の学習環境をはじめ、自然と触れ合え
る環境や防災整備を充実させ、地域のシンボ
ルとなる学校を目指します。

池袋第一小学校が「森の中の学校」に
～みんなの思いがつまった学校づくり～

学校を拠点にしてまちづくりを進めます 90周年
記念事業

所在地 豊島区千早２ー３９

敷地面積 約5,700㎡

各施設 仮校舎、西部区民事務所、西部高齢者総合
相談センター、西部障害支援センターなど

仮校舎は、千川中学校をはじめとした区西部地域の学校改
築の際に順次使用されます。

◆５階テラス
夏季はプールとして利用、それ以外の時期は人工芝
敷き遊び場などとして利用します。開閉可能な屋根を
つけ、天候が悪いときでも利用できます。

◆ひばりがや広場
ケヤキを配し、光が差し込む地域の皆さまの憩い
の場となる空間と同時に防災機能も整備します。

▲池袋第一小学校完成予想図（南側外観）

90周年
記念事業

池袋第一小学校の総改築事業経費 5,962,976千円
（内：令和4年度予算 3,259,331千円 ➡ 39ページ）

複合施設整備リース契約額 2,662,000千円
（リース支出期間 令和5年度～令和10年度予定）

20



高齢者にやさしいまちづくり 【中長期的なテーマ】

21

早期の対策で健康寿命を延ばす！フレイル予防
コロナ禍で外出の機会の減少等により、高齢者のコロナフレイルの進行が懸念されています。フレイル予防
のためには栄養・運動・社会参加の3つの改善が重要であり、豊島区は来年度以降も様々な支援を実施してい
きます。

例年実施する介護予防大作戦（介護予防の普及啓発イベント）前後を、「介護予防・日常生

活支援総合事業ウィーク」とし、介護予防・認知症の講座や講演会を実施します。産官学民一

体となり、フレイル予防日本一のまちづくりを展開します。 フレイル予防でいきいき100歳
704千円 ➡ 41ページ

介護予防センターでのだれでも食堂の実施事業
670千円 ➡ 34ページ

だれでも食堂の実施

高田介護予防センターにて「だれでも食堂」を開催します。高齢者に限

らずあらゆる世代の方が利用可能で、居場所づくりや世代間交流、栄養

対策や外出の機会の促進を目的に、令和4年4月から、毎月１回実施し

ます。

短期集中通所型サービス

週1回、約3か月、リハビリの専門職による運動プログラムを提供し、高齢者の身体機能の回

復・向上を図ります。令和4年度は区施設のほか、複数の会場で、リハビリ職の関与を拡大して

実施予定です。 短期集中通所型サービス（通所型サービスC）
3,365千円 ➡ 34ページ

いきいき100歳の実現

拡充

90周年
記念事業

拡充

拡充



さらに安全・安心なまちづくり 【中長期的なテーマ】
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無電柱化による防災力の強化

巣鴨地蔵通り景観整備事業
（無電柱化）
364,000千円 ➡ 37ページ

▼巣鴨地蔵通り

防災力の強化・景観の向上・快適な歩行空間創出のため、無電柱化を推進します。
また、舗装復旧の際、天然石による石畳や環境に配慮した整備を行い、地域の価値をさらに高め、まちの活性
化を図ります。

旧中山道の佇まいを彷彿
させる、全面に天然石を
敷き詰めた参道をイメージ
した整備を行います。

▼立教通り無電柱化エリア

↓

▼整備前の立教通り

【これまでの経過】

平成２５～２７年度 協議会の開催

平成２８～２９年度 個別ヒアリングの実施

平成３０年度 協議会再開、住民アンケートの実施

令和元年度～令和3年度 電線共同溝設計、道路設計の実施

・部分一方通行化を基本に、電線共同溝設計と道路の修景設計を実施

・景観、環境に配慮した「環境モデル路線」としての整備検討

・電線共同溝に関係する試掘工事（令和3年度予定）
令和4年度以降 電線共同溝工事

・一方通行化、電線共同溝工事の着手

▼整備後の立教通り（イメージ）

立教通り整備事業（無電柱化）
420,556千円 ➡ 37ページ

既存新規

90周年
記念事業



さらに安全・安心なまちづくり 【中長期的なテーマ】

池袋駅北口前公衆トイレを西口のシンボルとして整備
池袋駅北口前公衆トイレの改修では、ウイロードからのつながりを重視し、一体的な装飾を施すこと
により、池袋の更なるイメージアップを図ります。

◀ウイロードを
デザインした
美術作家の
植田志保氏

新規

▲植田氏が公開制作したウィロード
（2019年11月24日完成）

★改修前の池袋駅北口前公衆トイレ

池袋駅北口前公衆トイレの改修事業経費
64,143千円
（内：3年度予算からの繰越額

33,000千円 ➡ 37ページ）

90周年
記念事業
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各分野の重点事業
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新型コロナウイルス感染症対策事業 【令和4年度重点テーマ】
（単位：千円）

25

新型コロナ対策事業
事業数 事業費

うち新拡分
事業費

26事業 3,525,154 3,461,799

 種別

 新規

所管課

人事課

総合窓口課

総合窓口課、税務課

生活産業課

高齢者医療年金課

福祉総務課(自立促進担当
課長)

15,035生きづらさ支援員体制強化事業（ひきこもり支援）

 拡充

 新規

 新規

 拡充

 新規

 新規

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、保健所等による行政検査や国・都補助の対象外となる施
設職員や利用者に対するPCR検査のほか、平常時における予防的なPCR検査を実施する。

臨床心理などの専門知識を持つ生きづらさ支援員を新たに配置し、就労に限らない多様な社会参加の
機会を推進する。

 新規

 新規

 新規

6

              1,759               1,759

 新規

7

              6,014

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付が令和4年3月末日まで延長となったた
め、令和4年4～6月分の支給金と事務経費を確保する。          227,547           227,547

福祉総務課(自立促進担当
課長)

高齢者福祉課

15,035

8 ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ事業
敬老月間に合わせてお祝いの手紙を75歳以上の区民へ送付し、困りごとや相談を地域の高齢者総合
相談センターで受け付け、相談や見守り支援につなげていく。              6,014

 新規

高齢者福祉課

障害福祉課

障害福祉課

介護保険課12

10

介護サービス事業者等におけるPCR検査実施事業
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、保健所等による行政検査や国・都補助の対象外となる施
設職員や利用者に対するPCR検査のほか、平常時における予防的なPCR検査を実施する。

3,880 3,880

              2,808在宅要介護者の受入体制整備事業（障害者分）

            11,711

家族がコロナに感染して在宅での生活が困難になった要介護障害者に対して、必要な障害福祉サービ
スが提供できる施設への入所が可能となるよう、受入体制の整備を行う。

障害福祉サービス事業者等におけるPCR検査実施事業

              2,808

            17,684             17,684

            11,711

1 新型コロナウイルスワクチン職域接種（３回目接種） 区職員の新型コロナウイルス感染症ワクチン職域接種（３回目）に必要な経費を計上する。              4,231               4,231

              9,904               8,056

              8,264               3,626

4 商店街プレミアム付地域商品券事業
コロナ禍による売上げ減少等が課題となっている商店街を活性化するため、各商店街が発行するプレミ
アム付商品券事業に係る経費及び事業研究費を補助する。            51,000             51,000

3 税証明書、住民票の写し、戸籍等の電子申請
オンラインによる電子申請サービス。税証明、住民票の写し、印鑑証明、戸籍及び戸籍の附票が対
象。決済はクレジット決済。

5 後期高齢者医療保険料電子マネー納付等の導入
モバイルレジ・モバイルクレジット・電子マネー納付の導入によりデジタル化を推進し、コロナ禍における外
出不要な納付の機会を拡大する。また標準化に対応したバーコード仕様にシステム改修する。

No. 事業名 事業概要 事業費

2 キャッシュレス決済とセミセルフレジ導入事業
証明書交付窓口に２台キャッシュレス決済対応のセミセルフレジを導入し、コロナ感染対策を行うととも
に、納付方法の選択肢を増やすことで利便性を向上させる事業。

 うち新拡分
事業費

11

9 在宅要介護者の受入体制整備事業（高齢者分）
家族がコロナに感染して在宅での生活が困難になった要介護高齢者に対して、必要な介護サービスが提
供できる施設等への入所が可能となるよう、受入体制を整備する。



新型コロナウイルス感染症対策事業 【令和4年度重点テーマ】
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保育課

保育課（保育政策担当課
長）

保育課（保育支援担当課
長）

公園緑地課

学務課
放課後対策課

 種別 所管課

              4,126               4,126

感染症法に基づき、重症患者等、医療措置が必要な陽性患者の治療に要する医療費及び患者移送
費を公費負担する。陽性患者急増に備え、業務が滞ることなく実施できるよう人材派遣の活用、健康
観察の委託を行う。

 拡充

 新規

              1,739

18

21

 拡充

 拡充

 新規

 新規

 拡充

介護保険課

地域保健課

保育課（保育政策担当課
長）

保育課（保育支援担当課
長）

健康推進課

保育課

13 介護保険料電子マネー納付の導入

15

              5,610               5,610

地域型保育事業新型コロナウイルス感染症対策事業

16 認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業
認可外保育施設の新型コロナウイルス感染防止対策のための衛生用品の購入およびかかり増し経費の
一部を補助する。

       2,570,589

              3,770

地域型保育事業の新型コロナウイルス感染防止対策のための衛生用品の購入およびかかり増し経費の
一部を補助する。

              7,909
普通徴収による収納率改善のために、新たなキャッシュレス決済を導入するとともに、標準システム移行
の準備作業として、コンビニバーコード情報の改修作業を行う。

              3,650

日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要となった保護者などが、ベビーシッターを利用
する場合の利用料の一部を補助する。

       2,570,589
健康推進課（新型コロナウイ
ルスワクチン接種担当課長）

子育て支援課

          427,970

              3,650

          427,970

              3,770

14 区内医療機関へのPCR検査委託
PCR検査を求める区民に対して、安定的に検査を実施できるよう、区内医療機関にPCR検査の委託
をする。また、区民在住で陽性反応者（入院が必要な重症者）に対して優先的に入院ができるよう
ベッドの確保を委託する。

            46,002             46,002

No. 事業名 事業概要 事業費
 うち新拡分
事業費

            11,117

17 新型コロナウイルス感染症対策事業

区立幼稚園、区立小・中学校、子どもスキップ、教育センターに勤務する検査希望者に対し、PCR検
査費用を助成する。              1,141               1,141

24 コロナ対策警備強化事業
閉園後の夜間に迷惑行為の発生している公園において、夜間の警備を増強することで直接的な注意を
実施し、迷惑行為の防止・削減を行う。            67,661             14,000

19

私立保育所新型コロナウイルス感染症対策事業
私立認可・認証保育所の新型コロナウイルス感染防止対策のための衛生用品の購入およびかかり増し
経費の一部を補助する。

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）

 拡充

 新規

 新規

 新規

 新規            16,200

私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業

23

            16,200

                 942  新規

その他１事業

新型コロナウイルス感染症の影響で、保育所等が臨時休園等を行った際、仕事を休むことが困難な方
がベビーシッターを利用した場合に、利用料及び交通費の助成を行う。                 942

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
1・2回目接種の継続とともに、追加接種（3回目接種）と5～11歳の小児接種を実施する。そのため
に必要な新型コロナウイルスワクチン接種体制を確保するための経費を計上する。

新型コロナウイルス感染症対策ベビーシッター事業

私立幼稚園が新型コロナウイルス感染症対策で購入する保健衛生用品費用およびかかり増し経費の
一部を補助する。

25 子ども関連施設等に勤務する職員のPCR検査事業

22

20 子ども関連施設等に勤務する職員のPCR検査事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、区内の認可保育所等を対象に、希望する従事者
が受けるPCR検査に要する費用を補助する。

              4,800               4,800

              1,739



SDGs推進事業 【令和4年度重点テーマ】
（単位：千円）
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事業費事業数
SDGs推進事業

167,437195,70212事業

うち新拡分
事業費

男女平等推進センター

生活産業課

環境保全課

環境保全課

ごみ減量推進課

ごみ減量推進課

福祉総務課（自立促進担
当課長）

公園緑地課

指導課

              1,875               1,875

10 生きづらさ支援員体制強化事業（ひきこもり支援）
臨床心理などの専門知識を持つ生きづらさ支援員を新たに配置し、就労に限らない多様な社会参加の
機会を推進する。15,035

            14,146             14,146  拡充

 新規

 新規

ファーマーズマーケット事業

12 豊島区におけるインクルーシブ教育システムの構築事業
要小学校をモデル校に指定し、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒の交流及び早期からの
就学支援等のインクルーシブ教育の仕組みを構築する。              6,000               6,000

11
【SDGｓモデル事業】中小規模公園公民連携活用プロジェクト
事業

東京都の新規補助事業である、「子供・長寿・居場所区市町村包括補助金（補助率100％）」を
活用し、インクルーシブ遊具等の設置を進め、中小規模公園の活用促進を図る。            49,934             42,060  拡充

 拡充

8 プラスチック分別収集モデル事業
現在、可燃ごみとして収集しているプラスチック製容器包装と製品プラスチックをリサイクル資源として新た
に収集する仕組みを構築する。令和４年度は、モデル実施に向けた区民説明会やチラシポスティング等
の周知を行う。

15,035

9 バイオマスプラスチック利用促進事業
バイオマス成分を含んだオリジナルのごみ袋を作製し、イベント等で区民に配布する。封入作業を区内の
障害者作業所に依頼するなど、地域資源を活用する。

総務課

              1,500

7 もっときれいな街づくり推進事業
池袋駅周辺の環境美化向上と高齢者のいきがい創出を目的とした「としまシルバースターズ」の実施体
制の強化及び清掃範囲を拡充する。            15,430               2,589

4 エポック10開設30周年記念事業
エポック10開設30周年を記念し、講演会を行い、ライブ配信する。また、記念誌等の作成及びSDGs
特集コーナーを設置する。              1,500

6 としま”まちキレイ”プロジェクト
環境美化に関する取組みを一体的に進めるとともに、地域や企業と連携し、環境美化活動の見える
化、魅せる化を進める。また、清掃活動の活性化・ネットワーク化促進のため、ごみ拾いSNS「ピリカ」を
導入する。

                 700              2,276

 新規

 拡充

 拡充

5

No. 事業名 事業概要 事業費

              5,253               2,232

 うち新拡分
事業費 所管課

「SDGs未来都市」として、区民、団体、企業の皆さまとともに「オールとしま」で2030年のゴールに向けて
着実に歩みを進めていく。              9,000               9,000

区内中学生を広島に派遣し、平和記念式典参加や被爆者の講話を通じて、平和の尊さを学習する。
また、派遣報告書をとりまとめて区内中学校等に配布し、意識啓発を図る。

企画課（SDGs未来都市推
進担当課長）

総務課

自治体SDGsモデル事業第１号として、イケ・サンパークで土、日曜日に開催するファーマーズマーケット
事業に要する経費。            70,000             70,000

3

 種別

 新規

 拡充

 拡充

 新規

非核都市宣言40周年記念事業 豊島区の非核都市宣言40周年を記念して、特別展示等の様々な啓発事業を実施する。              5,253               2,300

1 SDGs未来都市推進事業

2 中学生平和派遣事業
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事業数 事業費

          788,33218事業

うち新拡分
事業費

          282,394
デジタル化推進事業

8 後期高齢者医療保険料電子マネー納付等の導入【再掲】

9 介護保険料電子マネー納付の導入【再掲】

11 区立保育園午睡チェック機器の導入事業

10
LINE活用等による子ども若者総合相談事業の拡充
（すずらんスマイルプロジェクト）

                 496                  496

              8,264               3,626

様々な困難を有する子ども・若者からの相談を受け、他機関や地域と連携しながら支援に繋げている。
LINEを利用し、相談予約や情報発信ツールとして活用することで、相談しやすい環境をつくる。              8,393

 拡充

普通徴収による収納率改善のために、新たなキャッシュレス決済を導入するとともに、標準システム移行
の準備作業として、コンビニバーコード情報の改修作業を行う。            11,117               7,909

乳幼児突然死症候群を防ぐとともに、保育士の負担を軽減するため、午睡時の児童の呼吸等の確認
のできる機器（ベビーセンサー）を区立園（公設公営）に段階的に導入する。

防災危機管理課

総合窓口課

総合窓口課
税務課

              7,201

              8,393

 種別事業名

 新規

No.

            14,512

 拡充            21,6612 被災者生活再建支援システム更新
導入後９年が経過し、システム更新の時期を迎えている。有事の際、迅速に罹災証明書を発行するた
めに、システムの構成変更及び機器等の更新を行う。            26,301

3 同報系防災行政無線デジタル化事業
令和３年度までにデジタル化工事は完了する予定だったが、施設新築工事等により、今年度中に整備
できない個所があるため、未整備１か所を令和４年度に整備すると共に保守経費を計上する。            14,512

所管課

情報管理課
区民相談課

防災危機管理課

5

 拡充

税証明書、住民票の写し、戸籍等の電子申請【再掲】

              1,716

1 オンライン相談サービスの実施
各専門士業による区民相談等のオンライン相談（ビデオ通話）サービスを行なうとともに、今後の利用
促進に向けた検証用アカウントを保持する。

事業概要 事業費
 うち新拡分
事業費

 拡充

 新規

 拡充

オンラインによる電子申請サービス。税証明、住民票の写し、印鑑証明、戸籍及び戸籍の附票が対
象。決済はクレジット決済。

              1,759               1,759

 拡充

4 キャッシュレス決済とセミセルフレジ導入事業【再掲】
証明書交付窓口に２台キャッシュレス決済対応のセミセルフレジを導入し、コロナ感染対策を行うととも
に、納付方法の選択肢を増やすことで利便性を向上させる事業。

              8,502

モバイルレジ・モバイルクレジット・電子マネー納付の導入によりデジタル化を推進し、コロナ禍における外
出不要な納付の機会を拡大する。また標準化に対応したバーコード仕様にシステム改修する。              9,904               8,056 高齢者医療年金課

介護保険課

子ども若者課

保育課              7,201

 新規

 拡充

 拡充

6 番号制度対応（マイナンバーカード交付促進）関係事業
マイナンバーカードの普及促進のための申請サポート業務委託、マイナンバーカード交付体制強化のため
の会計年度任用職員の増員、マイナポイント予約・申込支援事業。          258,950           114,700

7 財産調査における預貯金等照会業務のデジタル化事業
国税徴収法第47条・地方税法第331条に基づいた財産の差押の事前準備となる財産調査(国税徴
収法第141条)を電子化する。

総合窓口課
東部区民事務所
西部区民事務所

税務課(収納推進担当課
長）
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【参考】

その他4事業

14 Chromebook端末の整備事業

12 区立保育園ICTの導入事業

13 まちづくり総合窓口のサービス拡充事業

既購入分のタブレット端末の通信経費・運営経費等を計上する。224,934 8,466 拡充 庶務課

          182,936             65,671

            17,548
保育士の業務効率化を図ることにより保育士の負担を軽減し、保育の質を向上させるため、登降園管
理機能等を有したＩＣＴ機器を段階的に導入する。            17,548

 種別事業名No. 所管課事業概要 事業費
 うち新拡分
事業費

保育課

都市計画課
まちづくり情報コーナーの充実を図るため、全ての操作端末に対応した大判図面プリンターの印刷機の設
置及びオープンデータ保守業務を委託する。

 拡充

              7,515  拡充                 680

1 標準システム導入支援事業             37,147             37,147 新規 国の進めるシステム標準化に対応するため、現システムと標準システムの差異分析や移行計画立案など
の支援（コンサルタント）を委託する。

情報管理課
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【参考：施設建設事業】

10事業           211,335             55,097

文化を基軸とした
まちづくり

事業数 事業費
うち新拡分
事業費

            32,410               5,465

新規

拡充

拡充

新規

新規

豊島区伝統工芸保存会の発足30周年（令和5年度）の節目に向け、記念誌を発行する。

                 910                  910

              3,372

            63,300             18,300

新規

              3,000 池袋西口公園野外劇場も会場となるため、屋外プログラムの実施経費相当額を負担金とし支出する。

としま文化の日・としま文化推進期間に係る普及啓発の実施に係る経費を計上する。

古き良き昭和の歴史・文化を次世代に継承するため、味楽百貨店の一部を借用し、新たな文化施設
を整備する。（令和４年11月にオープン予定）

6

5

平成29年度に池袋本町で発見された「幻の貝塚」の調査・分析結果を踏まえた学術報告書を刊行
し、これまでの成果を区民等に公表する。

豊島区指定史跡である「池袋富士塚」の講碑の損壊が激しく、また塚本体の傷みも著しいため、保存
修理事業を実施する。

明治後期～大正初期築の貴重な戦前建造物について、補助金を活用した修復が可能となるよう、区
文化財指定に必要な文化財建造物調査を実施する。

            28,306               1,361

9

8

7 婦人之友社社屋文化財建造物調査事業

拡充

拡充「幻の貝塚」発見に伴う埋蔵文化財調査

豊島区指定史跡「池袋富士塚」保存修理事業

東京種苗事務所棟および榎本家主屋文化財調査事業

拡充            27,990               1,045

庶務課10

            29,767               2,822

所管課

生活産業課

文化デザイン課

文化デザイン課

文化デザイン課

熊谷守一美術館遺品展の開催

TACTフェスティバル開催支援事業

「としま文化の日」の中核となる記念事業の実施

文化デザイン課

4

3

2

1

（仮称）昭和歴史文化記念館の整備（味楽百貨店整備・活
用事業）

婦人之友社社屋（昭和38年築・遠藤楽氏設計）を『婦人之友』・『子供之友』の表紙絵を公開する
施設として活用するため、指定に必要な文化財建造物調査を実施する。

GLOBAL RINGでの定期的な公演の他、あわせて「街なかクラシックプロジェクト」として、クラシック音楽
によるまちづくりを区内全域で展開し、街のイメージ向上を図る。

新たに発見された熊谷守一の遺品の初公開を含む展覧会を開催し、会期のうち6日間を区制90周年
を記念し無料公開とする。

No. 事業名 事業概要

豊島区伝統工芸保存会30周年記念誌発行事業

Tokyo Music Evening Yube運営事業 文化観光課

庶務課

庶務課

庶務課

 事業費
 うち新拡分
事業費  種別

              3,000

              3,372

              4,789               1,331

            17,491             17,491

拡充

2 旧第十中学校跡地野外スポーツ施設の整備               6,721               6,721 施設建設事業
サッカー、少年野球、テニス、ラグビーなどの多目的な競技に対応した野外スポーツ施設を整備する。
令和４年度は旧校舎の解体及びスポーツ施設整備工事を実施する。 学習・スポーツ課

1 （仮称）昭和歴史文化記念館の整備（味楽百貨店整備・活
用事業）

            82,910             82,910 施設建設事業 古き良き昭和の歴史・文化を次世代に継承するため、味楽百貨店の一部を借用し、新たな文化施設
を整備する。（令和４年11月にオープン予定）

文化デザイン課

（単位：千円）
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子どもと女性にやさしい
まちづくり

事業数 事業費
うち新拡分
事業費

40事業 12,959,782 1,035,997

No. 事業名  事業費
 うち新拡分
事業費  種別 事業概要 所管課

1 児童相談所設置市事務（障害者入所支援・通所支援） 10,938 10,938 新規
令和5年2月、区の児童相談所設置に伴い、都から移管される障害児入所給付費の支給等に関する
事務に必要な予算を措置する。

障害福祉課
(障害福祉サービス担当課
長）

健康推進課

3 スポットビジョンスクリーナ導入経費 8,201 3,295 拡充
3歳児健診においてスポットビジョンスクリーナを導入し、視覚の感受性の高い時期に弱視等の視覚異
常を早期発見し、早期治療・矯正につなげる。

健康推進課
長崎健康相談所

2 小児慢性特定疾病医療費助成事業                    36,036                    36,036 新規
令和5年2月からの児童相談所設置に伴い、都より移管される小児慢性特定疾病支給認定及び医療
費助成に関する事務に要する経費を計上する。

子ども若者課

5
LINE活用等による子ども若者総合相談事業の拡充
（すずらんスマイルプロジェクト）【再掲】                      8,393                      8,393 新規

様々な困難を有する子ども・若者からの相談を受け、他機関や地域と連携しながら支援に繋げている。
LINEを利用し、相談予約や情報発信ツールとして活用することで、相談しやすい環境をつくる。 子ども若者課

4 「としま子ども若者応援プロジェクト」普及・啓発事業 1,547 697 拡充
「としま子ども若者応援プロジェクト」は、子どもたちのための寄附金やコト・モノ支援を通じ「支援をしたい
人」と「支援が必要な人」を結ぶ取組。オールとしまによるSDGsの推進として、さらに地域全体で「支援
の輪」を広げていくため、より一層の普及・啓発を図る。

子ども若者課

7
としま子ども若者応援基金活用事業
（すずらんスマイルプロジェクト）

                     2,000                      2,000 新規
困難を抱えた子ども・若者や子育て家庭への支援事業を地域団体等から提案いただき、選定された事
業に対して資金を助成する。 子ども若者課

6
若年女性つながりサポート事業
（すずらんスマイルプロジェクト）                      5,008                      5,008 拡充

孤独・孤立で不安を抱える女性が社会との絆・つながりを回復できるよう、気軽に立ち寄り、居場所とも
なるカフェなどで、「アシスとしま」の拡大版として「出張相談会」を実施する。

子育て支援課

9 家庭養育の体制整備事業                    15,317                    15,317 新規
児童に対し、より家庭的な環境を提供するため、児童と里親のマッチング等を専門機関に委託するととも
に、社会的養育環境の整備に向けて普及・啓発活動を行う。

子育て支援課
（児童相談所設置準備担
当課長）

8 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）【再掲】                      3,770                      3,770 新規
日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要となった保護者などが、ベビーシッターを利用
する場合の利用料の一部を補助する。

子育て支援課
（児童相談所設置準備担
当課長）

11 一時保護所管理運営事業                      8,485                      8,485 新規 一時保護の実施、一時保護している児童の生活指導、健康管理、学習支援等を行う。
子育て支援課
（児童相談所設置準備担
当課長）

10 児童福祉施設等への入所に係る費用の支弁事業                   105,729                   105,729 新規
児童養護施設等に入所又は一時保護委託をした場合において、法律に基づき、当該児童の生活費
等について支弁する。

子育て支援課
（児童相談所設置準備担
当課長）

12 児童相談所管理運営事業                    59,616                    48,495 新規 児童相談所の運営に必要な物品の購入や業務委託、研修参加による人材育成等を行う。

（単位：千円）
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No. 事業名  事業費

 うち新拡分
事業費  種別 事業概要 所管課

13 出産応援事業（東京都事業）                      5,696                      5,696 新規
令和3年度から開始された「東京都出産応援事業」（区市町村が一部事務を受託）を令和4年度も
引き続き実施するための経費を計上する。 子育て支援課

子育て支援課

15 育児支援ヘルパー事業の拡充                    42,018                    14,000 拡充
妊娠中から2歳までの子どものいる手助けが必要な家庭にヘルパーを派遣し、育児・家事の支援を行
う。需要増に対応できる予算を確保し、必要な家庭に確実に実施できる体制を整備する。 子育て支援課

14 支援対象児童等見守り強化事業（食料提供）                      6,991                      6,991 新規
支援を必要とする子育て世帯の居宅を訪問するなどし、食品の提供を通じて生活状況の把握や子ども
の安全確認と見守りを実施する（民間団体への業務委託により実施）。

保育課

17 区立保育園ICTの導入事業【再掲】                    17,548                    17,548 拡充
保育士の業務効率化を図ることにより保育士の負担を軽減し、保育の質を向上させるため、登降園管
理機能等を有したＩＣＴ機器を段階的に導入する。 保育課

16 区立保育園午睡チェック機器の導入事業【再掲】                      7,201                      7,201 拡充
乳幼児突然死症候群を防ぐとともに、保育士の負担を軽減するため、午睡時の児童の呼吸等の確認
のできる機器（ベビーセンサー）を区立園（公設公営）に段階的に導入する。

保育課（保育政策担当課
長）

19 区内保育施設イケバス活用事業                      7,769                         919 拡充
区内保育施設等に在籍する5歳児をのせ、キッズパークやサンシャイン水族館への送迎を実施すること
で、保育所等における園外活動の充実を図る。

保育課（保育政策担当課
長）

18 私立保育所の新規開設に伴う各種補助事業              12,093,357                   561,731 拡充
令和4年度当初に開設する私立保育園4園について、子ども・子育て支援法等に基づき運営費等を支
弁するとともに、保育事業者に対する各種補助を行う。

保育課（保育政策担当課
長）

21
地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の
利用支援事業                      2,400                      2,400 新規

幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない満３歳以上の幼児の保護者が、一定の要件を満た
す各種学校へ支払う利用料について、月20,000円を上限に、保護者へ直接給付する。

保育課（保育支援担当課
長）

20 緊急１歳児受入事業                    22,080                    22,080 新規
4・5歳児の保育室等を有効活用し、保育需要が高い1歳児を緊急的に受入れ、待機児童対策を行
う。

公園緑地課

23 公衆便所における清掃の強化事業                    14,106                      6,929 拡充
池袋駅北口前と大塚駅前の公衆便所は、繁華街にあり、利用頻度が高いため、清掃回数を増加す
る。 公園緑地課

22
【SDGｓモデル事業】中小規模公園公民連携活用プロジェクト事業【再
掲】                    49,934                    42,060 拡充

東京都の新規補助事業である、「子供・長寿・居場所区市町村包括補助金（補助率100％）」を
活用し、インクルーシブ遊具等の設置を進め、中小規模公園の活用促進を図る。

公園緑地課

25 生理用品の学校への配布事業 1,154 1,154 新規
区立小中学校のトイレ、保健室等に生理用品を設置し、困った時に使える体制を整え、安全・安心な
学校生活に寄与する。

庶務課
学務課

24 池袋駅北口前・大塚駅前公衆便所における特別清掃の強化事業                      1,636                         812 拡充
池袋駅北口前と大塚駅前の公衆便所について、通常清掃に加え、臭気のもととなる尿石を薬剤を以て
除去する特別清掃の回数を増加し、より清潔な状態を保つ。

庶務課26 Chromebook端末の整備事業【再掲】                   224,934                      8,466 拡充 既購入分のタブレット端末の通信経費・運営経費等を計上する。
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【参考：施設建設事業】

No. 事業名  事業費
 うち新拡分
事業費  種別 事業概要 所管課

27 学校・地域の連携推進事業                         897                         147 拡充 コミュニティ・スクールに付随する学校評価第三者評価委員にかかる経費を計上する。 指導課

庶務課（教育施策推進担
当課長）

29 中学３年生に対するインフルエンザ予防接種費用補助                         841                         841 新規
中学3年生が高校受験に向けて実力を十分に発揮できるよう、インフルエンザ予防接種の費用補助を
行う。 学務課

28 インターナショナルセーフスクール推進事業                      5,185                      5,185 新規 朋有小、富士見台小、高南小、清和小のインターナショナルセーフスクール再認証取得を行う。

学務課

31 入退室管理システムの修繕経費                    17,917                      6,380 拡充
学校改築・校庭等改修に伴い、入退室管理システム（ミマモルメ）の機器移設等（池袋第一小学
校、椎名町小学校、高南小学校、朋有小学校）を行う。 学務課

30 医療的ケアが必要な児童・生徒に対する学校看護師配置事業                    11,888                         537 拡充 医療的ケアが必要な児童等が安全に学校生活を送ることができるよう、学校看護師を配置する。

学務課

33 豊島区におけるインクルーシブ教育システムの構築事業【再掲】                      6,000                      6,000 拡充
要小学校をモデル校に指定し、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒の交流及び早期からの
就学支援等のインクルーシブ教育の仕組みを構築する。 指導課

32 通学路安全強化事業                    75,668                      4,078 拡充 通学路に配置している交通安全指導員の増員を図る。

その他7事業                   79,522                   66,679

子育て支援課（児童相談
所設置準備担当課長）
長崎健康相談所
防災危機管理課

1 長崎健康相談所・児童相談所の整備              1,179,807              1,179,807 施設建設事業

既存施設の建替えにより、長崎健康相談所と児童相談所等の複合施設を整備する。
長崎健康相談所：令和5年1月末本移転予定
児童相談所 ：令和5年2月開設予定
池袋消防団第五分団関係施設：令和5年2月開設予定



高齢者にやさしいまちづくり
（単位：千円）
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高齢者にやさしいまちづくり
事業数 事業費

うち新拡分
事業費

14事業 252,852 111,252

No. 事業名  事業費
 うち新拡分
事業費  種別 事業概要 所管課

1 成年後見制度利用促進事業              14,531              14,531 新規
必要な人が成年後見制度を利用できるよう、地域連携の仕組みを構築するとともに、協議会を適切に
運営するための中核となる機関を設置する。 福祉総務課

2 特別養護老人ホーム等の整備ニーズ検討              22,000              22,000 新規
西巣鴨地域での特別養護老人ホーム整備にあたり、真に必要な施設や機能を判断する調査を行うとと
もに、整備用地における施設規模や整備手法を一体的に検討する。 福祉総務課

福祉総務課（自立促進担
当課長）

4 ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ事業【再掲】                6,014                6,014 新規
敬老月間に合わせてお祝いの手紙を75歳以上の区民へ送付し、困りごとや相談を地域の高齢者総合
相談センターで受け付け、相談や見守り支援につなげていく。 高齢者福祉課

3 生きづらさ支援員体制強化事業（ひきこもり支援）【再掲】 15,035 15,035 新規
臨床心理などの専門知識を持つ生きづらさ支援員を新たに配置し、就労に限らない多様な社会参加の
機会を推進する。

高齢者福祉課

6 敬老入浴事業              48,138                1,189 拡充
公衆浴場の利用料金10円値上げに伴い、65歳以上の区民が100円で公衆浴場に入浴できる敬老
入浴事業の自己負担額を据え置き、値上がり分を区負担とする。 高齢者福祉課

5
高齢者への訪問・出張相談、介護予防推進支援、見守り強化
事業

             24,000              24,000 新規
高齢者総合相談センターの人員を増員し、フレイル対策の推進、アウトリーチ型の積極的な相談体制
へのシフト、気になる独居高齢者等の見守りを継続して行う。

高齢者福祉課

8 介護予防センターでのだれでも食堂の実施事業              16,000                   670 拡充
ひとり暮らし高齢者ほか、あらゆる世代の方が利用できる「だれでも食堂」を高田介護予防センターで実
施し、居場所づくりや世代間交流、外出の機会を促進する。 高齢者福祉課

7 高齢者住宅火災代理通報              13,876                   317 拡充
現行の消防直接型火災安全システムでは、利用にあたって協力員の設置が必要であり活用がしにくい
ため、協力員が不要な、民間代理型の通報システムを追加する。

高齢者福祉課

10 短期集中通所型サービス（通所型サービスC）                9,463                3,365 拡充
今年度、都のモデル事業として実施している総合事業の短期集中通所型サービス（通所型サービス
Ｃ）について、令和４年度は内容等を拡充して実施する。 高齢者福祉課

9 介護予防推進事業              29,054                1,444 拡充
介護予防運動プログラム事業を区民のニーズに合わせるとともに、通所型の介護予防からアウトリーチ型
に転換する。
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高齢者にやさしいまちづくり
No. 事業名  事業費

 うち新拡分
事業費  種別 事業概要 所管課

高齢者福祉課

12
高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種の自己負担分全額補助事
業

             23,889              15,498 拡充
接種にかかる自己負担額4,000円を無料化することで、接種率の向上を図る（令和3年2定補正にて
採択され、今年度より実施中）。 健康推進課

11 高齢者クラブ連合会創立60周年記念事業助成              20,163                   500 拡充 豊島区高齢者クラブ連合会が創立60周年を記念して実施する事業に対して助成を行う。

住宅課

14 安心住まい提供事業（見守りサポートシステムの設置）                1,089                1,089 新規
安心住まい住戸に見守りシステムを導入する。一定時間電球の点灯・消灯がない場合、緊急連絡先
へ通知がされるライト(ハローライト)を居室に設置し、安否確認を行う。 住宅課

13 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進事業                9,600                5,600 拡充

住宅確保要配慮者のみが入居できる「セーフティネット専用住宅」について、現状、家賃低廉化に対す
る補助として、オーナーに対し１か月４万円（上限）の補助を行っている。令和4年度は、新たな「セー
フティネット専用住宅」の登録見込みがあることを受け、家賃低廉化に対する補助経費を既存の11戸
分から20戸分に拡充する。
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さらに安全・安心なまちづくり
事業数 事業費

うち新拡分
事業費

21事業 270,017 145,852

環境保全課

10 もっときれいな街づくり推進事業【再掲】              15,430               2,589 拡充
池袋駅周辺の環境美化向上と高齢者のいきがい創出を目的とした「としまシルバースターズ」の実施体
制の強化及び清掃範囲を拡充する。 環境保全課

9 としま”まちキレイ”プロジェクト【再掲】                2,276                  700 拡充
環境美化に関する取組みを一体的に進めるとともに、地域や企業と連携し、環境美化活動の見える
化、魅せる化を進める。また、清掃活動の活性化・ネットワーク化促進のため、ごみ拾いSNS「ピリカ」を
導入する。

防災危機管理課（治安対
策担当課長）

8
池袋駅西口駅前広場警戒業務・大塚駅周辺地区警戒業務委
託

             70,683             70,683 拡充
池袋駅西口の駅前広場等における飲酒、喫煙等の禁止行為を抑止するため、24時間警備員を配置
し注意喚起、見張りを実施するとともに、大塚駅周辺にて来街者に対する注意喚起広報及び客引き行
為者に対する注意等を行う警備隊員を配置する。

防災危機管理課（治安対
策担当課長）

7 自動通話録音機貸与事業                1,840                  723 拡充
令和4年度より東京都補助が終了するが、継続して自動通話録音機を区内3カ所の警察署及び防災
危機管理課より、65歳以上の高齢者世帯へ無償貸与し、特殊詐欺の未然防止を図る。

防災危機管理課

6 巣鴨警察署管内暴力団排除協議会補助事業                1,140                  240 拡充
令和３年５月２３日に左記協議会が発足。他の同種団体（池袋組織犯罪根絶協会）と同様に補
助金の交付を実施する。

防災危機管理課（治安対
策担当課長）

5 防災士資格の取得にかかる費用助成事業                   377                  377 新規
様々な災害対応知識を習得した方を中心に、災害時だけでなく平時から地域防災組織等による防
災、減災の取り組みを加速させるため、防災士資格の取得に必要な講習受講料の助成を行い、資格
取得者の増を目指す。

防災危機管理課

4 としまDOKIDOKI防災フェス2022                3,000               1,457 拡充
災害における「自助」「共助」の重要性を区民に普及徹底するとともに、地域防災力の強化を目的とし
て、防災公園にて「としまDOKIDOKI防災フェス」を開催する。 防災危機管理課

3 防災カメラ設置事業                5,446               5,446 新規 救援センターとなる池袋第一小学校の新校舎完成に伴い、防災カメラを設置する。

1 同報系防災行政無線デジタル化事業【再掲】              14,512             14,512 拡充
令和３年度までにデジタル化工事は完了する予定だったが、施設新築工事等により、今年度中に整備
できない個所があるため、未整備１か所を令和４年度に整備すると共に保守経費を計上する。 防災危機管理課

2 救援センター用備蓄品の購入（クワトロトイレ）                   942                  942 新規 西巣鴨小学校にマンホールトイレが新設されることに伴い、クワトロトイレ(男性用小便器)を配備する。 防災危機管理課

No. 事業名  事業費
 うち新拡分
事業費  種別 事業概要 所管課

（単位：千円）
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【参考：施設建設事業】

その他3事業             13,743               9,743

学務課

18 通学路安全強化事業【再掲】              75,668               4,078 拡充 通学路に配置している交通安全指導員の増員を図る。 学務課

17 入退室管理システムの修繕経費【再掲】              17,917               6,380 拡充
学校改築・校庭等改修に伴い、入退室管理システム（ミマモルメ）の機器移設等（池袋第一小学
校、椎名町小学校、高南小学校、朋有小学校）を行う。

公園緑地課

16 インターナショナルセーフスクール推進事業【再掲】                5,185               5,185 新規 朋有小、富士見台小、高南小、清和小のインターナショナルセーフスクール再認証取得を行う。
庶務課（教育施策推進担
当課長）

15 街路樹の樹木診断事業                8,150               8,150 新規
活力の衰えた街路樹の適正な管理に向け、倒木等の危険性のある樹木を早期発見するための樹木診
断を実施する。

公園緑地課

14
池袋駅北口前・大塚駅前公衆便所における特別清掃の強化
事業

               1,636                  812 拡充
池袋駅北口前と大塚駅前の公衆便所について、通常清掃に加え、臭気のもととなる尿石を薬剤を以て
除去する特別清掃の回数を増加し、より清潔な状態を保つ。 公園緑地課

13 公衆便所における清掃の強化事業【再掲】              14,106               6,929 拡充
池袋駅北口前と大塚駅前の公衆便所は、繁華街にあり、利用頻度が高いため、清掃回数を増加す
る。

地域保健課

12 土砂災害特別警戒区域内擁壁等対策工事助成事業                2,974               2,500 拡充
土砂災害特別警戒区域内のがけ、擁壁等の安全対策工事に要する経費の一部助成を拡充し、宅地
及び建築物の安全性の向上を図る。 建築課

11 緊急医療救護所資器材等の拡充              14,992               4,406 拡充 新たに追加する緊急医療救護所に医療資器材及びコロナ対策用資器材を配備する。

No. 事業名  事業費
 うち新拡分
事業費  種別 事業概要 所管課

2 立教通り整備事業（無電柱化）           420,556           420,556 施設建設事業
歩道拡幅、無電柱化による安全性、防災性を高め、環境機能と景観機能を向上させる道路整備を行
う。 道路整備課

1 巣鴨地蔵通り景観整備事業（無電柱化）           364,000           364,000 施設建設事業 巣鴨地蔵通りの無電柱化を行う。 道路整備課

3 池袋駅北口前公衆トイレ改修事業             33,000             33,000 施設建設事業
池袋駅北口前公衆トイレの改修では、ウイロードからのつながりを重視し、一体的な装飾を施すことによ
り、池袋の更なるイメージアップを図る。 公園緑地課
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次世代を担う子どもを
育む教育

事業数 事業費
うち新拡分
事業費

39事業 6,481,200 5,550,640

1 224,934 8,466 拡充 既購入分のタブレット端末の通信経費・運営経費等を計上する。 庶務課

2 8,581 2,098 拡充 学校間で蔵書を検索できる学校図書館システムの提供価格変更に伴い費用を計上する。 庶務課

3 11,888 537 拡充 医療的ケアが必要な児童等が安全に学校生活を送ることができるよう、学校看護師を配置する。 学務課

4 13,000 13,000 新規 新たに区立西巣鴨中学校で用務業務の委託化を行う 学務課

5 10,442 10,442 新規 改築校の機器の保守管理や樹木の維持管理などを行う。 学校施設課

6 6,160 6,160 新規 西池袋中学校の太陽光発電設備を修繕するとともに、災害時の自立運転機能を追加する。 学校施設課

7 4,457 3,524 拡充
労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者が50人以上の学校ごとに衛生委員会を設置し、産
業医を選任する。 指導課

8 677 677 新規
外国語活動・外国語科において、高度な専門性を有する外部人材を活用し、教員の負担軽減と教育
の質の向上を図る。 指導課

9 6,000 6,000 拡充
要小学校をモデル校に指定し、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒の交流及び早期からの
就学支援等のインクルーシブ教育の仕組みを構築する。 指導課

10 1,425 1,425 新規 スクールソーシャルワーカースーパーバイザーを配置する。 教育センター

11 897 147 拡充 コミュニティ・スクールに付随する学校評価第三者評価委員にかかる経費を計上する。 指導課

12 5,185 5,185 新規 朋有小、富士見台小、高南小、清和小のインターナショナルセーフスクール再認証取得を行う。
庶務課（教育施策推進担
当課長）

No. 事業名  事業費  うち新拡分
事業費

 種別

医療的ケアが必要な児童・生徒に対する学校看護師配置事業
【再掲】

事業概要 所管課

Chromebook端末の整備事業【再掲】

ICT環境整備事業（学校図書館システムライセンス）

区立西巣鴨中学校の学校用務業務等委託

池袋第一小学校 保守管理事業経費

西池袋中学校太陽光発電設備修繕事業経費

学校衛生委員会設置学校への産業医選任事業

外国語活動・外国語科における社会の力活用事業

豊島区におけるインクルーシブ教育システムの構築事業【再掲】

スクールソーシャルワーカーSV（スーパーバイザー）の配置

学校・地域の連携推進事業【再掲】

インターナショナルセーフスクール推進事業【再掲】

（単位：千円）
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次世代を担う子どもを育む教育

13 17,917 6,380 拡充
学校改築・校庭等改修に伴い、入退室管理システム（ミマモルメ）の機器移設等（池袋第一小学
校、椎名町小学校、高南小学校、朋有小学校）を行う。 学務課

14 75,668 4,078 拡充 通学路に配置している交通安全指導員の増員を図る。 学務課

15 614,059 22,504 拡充 子どもスキップに配置する会計年度任用職員を増員する。 放課後対策課

16 178,872 178,872 施設建設事業
子どもスキップ池袋第一の改築工事、巣鴨サードスペースの冷暖房設備設置及び照明取替工事を行
う。また、令和元年度に竣工した子どもスキップ豊成のリース料を支払う。 放課後対策課

17 390,512 390,512 施設建設事業
高南小学校の敷地内に別棟を建設する。
当面は高南保育園の改築時の代替施設として活用する。それ以降は、学校の教室及び子どもスキップ
の諸室として活用する。

学校施設課
放課後対策課

18 3,259,331 3,259,331 施設建設事業
「豊島区立小・中学校改築計画」に基づき、改築工事を行う。隣接する「ひばりがや広場」等と一体的
に整備する。（令和４年９月開校予定） 学校施設課

19 72,876 72,876 施設建設事業
「豊島区立小・中学校改築計画」に基づき、改築工事を行う。令和３年度に「建替え等を考える会」に
よる提言を受け、令和４年度から設計を実施する。 学校施設課

1,578,319 1,558,426

No. 事業名  事業費  うち新拡分
事業費

 種別 事業概要 所管課

子どもスキップ会計年度任用職員の増員

入退室管理システムの修繕経費【再掲】

通学路安全強化事業【再掲】

子どもスキップの改修・開設準備

高南小学校別棟整備事業

池袋第一小学校の改築

千川中学校の改築

その他20事業
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90周年記念事業

27事業 555,387 216,182
90周年記念事業

事業数 事業費
うち新拡分
事業費

1 2,000 2,000 新規
全国で初めて自治体独自の「こども未来国連」を実施し、子どもたちがSDGsの視点で豊島区の未来を
考える。そこで描いた「としま未来図」を、3月の「こども未来国連会議」で、世界に向けて発信する。

企画課（SDGs未来都市推
進担当課長）

2 13,600 5,100 拡充
文化のまちづくりで完成したまちの舞台や向上した価値を効果的にプロモーションし民間の投資による
「ショーケース」、区民の信頼と誇りを礎とする「住み続けたいまち」を目指す。

企画課（SDGs未来都市推
進担当課長）

3 8,400 8,400 新規
区制90周年はこれまでの区政の集大成であると同時に、100周年に向けた新たなスタートである。この
年を好機と捉え、年間を通じて効果的なプロモーションを展開する。

企画課（SDGs未来都市推
進担当課長）

4 1,548 1,548 新規
３度目の国際認証を記念して、認証式典を区制90周年記念式典と合同開催する。認証式典をきっ
かけとして、セーフコミュニティ活動に賛同し、実践していただける区民を増やし、より安全・安心なまちづく
りを推進する。

行政経営課
（セーフコミュニティ推進室）

5 12,705 12,705 新規
11月の記念式典で参列者に区制90周年記念誌を配付するほか、デジタルブック化して区HPに掲載
し、躍進する「国際アート・カルチャー都市」を区内外に発信する。 広報課

6 6,422 6,422 新規 としま文化の日に合わせ令和４年11月１日に区制90周年記念式典を実施する。 総務課

7 7,200 7,200 新規
区制90周年をオールとしまで祝う機運醸成を図るため、ロゴを作成し、ロゴを活用したフラッグ・グッズ等を
制作する。 総務課

8 15,000 15,000 新規
区制90周年を記念して、区民団体等が新たに実施する事業、従来の規模等を拡大して行う事業に対
し、補助を行う。 総務課

9 2,670 960 拡充

①講演会の実施（第１回：無意識の思い込み、ジェンダー平等について）（第２回：ダイバーシティ
の視点で考える10年後の豊島区の未来について）②「無意識の思い込み」に係る中学生アンケート調
査③「無意識の思い込み」に係る啓発チラシ配布

男女平等推進センター

10 27,656 15,000 拡充
地域の特性を生かした事業やSDGｓ啓発事業を多面的・持続的に実施する。
①各区民ひろばが提案する記念事業の実施（22地区）②吉本興業コラボSDGs普及啓発事業の実
施（７地区）③区民ひろばSDGsミュージック・フェスティバルの開催④記念事業プログラムの作成

地域区民ひろば課

11 1,997 497 拡充
区制90周年の節目に30回目を迎える伝統工芸展の発信力を強化する。伝統工芸保存会のあゆみ
等により来場者に伝統工芸の魅力を伝えるとともに、オンライン配信を導入することで、新規顧客開拓や
集客力の向上を図る。

生活産業課

12 37,192 20,000 拡充

区制90周年を記念し、郷土資料館で５月から昭和の暮らしと遊びをテーマに企画展、10月から豊島
区の歴史を郷土資料、ジオラマ、池袋モンパルナスの絵画作品、江戸川乱歩などゆかりの作家の作品
等を連携展示する特別展を開催する。更に雑司が谷旧宣教師館、鈴木信太郎記念館でも連動企画
を実施する。

文化デザイン課

13 21,000 21,000 新規
トキワ荘通りの「味楽百貨店」を新たな文化施設として整備し、区政90周年を記念し特別企画展を開
催する。 文化デザイン課

新「地域区民ひろば」を未来へ

第30回伝統工芸展・区制90周年記念特別展

郷土資料館 区制90周年記念 大特別展

（仮称）昭和歴史文化記念館特別企画展
（味楽百貨店整備・活用事業）

ダイバーシティが世界を変える
～思い込みから抜け出そう～

事業概要 所管課

記念誌制作事業

記念式典の実施

ロゴ・フラッグ・グッズ等の制作及び区制90周年事業推進

地域団体等が主体となる記念事業支援

「豊島区こども未来国連」関連事業

国際アート・カルチャー都市推進事業

区制90周年プロモーション事業

セーフコミュニティ認証式典

No. 事業名  事業費
 うち新拡分
事業費  種別

（単位：千円）
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90周年記念事業

14 296,099 19,940 拡充
芸術文化劇場でとしま文化の日を中心に開催される公演を買い取り、区民に廉価にて伝統芸能や大
衆芸能を鑑賞する機会を創出する。 文化デザイン課

15 20,000 20,000 新規 池袋西口公園野外劇場や東京芸術劇場等を会場として、クラシックに特化した音楽フェスを開催する 文化デザイン課

16 11,500 11,500 新規
「音楽によるまちづくり」の実現に向け、「バスキング」や「ドラムサークル」などのストリートミュージックイベン
トを企業との連携により開催する。 文化デザイン課

17 2,100 2,100 新規
豊島区の基本政策の1つである「地方との共生」を推進するため、民間の視察団を豊島区の交流都市
へ派遣し、官民一体で交流するための環境を構築する。 文化観光課

18 17,750 17,750 新規
トキワ荘マンガミュージアムにおいて、90周年記念の特別企画展を開館2周年に合わせて開催する。さら
に区立小学校の4年生を対象にこれらの文化施設における体験的な『ふるさと学習』を展開する。

文化観光課（マンガ・アニメ
活用担当課長）

19 3,400 300 拡充
これまでのとしまスポーツまつりを豊島区体育協会、レクリエーション協会、スポーツ推進委員及び障害者
団体連合会の４団体主催によるイベントに拡充し、100周年に向けて「オール・スポーツとしま」の体制を
実現する。

学習・スポーツ課・障害福祉
課

20 10,703 1,406 拡充
「グリーンとしま」再生プロジェクト実行委員会事業として、近隣住民等の参加による記念植樹を行う。
（10月～11月頃）
①みらい館大明  ②南長崎スポーツ公園

環境政策課

21 5,995 704 拡充
介護予防日常生活支援総合事業ウィークとして、既存の介護予防大作戦をグレードアップさせた介護
予防講座・認知症の講座や講演会、総合事業のイベントを実施する。 高齢者福祉課

22 5,600 1,800 拡充
アニメイトと連携し、従来のふくし健康まつりにさらに多くのイベントを加えた、拡大版「ふくし健康まつり＋」
を開催する。併せて、障害者差別解消法に関する４コマ漫画の作成をトキワ荘の漫画家に依頼し、周
知・啓発を推進する。

障害福祉課

23 900 900 新規
児童発達支援施設の事業所に通う未就学児と保護者及び施設の職員が、区内のキッズパークやその
他の施設を周遊することができるよう、IKEBUSを活用した事業所外事業を実施する。 障害福祉課

24 1,800 1,800 新規
児童虐待防止推進月間である11月を中心に、「としまオレンジリボンフェスタ」として児童虐待防止区民
大会、街頭キャンペーンやとしま文化の日関連事業との連携イベントを実施し、区の取組みと、令和５
年２月（予定）の豊島区児童相談所開設を区内外に広くPRする。

子育て支援課

25 13,890 13,890 新規 まちづくりの将来像を直感的に理解できる模型の展示や講演会などにより、池袋の都市再生など未来の
まちの姿を発信。

都市計画課（再開発担当
課長）

26 4,300 4,300 新規
・公民の多様なまちづくり活動をつなげるエリアプラットフォームの構築や、地域の回遊と移動を支援する
モビリティシステムの検討
・ウォーカブルなまちづくりを支援する情報の発信

都市計画課（交通・基盤担
当課長）

27 3,960 3,960 新規

・４つの公園（南池袋公園・中池袋公園・池袋西口公園・IKE・SUNPARK）に案内看板を設置す
る。
・看板のデザインを、IKEBUS をデザインした水戸岡鋭治氏に依頼し、４つの公園を統一的な案内看
板でイメージアップを図る。

公園緑地課90周年記念 ４つの公園案内看板設置事業

ふくし健康まつり＋

IKEBUSで行く！障害児のためのインクルーシブ公園ツアー

としまオレンジリボンフェスタ～児童虐待のないまちを目指して

100周年に向けた「としま未来図」展示

４つの公園とIKEBUSを活用したウォーカブルなまちづくり

フレイル予防でいきいき100歳

としま文化の日文化鑑賞機会の創出事業

区制90周年記念事業 TOSHIMA STAND UP! CLASSIC
FESTIVAL '22の開催

区制90周年記念事業 音楽によるまちづくり推進事業

マンガ・アニメを活用したまちづくり事業

としまスポーツフェスタ(としまスポーツまつり)2022

「いのちの森」記念植樹2022

豊島区の交流都市との民間交流事業

事業概要 所管課No. 事業名  事業費
 うち新拡分
事業費  種別
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