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北区事務事業評価 
平成３０年度方針一覧 



平成23年度 事務事業評価

対    象 手    段 意    図 

課題

23年度予算

平成22年度事業概要

平成24年度　　事業課長方針

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

事業費名

平成３０年度方針一覧の見方

事業課名

★

★

★

平成２８年度に実施した事業の概要についての説明です。

事業の課題を記入しています。

平成２８年度と比べて、平成２９年度の事業内容に変更点がある場合は
この部分に記入しています。

　事業費ではなく、事業の内容に着目して
評価しています。

　なお、事業部長方針・政策経営部長方針
は、重点評価対象事業（節目事業）のみ
表示があります。

※「★」印の部分では、①維持・推進 ②縮減 ③拡充 ④休止 ⑤終了 ⑥再開 
  　⑦その他 の７つの評価から、いずれか一つを選択しています。

平成29年度事務事業評価

平成28年度事業概要

29年度予算平成30年度



 

 

重点評価対象事業 

（節目事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※節目事業として、平成２９年度

に２年目および５年目を迎えた

事業を選びました。 

 

 



部 課 名　　　　　称 ２年目 ５年目 頁

危機管理室 防災課 帰宅困難者対策費 〇 1

地域振興部 産業振興課 北区まちなかゼミナール事業費 〇 1

高齢福祉課 生活支援体制整備事業費 〇 2

介護医療連携推進担
当課

認知症初期集中支援事業費 〇 3

障害者福祉施設整備費補助費 〇 3

障害者権利擁護等事業費 ○ 4

住宅課 空き家等利活用対策費 〇 4

建築課 老朽家屋除却支援事業費 〇 5

教育振興部 学校改築施設管理課 改築ステーション整備費 〇 5

子ども未来部 子ども未来課 子どもの未来応援事業費 〇 6

平成２９年度重点評価対象事業（節目事業）一覧

健康福祉部

障害福祉課

まちづくり部



平成29年度 事務事業評価

010201061600
帰宅困難者対策費 防災課

20,614

帰宅困難者（「首都直下地震等による東京
の被害想定」に基づく、北区の帰宅困難
者）、特にこれらのうち「行き場のない帰
宅困難者」を対象とする。

平時からの帰宅困難者対策（備蓄、連絡手
段、事前計画等）に対する普及・啓発ととも
に、一時滞在施設等の確保や主要駅における
駅前滞留者対策の推進を図る。

東京都帰宅困難者対策条例、東京都北区帰宅困難者対策基本方針等により、民間の一時滞在施設については、引き続き事業者へ協
力を依頼するとともに、共助の組織としての駅前滞留者対策協議会への支援も継続していく。

大規模な災害による多数の避難者が想定される中での帰宅困難者等への対応は、行政による公助に限界があることか
ら、事業所の自助・共助を含めた総合的な対応が不可欠である。現在、ＪＲ王子駅周辺の１０事業所と「災害時におけ
る施設利用の協力に関する協定」を締結しているところであるが、ＪＲ王子駅のみならず、区内主要各駅の周辺事業者
へも働きかけを行っていく必要がある。

維持・推進

発災後概ね72時間の間、帰宅困難
者等の一時保護や滞留者の適切な誘
導等を実施し、消防等による救出・
救助活動を 優先とし、人命の安全
確保を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

維持・推進
北区の特性である、都県境であることや、鉄道交通の利便性から、災害時には多数の帰宅困難者が区内に集まることが想定されて
いるため、事業担当課長の評価どおり、事業を継続実施していく。

維持・推進

災害時における多数の帰宅困難者の発生に伴う大きな混乱を防止するため、行政機関、事業者等と連携し「予防対策」「応急対
策」「復旧対策」を実施することで駅周辺をはじめとした混乱の防止や帰宅困難者の安全な帰宅の実現を目指していく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601020300
北区まちなかゼミナール事業費 産業振興課

4,422

区民や近隣住民 区内の商店主が、専門店ならではの専門知識
や情報を原則無料で教えるミニ講座をひと月
半ほどの期間の中で開催する

まちなかゼミナールは、お客、商店主、地域の「三方良し」となるためのコミュニケーション事業である。この「まちゼミ」の運
動を通じて、商店主や商店街が本来の活気を取り戻すことで、地域が盛り上がり、区民の満足度も上がる。本来は商業者自ら行う
運動であるため、３回の実施を経た後の平成３１年度からは、運営主体を移行し、実施されるものとして準備を進めている。

全国300地域で行われている「まちなかゼミナール」の本来の形である、商業者自らの手での運営とするために、事業
を引き継いでいく必要がある。どのように運営主体を移行していくかが課題。

維持・推進

お得な情報を伝えるなどのコミュニ
ケーションを通じた、来店者、来街
者の増加

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

維持・推進
本来の運営の在り方を鑑みると、運営主体の移行は近く行われるべき課題と考える。第２回を迎えた事業が前年よりも盛り上がり
を見せる中、周囲の期待も大きくなっている。運営主体の移行を見据え、準備を進めていく必要がある。

維持・推進
事業の運営主体の移行を見据えつつ、まちなかゼミナールを通じて多くのファン・リピーターを獲得し、個店ひいては商店街の活
性化を図っていく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

1 ページ



平成29年度 事務事業評価

060303010700
生活支援体制整備事業費 高齢福祉課

102,521

地域の高齢者 各高齢者あんしんセンターへの生活支援コー
ディネーターを配置するとともに、北区社会
福祉協議会のCSWが生活支援コーディネー
ターのアドバイザーとしての役割を担う。ま
た、多様な関係主体間の定期的な情報共有及
び連携・協働による取組を推進するため協議
体を設置する。

単身世帯や高齢者のみの世帯が増加するとともに、軽度の支援を必要とする高齢者が増加傾向にある中、生活支援の必要性が増大
している。多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを支援することは重要であり、維持推進していく。

生活支援体制整備事業は、平成２８年度より新たに地域支援事業に位置付けられた。各高齢者あんしんセンターに配置
している第２層及び第３層としての生活支援コーディネーターと、北区社会福祉協議会に委託して新たに配置する第１
層の生活支援コーディネーターとが連携し、地域における生活支援等サービスの提供体制の整備に向けた取り組みを推
進できるよう高齢福祉課と介護予防・日常生活支援担当課で支援していく必要がある。
　また、協議体と区レベルの地域ケア推進会議を兼ねる「おたがいさま地域創生会議」が、多様な関係主体間の定期的
な情報共有及び連携・協働による取組を推進できるよう運営していくことが不可欠である

維持・推進

区が中心となって、生活支援サービ
スを担う多様な事業主体と連携しな
がら、日常生活上の支援体制の充
実・強化及び高齢者の社会参加の推
進を一体的に図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

北区社会福祉協議会に、第１層の生活支援コーディネーター業務を委託する。

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

維持・推進
団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、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地域包括ケア
システムを構築し、多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスが提供される地域づくりを推進することが重要で
あり、維持推進していく。

維持・推進
資源開発やネットワーク構築、地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング等を担う生活支援コーディネーターの配置に加
え、協議体の設置による情報共有・連携強化等を通じ、多様な主体と協力して高齢者を支える体制を構築していく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

2 ページ



平成29年度 事務事業評価

060303010800
認知症初期集中支援事業費 介護医療連携推進担

当課

26,209

自宅で生活をしている認知症が疑われる
人。
または軽度認知症の人とその家族。

各高齢者あんしんセンターに、認知症地域支
援推進員と認知症支援コーディネーター及び
初期集中支援チームを配置する。

認知症の人とその家族が地域で安心して生活できるよう、高齢者あんしんセンターへの認知症地域支援推進員、認知症支援コー
ディネーター、認知症初期集中支援チームの配置は必要である。
認知症の初期段階から状態に応じて適切な医療・介護・生活支援等の支援を受けられる体制を構築していくため、継続・推進して
いく。

対象者をMCIまたは軽度認知症としているため、事業につながるケースの把握が難しい。初期集中支援チームに関する
普及啓発を行い、各高齢者あんしんセンターの相談業務やサロン、認知症カフェ等から把握に努め、早期につなげてい
く必要がある。また、認知症の初期段階の人に対して、医療・介護サービスの導入や生活を支える地域の資源やネット
ワークについて、多職種で支援検討を重ねる必要がある。

維持・推進

多職種協働による「認知症総合アセ
スメント」「診断へのアクセス」
「統合ケアの調整」等が実施でき、
本人の自立生活をサポートする早期
診断、早期対応が取れている。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

維持・推進
認知症の初期段階から適切な医療介護生活支援を受けられる体制の構築は、認知症に不安を感じている高齢者等への安心・安全な
在宅生活の継続につながり、高齢者の尊厳ある暮らしを維持することとなることから、現事業を継続・推進していく。

維持・推進
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、認知症の人及びその家族
への早期診断・早期対応に向けた支援体制を整備していく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0103030108
障害者福祉施設整備費補助費 障害福祉課

6,000

福祉施設整備事業者 東京都北区福祉施設整備基金補助要綱に基づ
き、障害者グループホームの整備に伴う施設
整備費の一部を補助する。

北区中期計画による修正を経て、北区基本計画2015及び北区障害者計画に基づいた整備・誘導を進めている。
今後も計画に基づき、障害者グループホームの整備を推進していく。予算については、整備計画数や規模に応じて増減するため、
現状維持とする。

障害者が地域の中で自立し安心して暮らし続けるため、地域生活の基盤となる知的障害者グループホームの整備を促進
することは、重要かつ緊急の課題であり、「北区基本計画」及び「北区障害者計画」（平成２７年度～３２年度）」に
おいても計画事業として位置づけられている。
しかし、北区では地価水準が高く、用地取得が困難であることなどにより、十分な整備が進んでいないため、区で施設
整備費を補助することにより、グループホームの整備促進を図る。今後は重度心身障害者の受け入れや、精神障害者の
滞在型グループホームの整備が課題である。

維持・推進

整備の進みにくい障害者グループ
ホームの整備を促進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

北区基本計画2015、北区障害者計画に基づき、神谷二丁目のグループホーム『ファミーレららら』に続き、障害者グループホームを誘導する。(仮
称)ドリームⅦは知的障害者対象で、定員は７名、(仮称)カーサ・デ・アルティステは精神障害者対象で定員は４名を予定している。

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

維持・推進
国や都の動向を注視しながら、住民ニーズや議会の意見に対応すべく、計画に基いた民間誘導を維持・推進していく。

維持・推進
障障害者が地域で自立した生活を送れるようにするため、また、親亡き後の障害者の生活の場の確保のために、北区基本計画、北
区障害者計画に基づき、障害者グループホームの整備を誘導していく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

3 ページ



平成29年度 事務事業評価

0103030243
障害者権利擁護等事業費 障害福祉課

2,597

北区職員及び北区在住の一般区民。 障害者差別解消のためのシンポジウム等の啓
発活動の実施、障害者差別解消法のリーフ
レットの配布等を行う。

平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されたことに伴い、北区職員、北区民に対して同法の普及啓発の必要性があるため
維持・推進とする。
また、障害者虐待防止センターに対する区民の認知も年々浸透してきている。障害者虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者
に対する支援、擁護者に対する支援を行うことにより、障害者の権利利益を擁護することにつながるため事業を維持・推進とす
る。

障害者差別解消法の普及啓発のためにシンポジウムを実施しているが、行政関係者や障害当事者・障害当事者家族など
の、元来障害者施策に関心のある方の参加が多い。今まで障害者施策に関心のない層に、いかに普及啓発活動をしてい
けるかが事業の課題である。
また、障害者虐待防止に向けた区民向けの啓発講演会を毎年実施しているが、事業の必要性が高いにも関わらず、例年
参加者が限られている。障害者虐待という一般区民が関心を持ちにくい内容ではあるが、引き続き区民の関心を高めら
れるよう、講演会等の啓発活動に工夫を要する。

維持・推進

北区職員及び北区在住の一般区民
に、障害者に対する理解・関心を深
めてもらう。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

維持・推進
障害を理由とした不当な差別及び合理的配慮の不提供の禁止を徹底していくために、継続した事業の実施が必要であるため維持・
推進とする。
障害者虐待は定義が難しく、障害者権利の擁護のために、家族や関係者及び一般区民等にも徹底した周知が必要であり、今後も維
持・推進していく。

維持・推進
障害の有無によって差別されることなく人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指すため、障害者差別解消法及び
障害者への虐待防止について区民等への普及啓発を継続して行い、障害者の自立や社会参加を支援していく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0107060210
空き家等利活用対策費 住宅課

11,274

北区内の空き家の所有者、空き家に関する
問題を抱えている人

空き家全般の相談、空き家個別相談、空き家
講演会の実施

平成29年度作成される北区空家等対策計画を基に、適正に管理されていない空家等に関する事業を整備し、関係各署との連携を
図りより具体的に事業を展開する。

平成28年度より引き続き「空き家全般の相談」「空き家に関する個別相談」「講演会」を実施している。これに加
え、平成29年度「北区空家等対策計画」を作成、これにより住民の空き家等に対する意識の高揚を図り、各事業及び
関係所管間の連携体制をより一層強化し、広く計画的、総合的に推進していく必要がある。

拡充

空き家の様々な問題を解決し、適正
管理されていない空き家を減らす

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

①平成28年度の事業を継続し、平成29年度区長の諮問に応じ、東京都北区空家等対策審議会を設置し、「北区空家等対策計画」を作成する。
②空き家利活用事業（地域貢献型）をモデル事業として実施。

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

拡充
これまで行ってきた北区空家等実態調査、北区空家等対策計画を踏まえ、空家等所有者の実情に即した総合的な対策を検討し、空
家等の発生を防ぎ安全安心なまちづくりを目指す。

拡充
これまで実施した空き家についての個別相談や講演会等に加え、平成２９年度に作成予定の「北区空家等対策計画」に基づき、空
き家の適正管理や利活用等を実施していく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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平成29年度 事務事業評価

010706011100
老朽家屋除却支援事業費 建築課

8,836

区内にある危険な老朽空き家住宅 空き家の除却費用の1/2かつ80万円を助成す
る。
密集事業地区（不燃化特区除く）において老
朽空き家除却後の土地を区が取得し、代替地
や広場用地などとしての跡利用ができるなど
一定の要件を満たす場合、除却費用の10/10
かつ１６０万円を助成する。

　本事業は、危険な老朽空き家の除却費用の一部を助成することにより、危険な老朽建物の除却を促進している。現在危険な老朽
空き家は区内に点在しており、適正な管理の指導を行うとともに、老朽家屋除却支援事業を引き続き行う必要がある。
　また、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」を踏まえ、老朽化した危険な空き家へのこの施策を
より充実させるため、計画的に安全なまちづくりを推進する必要がある。

平成２９年４月現在、区民からの通報等により区が把握している老朽空き家１８７棟のうち、１０７棟は指導等により
解消されているが、８０棟について適正管理への指導等を継続する必要がある。
平成２５年度より本事業を開始し、相談を受ける中で、これまで区で把握していなかった老朽空き家も多い。また、老
朽空き家の所有者の特定に時間を要する物件、権利関係が複雑な物件等があり、所有者の事情により除却に至らない
ケースもある。

維持・推進

危険な老朽空き家住宅の除却の促進

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

維持・推進

　近年では戸建住宅を中心に適切な管理が行われていない空き家が、地域の防災性や防犯性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害
等、多岐にわたる問題を招いているなど、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されていることもあり、今後も本
事業の維持・推進を行うことが望ましい。
　

維持・推進
老朽空き家は様々な事情により、なかなか除却に至らないケースがあるが、今後も本事業の実施により災害による被害や管理不全
な状態による事故等の防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進していく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0108020503
改築ステーション整備費 学校改築施設管理課

303,125

旧桜田小 改築ステーションの整備

老朽化が進む小中学校の改築を促進するため必要不可欠な施設である。ただし、仮移転が決定している王子第一小学校以降の利活
用については、別途計画を策定して効率的効果的運用を図る。

・改築ステーションの整備費は、リフレッシュ事業１校程度の経費と見込んでいたが、体育館の耐震補強工事や工事費
単価の増加から当初計画から大きく増加している。
・今後、赤羽地区及び滝野川地区にも、バス送迎を前提とした改築ステーションが必要であるかどうかの検討が必要で
ある。

維持・推進

仮移転先の確保

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

維持・推進
学校施設を既存の位置に改築するにあたり、良好な教育環境と安全性を確保するためには、いわゆる「居ながら改築」よりも仮移
転方式が優れており、改築ステーションによる効率的な事業運営は望ましい手法と考える。王一小以降についても無駄のない改築
事業の推進を図るため、改築ステーション利活用の計画化を進めたい。

維持・推進
「教育先進都市・北区」にふさわしい教育環境の充実を図るため、「北区立小・中学校改築改修計画」に基づき、学校施設の改築
にあたり改築ステーションを効果的に活用していく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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平成29年度 事務事業評価

010304011800
子どもの未来応援事業費 子ども未来課

16,609

現在、経済的困窮状態にある子どもとその
家庭。また、保護者に疾病・障害がある家
庭やひとり親家庭などのうち、将来、経済
的困窮状態になる危険性が高い子どもとそ
の家族など。

区民アンケート等と支援者ヒアリングによる
実態調査を行い、これを基礎資料として北区
子どもの貧困に関する計画を策定し、必要と
される支援事業を実施する。

平成29年3月に策定した「北区子どもの未来応援プラン」で「重点検討項目」として掲げた事業を、平成29年9月から展開して
いく。計画の大きな目標である「貧困の連鎖」解消に向け、今年度展開する事業は平成30年度も継続・推進していく。

平成２８年に実施した実態調査の結果により、主要な課題は下記４点に整理された。
①自己肯定感や生活習慣等の人間形成の基礎を育む乳幼児期からの対応が求められている。②学齢期の確かな学力と豊
かな人間性、健やかな体を育むことができる教育環境の整備が求められている。③家庭環境や経済状況により、家庭学
習が不十分であったり、家で一人で過ごすことの多い子供に対する家庭機能を保管するための取組みが求められてい
る。④困難を抱えやすい子ども（若者）の社会的自立に向けた支援が求められている。

維持・推進

貧困の状況にある子どもが健やかに
育成される環境を整備するととも
に、教育の機会均等を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

１（１）②の具体的手段として、ひとり親家庭等相談コーナー、講習会・交流事業、学習支援事業、子ども食堂など子どもの居場所づくりに取り組む
団体への助成制度の創設、パンフレット・案内チラシの作成・配布事業を開始する。

平成28年度事業概要

平成30年度　　事業課長方針

維持・推進
子どもの貧困対策については、現在国の大きな課題の1つであり、平成29年度の実施事業は平成30年度も着実に推進していく。

維持・推進
未来を担う子どもたちが自分の将来に夢と希望をもって健やかに成長・自立するための環境整備は重要である。今後も「北区子ど
もの未来応援プラン」に基づき、困難を抱える家庭の子どもと保護者を切れ目のない支援につなぐための取り組みを進めていく。

事業部長方針

政策経営部長方針

事業ＩＤ事業ＩＤ事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201040100
中期計画策定費 企画課

9,489

「北区基本計画2015」の総合実施
計画として、区が3か年の計画期間
内に取り組むべき事業を明らかにし
た中期計画を策定し、推進する。

平成27年度から29年度を計画期間とする中期
計画の進行管理を行うとともに、平成29年度を
初年度とする中期計画を策定する。また、計画
推進の参考とするために行政資料集、施設現況
図を作成する。

平成29年度に実施する「北区人口推計調査」及び「北区版行政基礎情報調査」の結果を活用し、次期基本計画の検
討を行うとともに、中期計画（平成29年度～31年度）の進行管理を行う。また、区政の計画的推進のための基礎
資料となる「北区施設現況図」、「北区行政資料集」を引き続き作成する。

計画改定及び計画事業の進行管理にあたっては区政の課題や目標を把握し、区民等と共有しながら、重点的で効率的な
区政推進に努めていく必要がある。

維持・推進

中期計画の進行管理を行い、重点的で効
果的、効率的な行政執行を推進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度に「中期計画（平成29年度～31年度）」の策定は完了したため、平成29年度は進行管理を行う。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201040400
企画調整事務費 企画課

3,906

区政全般、各種事務事業 国や都の動き並びに区民や議会の要望を的確に
把握する。あわせて、各事業所管部課との連携
を密にし庁内の総合調整を行うとともに、関係
機関との連絡調整を行う。

今後も効率的、効果的な区政運営を目指し、積極的な調整機能を発揮していく必要がある。また、事務費の増大を
招くことのないように、適正な管理を継続して実施していく。

学校施設跡地の利活用では、利活用計画の実現に向けて関係部署との連携を密にしながら、進行管理を着実に行ってい
く。
政策課題研究会や職員提案制度については、職員の施策形成能力の向上や知恵や工夫を組織力につなげる仕組み・風土
づくりに向けた効果的な進行管理・運営が求められている。
また、北区版総合戦略に掲げる施策の効果検証等を行うため、総合戦略推進会議を開催し、将来に向けた活力ある北区
を維持し、未来へつなぐ取り組みを一層進めていく必要がある。

維持・推進

国や都の動向に則しながら区民や議会の
要望が反映され、各種事務事業が円滑に
運営されている。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201040300
経営改革推進事業費 経営改革・公共施設再配

置推進担当課

9,102

行政経営、事務事業、職員 第２次北区経営改革本部を設置する。行政評価
を実施し結果を公表する。全庁的な意識改革、
現場改革のための「改革プランベスト１」を実
施。職員を行政事例先進都市へ派遣し、新たな
行政サービスを導入する。指定管理者制度の円
滑な導入とモニタリングを実施する。

「経営改革プラン2015」を積極的に推進し、さらなる区民サービスの向上を目指す。
指定管理者制度においては、区独自のモニタリング・評価制度を実施するとともに外部有識者（公認会計士、社会
保険労務士）による調査を通じて、適切な指導・監督を行う。
また、「北区公共施設再配置方針」、「北区公共施設等総合管理計画」に沿い、公共施設を取り巻く社会環境や行
政需要の変化を捉え、区の財政状況や将来的な更新経費等を考慮のうえ、施設の複合化や統廃合等に取り組んでい
く。

区政が抱える多くの課題に引き続き対応し、持続可能な区政運営を実現させるために、経営改革を着実に推進すること
が必要である。そのため、「北区経営改革プラン2015」の進捗状況を適切に管理していくことが求められている。ま
た、公共施設の更新問題に対応するため、公共施設の再配置にも積極的に取り組む必要がある。

維持・推進

全職員が恒常的に問題意識を持ち、日常
業務を通して意識改革と政策立案能力の
向上を図る。
北区経営改革プランを実現し、さらなる
推進を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201020100
北区ニュース発行費 広報課

98,707

区内全世帯 北区ニュースを全世帯に配布する。月３回１
日・10日は町会自治会を通して、20日はポス
ティングで配布。１日号掲載コラム「ぶらり散
歩道」や年１回20日号でカラー4頁を設け、区
の魅力を紹介。19駅25カ所の広報スタンド等
でも配布。視覚障害者には、声の広報や点字広
報を送付している。ホームページで、ＰＤＦ版
による掲載も実施。

区民との協働を進める上で、北区ニュースは情報提供のための も基盤となる媒体であるとの認識に立ち、引き続
き、紙面構成などに工夫を重ね、区民に親しまれ、さらにわかりやすい広報紙づくりに努める。
区の重要施策・事業を伝えるとともに、シティープロモーションの観点からもより効果的な広報を目指す。

　区民へ提供する行政情報が年々増加傾向にあるため、年間発行ページ数全体の再検討を行う必要がある。従来の紙媒
体やＨＰだけではなく、平成27年4月よりスマートフォンなどでも北区ニュースが読むことができるアプリを導入し
た。また、平成28年度から、１日号にコラム「ぶらり散歩道」の掲載や年１回20日号にカラー刷り４頁を加え、北区
の魅力を紹介している。限られた経費・頁数の中で、伝えるべき情報をわかりやすく伝えるとともに、区民に向けての
北区の魅力発信に、さらに取り組んでいく必要がある。　

維持・推進

行政情報をより多くの区民に、わかりや
すく提供するとともに、北区の魅力を発
信する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

29年4月1号からホームページに音声版（ｍｐ3版）を掲載。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201020301
広聴活動費（きずなトーク） 広報課

356

北区町会・自治会 ３地区の常任理事会に区長が伺い、各地区が定
めたテーマについて意見交換を行う。（各地区
年1回開催）
あわせて、情報共有を図るため、議事要旨を公
開する。

「区民とともに」の基本姿勢を具現化した一つの手法であり、参加者から一定の評価をいただいているため、引き
続き、実施していく。

限られた時間を有効に活用し、町会・自治会の意見や提案を、より的確に把握できるよう、テーマのあり方や運営方法
を工夫する必要がある。

維持・推進

町会・自治会の区政に対する意見、要
望、提案を把握し、地域課題への共通認
識を深めるとともに区政への反映を推進
する

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201020302
広聴活動費（小学生との区政を話し合う会） 広報課

153

北区内区立小学校から推薦された小
学生（主に、５、６年生）

区の取組みや予算の使途などについて説明を
行った後、班に分かれて「これからの北区につ
いて」をテーマに意見交換を行う。その結果
を、区政に対する意見、要望、提案として、区
長の前で発表する。（年1回開催）

本事業は、事業終了後の参加児童及び保護者の評価が高く、参加を契機に地域や区政に関心を持つ児童・保護者が
非常に多い。このため、平成13年度から隔年で実施してきたものを、さらに多くの小学生が参加できるように、平
成28年度から毎年実施に変更したものである。
区政運営の参考となる建設的な提案も多く、小学生の意見を聴く貴重な機会であるため、引き続き、本事業を実施
していく。

より多くの小学生が参加できるよう引き続き区内小学校等と連携し、事業の積極的なPRを行うとともに、当日、参加児
童の積極的な発言を促すため、テーマのあり方や運営方法を工夫する必要がある。
また、安全確保のため、開催時期や時間、保護者等の引率・送迎について配慮が必要である。

維持・推進

子どもたちの区政に対する率直な意見・
要望・提案を聴き、大人の目線では気が
付かない視点を区政運営の参考にする。
また、年少期から地域に生きる一員とし
て、積極的に地域や区政に関心をもって
もらう。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201020600
「北区ミステリー文学賞」表彰費 広報課

9,150

北区内外のすべての方及び内田康夫
氏や同氏の作品のファンの方、文学
に興味関心を持つ方

北区アンバサダー内田康夫氏の協力により、同
氏の名を冠した文学賞を実施し、年齢・性別・
職業・国籍を問わず広く作品を募集する。応募
のあった作品は選考のうえ各賞を決定し、各賞
の授賞式及び前回大賞作品を舞台化したイベン
トを行う。

本事業は、平成14年度から、北区アンバサダー内田康夫氏の協力により開始したもので、平成29年度で16回目を
迎える。応募は全国から寄せられ、メディアや出版業界からの注目もあり、北区の知名度と文化的イメージ向上に
寄与している。また、過去の受賞者からは、多くのプロ作家も誕生しているため、本文学賞出身の作家が活躍され
ることで、北区の文化的イメージをより高めることにもつながっていく。引き続き、内田康夫氏の協力を得なが
ら、本事業を通じた北区の知名度とイメージの向上を推進していく。

例年200作品を超える作品応募があり、 終選考後、第一部を授賞式、第二部を記念イベントの二部構成でイベントを
実施している。記念イベントは前年度大賞受賞作品を舞台化して上演するユニークな取り組みでもある。
作品応募者、イベント観覧希望者とも、年齢層が高い傾向にあるため、若年層・ファミリー層へのアプローチを工夫・
検討が求められる。

維持・推進

北区の知名度向上と文学賞を通じた文化
的な良好な区のイメージの醸成を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度は第15回を記念した特別企画を授賞式及び前年大賞作品の舞台化とあわせて実施。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201020800
シティプロモーション推進費 広報課

1,080

区民、通勤通学圏内の概ね20代～
40代の子育てファミリー層・若年
層

北区の個性と魅力の戦略的・効果的な情報発信

平成28年3月に北区シティプロモーション方針を策定し、平成31年度までを集中的な取組期間としている。区民
の地域に対する魅力の認識や地域への誇り・愛着を醸成する情報発信や区内外の子育てファミリー層・若年層に向
けた北区に住むことを意識した情報発信を目指し、北区への定住促進とともに、地域の活性化や地域のきずなづく
りの発展を目指していく。

自治体による、地域の新たなイメージづくりや、シティプロモーションが急速な広がりを見せているなか、選ばれる自
治体になるためには、北区の魅力発信を継続して行うことが強く求められている。そのため、北区イメージ戦略ビジョ
ンと連携し、より効果的に情報を発信する必要がある。

維持・推進

北区の知名度やイメージをより高め、区
民には、地域に対する魅力を認識し、地
域への誇り・愛着を醸成し、区内外の子
育てファミリー層・若年層には北区の定
住促進を図る

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201011000
区政功労者及び徳行者表彰費 総務課

3,561

区政に貢献し区民生活と文化の向上
に功労のあった者及び徳行のあった
者

各種団体、自治会長等に被表彰候補者を募り、
候補者を北区議会企画総務委員会に諮り、被表
彰者を決定後、区政施行日（３月１５日）に表
彰式を開催する。

区政に貢献した方及び徳行のあった方を対象に表彰することにより、更なる区民参加・協働が推進され、区政の発
展に寄与している。
今後も、時代の要請などに対応した受賞対象の範囲について十分考慮し、検討していく。

時代の要請などに対応した受賞対象の範囲について、今後とも幅広い分野の方の意見を聞きながら検討していく必要が
ある。

維持・推進

功績を讃え表彰することにより、被表彰
者のみならず後進への励みとし、区政の
振興発展を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

70周年行事終了のため従来の区政功労者表彰式を執り行う。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201011500
平和都市宣言記念事業費 総務課

6,136

区民全般 ８月上旬頃に幅広い年齢層を対象とする北区平
和祈念週間を実施する。

引き続き「北区平和都市宣言」の趣旨の普及を図る必要があるため、更なる創意工夫に努めつつ、効率的・効果的
に事業を推進する。

維持・推進

昭和６１年３月１５日に行われた「北区
平和都市宣言」の趣旨の普及を図るとと
もに、区民が平和について祈り、考え、
行動する契機となるよう、広く区民が参
加しやすく内容を伴った行事を開催し、
平和意義の確認と平和意識の高揚を図
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201011700
法規・訴訟事務費 総務課

26,609

区民・職員 法令の解釈、条例、規則、訓令等の立案の事務
を行う。
北区例規集の整備を行う。
北区が当事者となる訴訟、訴訟上の和解及び審
査請求に関する事務を行う。

職員が、「例規集データベース」を庁内ネットワークにて閲覧等を行えるようにすると同時に北区独自の条例、規
則、訓令等に加えて法令等を閲覧できる環境を整えている。
また、区民も同様に、「例規集データベース」を閲覧、検索等が容易にできている。
職員が法的に瑕疵のない行政運営を行うことができ、区民の利益と権利を守るため、これらの事業を継続する。

条例等改正後、ホームページに反映されるまでの時間をできる限り短くし、利便性の向上に努める。

維持・推進

区、執行機関及び職員が法的に瑕疵のな
い行政運営を行うようにする。区民が自
己の権利・義務を容易に知り得る状態に
する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201012300
国際化推進費 総務課

19,280

区民、北区在住外国人及び北区と交
流のある海外都市

北京市西城区（旧宣武区）やその他海外都市と
の交流、異文化交流事業、国際交流紙の発行、
また、区民まつりにおいて、国際交流の場を設
ける。

外国人にとって生活しやすい多文化共生社会を目指す。国際化推進の既存事業については、効率的運営により引き
続き推進させる。また、海外友好都市等との交流については、青少年、文化、スポーツ等様々な分野に発展させ
る。なお、平成１６年に策定された「北区国際化推進ビジョン」を踏まえつつ、新たに「多文化共生推進指針」を
策定し、北区の国際化を推進させる。

平成１６年６月に策定された「北区国際化推進ビジョン」に基づき、外国人にも暮らしやすい環境づくり、国際交流の
推進を図っているが、多文化共生社会の実現に向けては、新たな問題に適切に対応することが必要である。
上記をふまえ、平成29年度は「多文化共生指針策定検討会」を設置、新たな課題に適確に対応し、日本人と外国人が地
域社会において共生していく方針を策定する。

維持・推進

地域レベルの国際化を推進していくこと
により、区民が異文化理解や交流を深
め、外国人と共に安心して暮らせる社会
を醸成する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

ウォルナットクリーク市パートナーシティ協定　平成29年
北区多文化共生指針　平成29年度

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201090100
庁舎耐震対策費 総務課

296,172

区役所第一庁舎、第二庁舎、第四庁
舎及び別館庁舎

第四庁舎及び別館庁舎の耐震対策（移転）とし
て、第四庁舎の事務室移転を行った。また別館
を解体し、新別館の新築工事に着手した。

耐震性能に課題のある、第四庁舎及び別館庁舎の耐震対策であり、区民や職員の安全確保のため必要な事業であ
る。
なお庁舎が狭隘であることから、今後とも庁舎スペースの確保に努める必要がある。

新別館の建設予定地から埋蔵文化財が発見され、発掘調査を実施したため、新築工事の着工が当初の予定より遅れるこ
ととなった。

維持・推進

平成28年度中に事務室を移転する。新
別館を建築する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201012400
人事・給与関係事務費 職員課

33,610

全職員 人事・給与システム等を通じて、人事・給与・
福利・研修の各業務にわたり、職員情報の一元
管理を図り、効率的な職員管理を行う。

平成21年度より導入した新システムは安定稼働している。平成24年度より給与計算に関わる業務委託も実施し
た。平成２７年度には標準報酬制や番号法といった制度改正への改修を行い、平成28年度についても引き続いて番
号法への対応を行った。今後も制度改正等に適切に対応していく。

今後も制度改正があった際にはシステム改修等が必要になってくると考えられる。
給与計算等の事務が適切に行えるよう、影響のある制度改正等に注意し、適宜
対応していく必要がある。

維持・推進

業務の正確化・効率化によるコスト削減
を図るとともに、職員の業務経歴・研修
履歴等の情報を一次管理し、人材育成・
人員配置に活用する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201012600
職員健康管理費 職員課

53,459

北区に勤務する職員（正規・再任
用・必要に応じて再雇用職員・非常
勤職員を含む）

心身の総合的な健康増進として、職員健康診断
および個別健康相談ならびに産業医面談を実施
する。また、職員の健康に重要な位置を占める
職場環境向上を目指す安全衛生委員会を運営す
る。

・労働安全衛生法の改正により、ストレスチェックの毎年実施が義務となった。平成28年度より実施しているが、
面接希望者の状況によっては、産業医の委託料が増額になる可能性がある。
・がん検診は国の指針に基づいて実施しているが、平成28年2月に一部改正があり、胃がん検診に変更があった。
当面の間、現行の40歳以上、1年に1回胃部レントゲン検査の実施でよいとされているが、指針によれば、50歳以
上で2年に1回、受診者が胃部レントゲン検査か胃内視鏡検査を選択することになっている。指針どおり実施し、胃
内視鏡検査を選択する者が増えれば、増額になる可能性がある。

　「安全で快適な職場環境を整備すること」、「心身の健康について保持増進を図ること」が、職員が安定的な能力を
発揮するために必要な要素であることから、今後も継続的に事業を進めていく必要がある。

維持・推進

「心身の体調不良、それに起因する疾
病」、「公務災害」の発生を予防する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201012700
旧職員住宅解体費 職員課

86,976

閉寮管理を行っていた、旧北区職員
中里寮および旧北区職員豊島寮。

建物の解体を行い、旧北区職員中里寮跡地は中
里保育園として、旧北区職員豊島寮跡地は売
却、もしくは私立保育園を誘致する。

解体工事のうち、作業の残っている杭抜きの工事を本年度完了させ、事業を終了させる。

終了

北区公共施設再配置方針における区全体
の施設総量の削減、また、待機児童の解
消

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

01020101280
防災職員住宅管理費 職員課

32,520

以下の要件をすべて満たす職員
①単身で入居すること
②自己所有の住宅がないこと
③災害対策要員として、防災業務等
に従事することができること
④原則として申請時に北区民ではな
いこと

民間住宅を借り上げ、職員に住宅を提供する。

王子地区に防災職員住宅を1か所設置するため検討中である。

現在の入居状況は、赤羽地区１か所１６名、滝野川地区２か所１９名、計３か所３５名となっている。
入居募集人数に対し、入居申込み人数が上回る状況が続いており、入居を希望しても入居できない職員が増えている状
況にある。一方で、入居する職員が増えたことで、兼務職員一人あたりの防災業務の負担は小さくなっている。他職員
との公平性を保つためにも、入居している職員は、災害対策要員として積極的に防災業務に参加していく必要がある。

拡充

災害時の初動態勢に従事する職員、およ
び平常時における、区主催の防災訓練
（震災総合訓練、避難所運営訓練、防災
運動会等）に従事する職員を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201012900
職員研修費 職員課

32,533

全職員 「東京都北区研修基本計画」を受け毎年度策定
する「職員研修実施計画」に基づき、職場外研
修を実施する。他の研修機関が実施する研修等
の情報発信に努め、職員の自学する意欲を引き
出す。各職場と連携しながら、組織目的の達成
に必要とされる知識・技能等の修得機会を提供
する。

北区人材育成基本方針及び北区職員研修基本計画に定められる、目指すべき職員像を達成できるよう研修を計画し
ていく。また、行政系人事制度の改正に伴い職層研修の見直しを行うと共に、採用状況を見据えながら、時代の流
れに即した研修の実施に努める。

今後の人事制度や採用状況を見据えながら、より充実した研修を検討し、実施する。
２９年度においては、行政系人事制度の改正を控えている中、改正により新設される「新２級職」が係長職への昇任を
前提とする職であることから、係長職昇任への意識徹底を図るため、継続性のあるカリキュラムの編成、継続性を活か
した各個人ごとの効果測定の導入などを検討する。また、引き続き、女性のキャリアアップ支援を目的とした女性の活
躍推進研修など、時代の流れやニーズに合った研修を実施する。

維持・推進

職員の自学する意欲を向上させ、多様化
する行政課題に的確に対応できる能力と
実行力を備えた職員となる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201030600
学校跡地等財産有効活用事業費 契約管財課

6,336

学校適正配置計画に基づき、閉校し
た学校施設跡地

学校施設跡地の維持管理を行い、学校法人に貸
し付ける。

　有効活用する学校跡地の総数は一定数に落ち着くものと予想される。

　施設の老朽化に伴い、修繕が必要な個所が増えてきている。

維持・推進

普通財産の維持管理を行うとともに、貸
付等により有効活用する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201039500
北区土地開発公社運営補助経費 契約管財課

0

区が必要とする公有地 区から公社へ土地取得資金を貸付し、それを基
に用地を取得する。

　依然、財政状況は厳しいものの、用地取得は必要である。現在、北区画街路第3号線事業、住宅市街地総合整備
事業など、土地の先行取得が必要である。

　国庫補助金の対象となる用地の先行取得のために活用する仕組みである。平成28年度においても、公社に対し事業資
金を新たに貸し付け、公社として土地の先行取得を行った。
　今後とも、北区画街路第3号線（通称弁天通り）の事業認可等により、公社による土地の先行取得が必要である。

維持・推進

区の依頼を受けて、公社が土地を取得で
きるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201060200
震災訓練費 防災課

8,950

区民（自主防災組織、その他区
民）、北区災害対策本部（災対各部
含む。）、防災関係機関を対象とす
る。　

各自主防災組織が主体的に実施する総合震災訓
練、またはそれに準ずる規模の訓練の実施。区
職員は年間を通じて参集訓練や災害対策本部立
ち上げ訓練を行う。

災害時の初動期においては、区民一人ひとりの自助及び自主防災組織等による共助が重要になるため、老若男女を
問わず日ごろからの備えとして防災及び減災のための訓練をすることは、区民の生命・身体・財産を守るととも
に、その後の災害復旧及び復興に有益である。

各訓練への参加者が固定化されており、地域の将来を担う若年層の参加が少ないことが大きな課題である。昨年度は、
訓練という言葉が持つ固いイメージを払しょくし、「行ってみたい」「やってみたい」と思ってもらえるよう『誰もが
楽しみながら防災を学び体験できる機会』として防災運動会を実施したところ、子育て世代を中心に多くの参加者が
あったことから、区内全域における実施を目指す。また、東京都による土砂災害警戒区域指定や、荒川の浸水想定区域
の見直し等、直近の動向を反映した風水害対策を進めていく。

拡充

区民においては、適切な知識と技術の習
得による自助・共助力の向上。区職員は
災害対応の 前線に立つという自覚を持
ち、責務の理解を深める。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201060201
震災訓練費(中学生の防災学校） 防災課

1,004

区立中学校の生徒を対象とする。 町会・自治会をはじめとした自主防災組織や近
隣大学等と連携した実践的な訓練を行う。

本事業は平成２２年度から実施しているが、将来の防災リーダーとなるべき人材の育成は特に重要であり、地域や
防災関係機関と連携し教育効果の高い訓練を継続的に推進する。また、今後は区内私立中学校で希望する学校につ
いては、区立中学校と同程度の訓練を検討していく。

中学校の防災学校で習得した知識や経験を地域の防災力に生かすこと。また、地域の防災活動への参加率の向上。

維持・推進

学校に配備されている軽可搬消防ポンプ
や簡易救助資器材、救急資器材を活用し
て、防災活動ができるようにする。繰り
返し実践することで、知識・技術の定着
化を図り、地域貢献ができるようにす
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201060400
区民自主防災組織育成費 防災課

36,088

町会・自治会単位で結成している自
主防災組織を対象とする。

自主防災組織の活動経費の一部を助成するとと
もに、防災資機材や防災倉庫の配備・修繕等を
行い活動を支援する。また、地区防災運営協議
会の立ち上げ並びに既存の協議会の活動を支援
する。

災害が発生した場合には、町会自治会が主体となる自主防災組織による初動態勢が重要になる。このため、引き続
き、初期消火や救出救護のための各種機材を配備するとともに、活動に必要な経費の助成をこなう。

各自主防災組織から寄せられる資機材のニーズは多様化しているが、熊本地震や豪雨災害の教訓を踏まえて、資機材の
効果的な新規配備や買い替えを進めていく必要がある。また、経年劣化のみならず長期間の不使用による不具合が生じ
ている資機材も見受けられるため、訓練での定期的な使用やメンテナンスがされるよう働きかける。地区防災運営協議
会が未設置の地域においては、地域特性等を勘案した上で設置を促進する必要があるが、既存の協議会も成熟できるよ
う、避難所運営能力の向上等の今後の指針、目標を示す必要がある。

維持・推進

災害発生時に住民による自主的な防災活
動が円滑かつ効果的に実行できるように
する。また、地区防災運営協議会の活動
を通じて自主防災組織相互や防災関係機
関との連携を強化するとともに、主体的
に訓練を取り組めるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

熊本地震により浮き彫りになった避難所運営の課題を解決すべく、HUG（避難所運営ゲーム）や避難所運営訓練を、地区防災運営協議会が取り組む
べき 優先課題として、積極的に推奨し実施に向けて協力する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201060600
防災施設等管理費 防災課

297,387

地域防災行政無線（災害情報システ
ム・Ｊ-ＡＬＥＲＴを含む）、給
水・給電・散水設備・貯水槽、備蓄
倉庫・資機材等、避難場所誘導標識
等（以下「防災施設等」）という。

防災施設等に支障のないよう、専門の業者等に
よる保守点検を委託し、各施設等の維持管理を
する。

継続的な機能点検等をもとに、老朽化などの実態を把握し、今後も計画的に防災施設・設備の更新及び改修を実施
する。また、防災行政無線（同報系）の音質改善のため、防災行政無線（同報系）拡声子局のデジタル化及び拡声
子局の新設局設置を引き続き推進する。

防災施設等の種類によっては、専門業者などによる定期的な点検・維持補修を実施しているものの、経年劣化は顕著と
なってきている。そのため、老朽化している施設・設備の予防保全と計画的な更新を進めるとともに、東京都北区地域
防災計画・北区防災対策推進5か年計画（平成26年度～平成30年度）等に基づき、防災施設等の整備・充実を図る必要
がある。

維持・推進

災害時において即座に防災施設や設備が
機能できるように、常時使用可能な状態
にしておく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201060700
備蓄物資購入費 防災課

57,534

備蓄食料（クラッカー・アルファ化
米・おかゆ・ミネラルウォーター
等）で消費期限が間近なものを更新
する。また、既存の災害対応用品
（毛布、肌着、テント等）、生活用
品(生理用品、ウエットティッシュ
等)を適正に管理する。

区内12箇所の災害備蓄倉庫及び区立小・中学校
（閉校施設含む）等の災害備蓄室に物資を保管
し、区有施設の異動（学校の統廃合等）に伴
い、新たな物資の購入や移動を行う。

賞味期限のある備蓄物資については、計画的な更新による安全の確保および年齢やアレルギーを考慮した備蓄を継
続する。災害発生時は本事業による備蓄だけでは不十分であることから、各家庭における備蓄の普及促進を図ると
ともに、事業者との協定締結等により備蓄物資のさらなる拡充を検討・推進する。

食料などについては、ローリングストックマネジメント方式を視野に入れ、期限が間近に迫ったものの有効利用を行う
とともに、備蓄食を日常食に入れ込むことで、防災意識の啓発につなげていく。また、避難所等で実際に使用してみる
ことも重要であるため、定期的に訓練等で使用したい（使用した分はその都度補充する）。さらに、女性や障がいがあ
る方の避難所生活を念頭に置いた新たな物資の導入を検討し、多様なニーズに対応できるよう検討をしていく必要があ
る。　　　　　　　

維持・推進

災害発生から3日間の間、区民が 低限
の生活を送るための物資及びその後の中
長期的な避難所生活で必要となる物資を
備蓄する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

生活用品等備蓄開始から長い年数（３０年を目安とする）が経過している物資を２ヶ年計画で更新していく。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201060800
防災センター管理運営費 防災課

46,372

「地震の科学館」として、地震発生
の仕組みから地震災害の状況等の情
報を提供し、住民の日頃からの備え
を促すとともに、地震体験、応急救
護、消火体験等をとおして防災行動
力の向上を図る。災害時には、北区
災害対策本部のバックアップとして
機能を有する。

防災センター来館者に、展示案内、地震体験等
の指導を行なう。また、区職員の研修の場とし
ても機能している。

　自治体が保有する稀有な施設を引き続き区民の防災意識の向上に結びつけていく。

　施設・設備は築３０年以上が経過しており、老朽化が顕著であることから、早期に補修計画を検討する必要がある。

維持・推進

地震等防災対策全般について、正しい知
識の習得と防災行動力の向上を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

防災センター管理費と防災センター事業費を統合し、防災センター管理運営費に変更した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

10 ページ 平成29年度 事務事業評価



※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201060900
防災センター事業運営費 防災課

0

自主防災組織の構成員や一般区民を
対象に災害時に地域の防災リーダー
となる人材を育成し、発災時に必要
な知識と技術を習得することによっ
て、地域の防災行動力の向上を図
る。

講座や防災教室等の事業を実施する中で必要な
知識・技術の習得を図る。

平成２９年度より防災センター管理費と事業統合し、防災センター管理運営費とした。

地域防災力向上のために、様々な団体に積極的な働きかけを行っていく必要があるが、特に、防災意識のうすいとされ
る子育てファミリー層向けの防災講演会などの開催について検討を進める必要がある。また、防災ボランティア制度に
ついては、災害時に確実に機能するよう仕組みを改める必要がある。

終了

地震及び防災対策についての正しい知
識・技術を習得し、防災意識の向上を図
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201061400
避難所機能強化対策事業費 防災課

9,719

災害時における避難所の機能強化と
して、避難所生活を行う区民等（避
難者、運営する自主防災組織、学校
関係職員等）の安全・安心の確保を
図る。

避難所での生活において衛生的なトイレ環境を
整備するため、各福祉避難所に自動ラップ式ト
イレの配備を行う。

近年の災害による避難所生活は長期の傾向にあり、避難された方の精神的、肉体的なストレスは大きくなってい
る。このため、引き続き、避難所機能を向上するための対策を講じていく。

避難所施設は被災者が安全・安心な生活を送ることのできるよう、施設面の機能強化を行うとともに、被災者の健康維
持および衛生的な生活の確保は重要であるため、引き続き避難所生活の機能を充実できるよう必要な資機材の配備等を
進めていく。

維持・推進

災害時に開設される避難所の安全・安心
な生活を確保できるように避難所機能の
強化を行っていく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

避難所機能強化として、各福祉避難所へトイレ対策用の物資（自動ラップ式トイレ）の配備を行う。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201061800
防災対策管理費 防災課

63,686

防災課の事務事業全般を対象とす
る。

他の事業で予算化されていない物品等の購入や
賃借等を行う。

課の事務管理費として必要なコストであり、無駄なく執行していく必要がある。

年度ごとに事務事業の内容が異なるため、予算の効率的な執行が重要である。そのためにも年間を通じて計画的に無駄
なく執行することが必要である。また、個々の予算執行について常に費用対効果を考慮し、経費の削減等をしていく必
要がある。

維持・推進

防災課の事務事業を円滑に執行する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年度、熊本地震の教訓や気象災害等に係わる災害対策の見直しなどについて、国や東京都法令、計画や制度等の整合性を図り、区の他の関
連する計画等の見直しを含め、東京都北区地域防災計画の改定を行う。また、給水車を新たに２台購入し計３台で区内３か所の災害時給水ステー
ションから各避難所等への飲料水不足分を速やかに配送させる。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201061701
地域生活安全環境整備事業費（１.生活安全推進） 危機管理課

18,526

・区民
・防犯ボランティアパトロール隊、
区内事業所
・公共施設
・町会・自治会

・安全・安心メールをはじめとした生活安全に
関する広報及び啓発活動・防犯ボランティアパ
トロール隊等へ自主的防犯パトロール活動支援
・区有施設へのＡＥＤの設置
・防犯設備整備補助事業費により防犯カメラを
設置した町会・自治会へ防犯カメラの運営費を
補助

これまで刑法犯の認知件数は概ね減少しているものの、子どもを狙った犯罪やひったくり事件や高齢者を狙った特
殊詐欺被害が依然として発生しており、安全・安心のまちづくりを進めるため、本事業を引き続き維持していくこ
とが必要である。

区内刑法犯認知件数は、平成21年（2009年）の5,016件から年々減少し、平成27年には3,377件まで減少したが、
平成28年は3,511件と若干増加した。高齢者を狙った特殊詐欺被害等が依然として発生しており、被害対策について広
報活動を強化すると共に、高齢者が集まる場所や機会を積極的に活用した注意啓発に継続的に取り組む必要がある。ま
た、ひったくりや侵入盗などの身近な犯罪に関しても、今後とも地域の継続的なパトロール活動支援や植栽等による景
観の改善活動を行っていく。　　　　

維持・推進

・区民の生活安全に関する意識の高揚を
図ること、また自主防犯パトロール等の
活動支援を行い、パトロールボランティ
ア活動を促進する。
・区有施設へのＡＥＤ設置で救命救急に
備える。また植栽等により地域の景観を
改善させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

本事業費に含まれていた、防犯推進員２名分の報酬等を「防犯対策パトロール事業」へ移行。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201061703
地域生活安全環境整備事業費（２．防犯協会） 危機管理課

1,863

防犯協会等（王子防犯協会・赤羽防
犯協会・滝野川防犯協会、滝野川母
の会）

事業活動費の一部を助成する。

防犯協会は地域で自主的・主体的な防犯活動を行い、一定の効果を上げており、団体の活動内容・財政状況を確認
しつつ、補助金額は現状維持とする。

防犯協会は、王子・赤羽・滝野川の区内の各警察署の区域ごとに組織されており、地域住民で構成されている。地域に
おける自主的な防犯活動の担い手としてその役割は大きいといえる。母の会も防犯協会同様、地域住民で構成され防犯
イベントの開催・運営にあたりその活動の貢献度は大きいと考えている。ただし、補助金の効果的な運用のため、活動
の詳細の把握や活動の効果検証については継続して行っていく必要がある。

維持・推進

地域における防犯活動及び防犯対策活動
の支援を行う

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201061704
地域生活安全環境整備事業費（３．ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ防
犯協力会）

危機管理課

722

ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ防犯協力会（王子・赤
羽）
※滝野川は24年度末にて解散

事業活動費の一部を助成する。

アパート・マンション等の共同住宅を中心とした地域の自主的・主体的な防犯活動の促進に一定の効果を上げてお
り、団体の活動内容・財政状況を確認しつつ、補助金額は現状維持とする。

当協力会は、区内警察署の区域ごとに組織されておりアパート・マンション等の所有者等を中心に構成されている。地
域における自主的・主体的な防犯活動を事業内容としており、効果的な防犯活動が展開できるよう指導・助言を実施し
ていく必要がある。

維持・推進

主にｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝを拠点とした地域にお
ける防犯活動及び防犯対策の推進を図
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201061705
地域生活安全環境整備事業費（４．防犯カメラ運営
費補助）

危機管理課

2,510

防犯カメラを設置している地域団体
（商店街、町会・自治会等）

防犯カメラ、映像記録装置の電気料金及び機器
の維持管理経費の一部を補助する。

商店街、町会・自治会等が設置した防犯設備は、地域の安全・安心の推進や犯罪の発生予防に貢献しており、適切
に維持管理されてこそ、その効果が表れる。
予算が限られた地域団体が引き続き防犯活動を継続するためには、区が補助を実施し、防犯設備の維持管理を支援
することが必要である。

防犯カメラの継続的な稼働には定期的なメンテナンスが欠かせないため、本事業によりこれに係る経費の一部の補助を
行っている。区では、防犯設備整備補助事業や地域見守り活動支援事業により、町会・自治会や商店街が新規で防犯カ
メラを設置することを促進しており、これに伴い本事業にかかる経費が年々増加していく点は今後懸念すべき事案であ
る。他区の実施状況などを踏まえ、適切な補助のあり方を検討していく必要がある。

維持・推進

防犯カメラの維持管理経費の商店街等の
負担を軽減し、継続的な防犯カメラの管
理運営をサポートする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201061706
防犯設備整備補助事業費 危機管理課

35,000

・町会・自治会
・商店街
・共同住宅の管理組合及び所有者

町会・自治会等が防犯カメラ等を設置する場合
に係る経費の一部を補助する。

本事業は地域の安全安心の向上に大きな効果が認められている。地域の安全安心の向上にもつながるため、プライ
バシーの保護など適正な管理に留意しながら、引き続き支援していく必要がある。

町会・自治会からの防犯カメラ設置要望は多く、補助金交付に係る審査や現地確認等に多くの事務量が発生している。
また、防犯カメラ設置後の維持管理や耐用年数経過後の付け替え要望など、今後意見が寄せられることが予想される。

維持・推進

地域における防犯活動の推進を図り、同
時に防犯設備の設置を促進することによ
り、犯罪の発生を抑止する。また、設置
団体によるパトロール活動を充実させ、
地域防犯環境の向上を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

「地域生活安全環境整備事業費（防犯設備整備及び地域見守り活動支援事業）」及び「共同住宅防犯設備整備補助事業費」を一本化。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201062000
地域安全・安心パトロール事業費 危機管理課

39,436

・区民
・保育園や児童館、小学校、公園等
の公共施設

委託警備業者が青色回転灯を装備した車両によ
り、２４時間体制で区内全域の巡回パトロール
を実施する。特に、子どもが通う幼稚園や保育
園などの公共施設を重点的に行う。

２８年度より、業者完全委託としたため、より効果的・効率的なパトロールを実施することができた。今後は、実
績を検証しながら、引き続き委託により実施したい。

本事業は、区内巡回パトロールを２４時間３６５日実施するものである。青色回転灯装備車両（通称青パト）を常時巡
回させることによる犯罪の抑止効果と共に、身近な「青パト車両」として区民に安心感を与えることに寄与していると
認められる。本パトロールに対する区民等からの要望は増加しており、２８年度からは業者完全委託となったため、今
後は、警察等の関係機関と連携を密にするなど、より効果的なパトロール活動を実施していく必要がある。

維持・推進

区内の安全かつ快適な地域環境の保持
特に子どもの安全確保

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201062200
防犯対策サポート事業費 危機管理課

10,561

・保育園、児童館、幼稚園等に通う
児童及び勤務職員
・町会・自治会、シニアクラブ等に
所属の高齢者
・防犯ボランティア団体等

・防犯推進員として非常勤職員を採用し、保育
園、幼稚園、児童館等における防犯教室の開催
や職員向けの不審者対応訓練、シニアクラブや
町会・自治会における防犯出前講座の実施。
・防犯ボランティア団体や関係機関、関係団体
と連携したキャンペーン活動等の実施。

子どもや高齢者が被害者となる事件を少しでも減らすためには、区、警察、地域による連携した活動を継続すると
ともに、本人自らが犯罪を回避する能力を向上させることが重要である。本教室等は多くの申込みを受けており、
効果が期待できる事業である。また、関係機関と連携したキャンペーン活動等は、区民の防犯意識向上のために今
後も積極的に実施する必要がある。

防犯教室や不審者対応訓練、防犯出前講座は年々実施回数が増えており、限られた職員で多くの要望に応えるために効
率的な実施方法を検討していく必要がある。

維持・推進

・児童や高齢者が自ら犯罪を回避する能
力を養い、防犯への意識を高める。
・保育園等へ不審な人物が現れた際の対
応方法について学び、有事に適切な対応
がとれるようにする。
・地域の防犯力の向上及び地域住民等の
防犯への意識向上。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

これまで「地域生活安全環境整備事業費」に含まれていた、防犯推進員２名分の報酬等を本事業にまとめ、非常勤職員に係る経費を一本化。また、こ
れに伴い事業名称も変更した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010203010300
町会・自治会委託料 地域振興課

144,800

町会・自治会
区民

町会・自治会に、区（官公署を含む）からの冊
子・チラシ・ポスター等の配布や掲出を依頼す
ることに対して委託料を支払い、区民への情報
提供を積極的に行う。

町会・自治会へ各種事務委託を行うことにより、区の事業等の周知を図るとともにコミュニティ活動の活性化に寄
与するため、事業を継続する必要がある。

　町会・自治会の分離独立、集合住宅単独の自治会設立など、地域の状況により変動が生じている。それぞれの状況に
応じたきめ細かな対応が求められる。
　区からのポスター・チラシ等の掲出・配布依頼が増加しており、さらに役員の高齢化により町会・自治会の負担が大
きくなっている。

維持・推進

町会・自治会を通して、区民に情報を提
供・共有化することで、近隣の連帯感を
促進し、町会・自治会活動を活発にす
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010203010400
自治会連合会等補助 地域振興課

5,313

自治会連合会、単一町会、区民 区内の自治会連合会に対して補助金を交付する
ことで、その自治活動を推進する。

自治会連合会内の共通課題を解決することや、所属する町会・自治会間の親睦や交流を促進するために不可欠の制
度であるため、今後も継続していく。

19の自治会連合会、3地区の連合会に対して、それぞれ同一の金額を助成しているが、そこに所属する町会・自治会数
や会員数が異なるため、受益の効果が均一ではない。

維持・推進

自治会連合会内の共通の課題に対して協
議が進み、解決された状態になる。ま
た、連合会単位での事業が実施され、単
一町会間での交流が促進された状態とな
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010203010500
町会・自治会会館建設費等補助費 地域振興課

50,000

町会、自治会、区民 町会・自治会等の認可地縁による団体に対し、
町会・自治会会館の建設・改修費の一部を助成
する。

中期計画に基づき、コミュニティ活動の拠点整備に対する支援事業として今後も継続する。

町会・自治会の計画立案時期と区の予算計上時期との整合性が図りづらいことや、会館が個人名義の場合、法人化手続
きに時間がかかることから、需要量の把握方法を含めた年間スケジュールの見直しを検討するとともに、予算について
も適正な金額の検討をすることが必要である。また、築４０年から５０年を経た会館が多いことから、需要が多くなっ
ている。

維持・推進

町会・自治会会館を建設することで、地
域コミュニティ活動の基盤整備を図ると
ともに、地域活動の活性化を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010203010900
区民まつり開催費 地域振興課

15,150

区民まつり来場者 区民が主催し、区民が主役となった区民まつり
を実施。北区町会自治会連合会、北区青少年地
区委員会が主催、北区の共催として運営する。
会場は、王子地区 飛鳥山会場。赤羽地区 赤
羽会館、赤羽公園、赤羽駅前。滝野川地区 滝
野川公園、滝野川体育館を開催会場とし、３地
区それぞれの地域特性を活かした内容を実施。

北区主催から、北区町会自治会連合会と北区青少年地区委員会の主催（北区は共催）となって16年目となる。平成
28年度は区の推進する「地域のきずなづくり推進プロジェクト」との連携を図りながら事業を推進する。年々アト
ラクション等の参加部門への応募団体も増加しており、北区 大のイベントとして賑わいをみせている。地域のき
ずなづくり推進プロジェクトの推進する事業として積極的に推進していく。

　・ふるさと北区への愛着と誇りを深める契機とするため、区民まつりの開催日を含む１０月を「北区地　域づくり月
間」と定めた。今後、区民まつりの各会場において、地域のきずなづくりの具体的な普及啓発の方法の検討が必要。
・開催費の大半を区からの補助金に依存しており、区民まつりの安定開催に向けた、新たな財源確保策や委託内容の精
査が必要。
・会場スペースが限られるため、各会場とも出店ブースの新規公募は実施できない状況であるが、毎年多数の区民や団
体から新規参加の希望があるため、参加基準作成や、既存団体の整理などどのように合意形成を行うか検討する必要が
ある。
　

維持・推進

地域コミュニティを育み、個性を活かし
たまちづくりを進める。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010203011000
友好都市（国内）交流事業 地域振興課

5,186

山形県酒田市、群馬県甘楽町、群馬
県中之条町

自治体連携・交流のあり方や課題を話し合う研
究会の開催。友好都市交流協定締結20周年イベ
ント開催に向けた準備。親子ふるさと体験事業
の実施

29年度においては、友好都市交流協定締結20周年イベントも開催され一つの節目となった。今後も、3都市との
交流を発展させていくとともに、新たな都市との友好交流協定の締結をめざしていく。

遠隔地の自治体との間に交通の利便性等の課題があり、相互の交流に時間的、金銭的コストが発生する。

維持・推進

４都市の意見交換の場として会議を継続
し、４都市間のネットワーク構築する。
相互に協力した情報発信を推進し、新た
な連携や事業の見直しを実施する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

新たに友好都市交流協定を締結する自治体の選定に着手する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010203011100
北区文化振興財団関係費 地域振興課

266,441

　 区民（子ども、ファミリー層・
青年層・高齢者層等）

　 公益財団法人北区文化振興財団に対して、そ
の運営及び事業に要する経費の一部を予算の範
囲内において、毎年度助成する。

国際音楽祭や演劇祭等による北区のイメージアップ、区民の文化活動支援、文化を通じた区民との協働を推進する
うえで、北区文化振興財団が果たしている役割は大きく、他の手法での代替は容易ではない。
開設３年目となる、文化芸術活動交流拠点「ココキタ」のさらなる活用も含め、引き続き一定水準の助成を継続す
る必要がある。

これまで、区民文化の向上のために多面的な事業展開を行ってきたが、より効率的・効果的な運営を行うためには、事
業内容の整理や組織・人員体制の見直しが必要である。また、補助金率が増加することのないよう、文化芸術振興と歳
入確保のバランスになお一層の工夫と努力が求められる。

維持・推進

　北区における地域文化とそれに関連す
る地域活動を振興するための事業を行
い、区民生活の向上、個性豊かな文化都
市を実現する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010203011600
子どもかがやき文化芸術事業費 地域振興課

27,222

区内在住･在学の幼児・小学生～高
校生

①区内の小･中学校に音楽家･芸術家を派遣しコ
ンサート等を開催する。②北区にゆかりのある
芸術家等を講師に迎え開催する体験型事業を行
う。③東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校
との連携事業として、輝く☆未来の星コンサー
トを実施する。④幼児・小学生～高校生を対象
として、ダンス、発声、演劇を通じて、快活な
子どもを育てる事業を行う。

子どもたちを対象とした文化芸術活動として4種類の事業を実施している。派遣型のスクールコンサート、国内
高水準の東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校の学生によるコンサート、奥山峰石先生や川崎普照先生が内容を
監修する子ども文化教室、北区つかこうへい劇団後継者たちによる児童ダンス☆演劇教室など、いずれも個性的な
事業である。引き続き実施する意義は大きい。

子ども文化教室において、参加人数の少ない教室があり、広報手段の充実を検討する必要がある。

維持・推進

文化芸術に関心のある子ども達を増や
す。伝統文化や芸術を複数年継続して学
ぶことができる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010203011700
協働による地域づくり推進費 地域振興課

12,597

（地域づくり応援団事業）
区内に活動拠点を有し、3人以上で
構成されたＮＰＯ・ボランティア団
体・グループ
（政策提案協働事業）
区内に主たる事務所または活動拠点
があるNPOやボランティア団体

（地域づくり応援団事業）事業内容を審査（書
類審査、プレゼンテーション）し、北区のまち
づくりのための事業に対して 大３年間の助成
を行う
（政策提案協働事業）事業内容を審査（書類審
査、プレゼンテーション）し、区と協働で事業
を行う。

政策提案協働事業については、区の地域課題の解決に向け、新たな視点で団体と区が取り組むことのできる事業に
対して提案を受け、団体の先駆性、専門性及び柔軟性を活かした事業を区と協働で実施し、一定期間の中で事業の
自立を進めていく。地域づくり応援団事業については、助成期間中の側面支援とともに、助成終了後の活動団体の
自立化と自主活動を促進していく必要がある。

ＮＰＯ・ボランティア団体等の成長や活性化を促進する助成事業として、提案事業の募集・選定過程において、団体を
前向きに育成していく視点での評価方法の確立と仕組みが必要である。
また、助成を受けた団体が助成終了後も継続して効果的な活動が推進できるよう、NPO・ボランティアぷらざの機能等
を活かしながら、団体の自立化を促進していく必要がある。

維持・推進

（地域づくり応援団事業）区内の
NPO、ボランティア団体が自主的に地
域の課題を解決できるようになるととも
に新しい担い手の裾野が広がる。（政策
提案協働事業）区民が公共サービスの担
い手として主体的に活動できる環境が整
い、区民と行政が互いの特性を理解し尊
重しながら、共通の地域課題の解決に向
け取り組んでいる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

（政策提案協働事業）
・「課題提案事業」の募集を行うことを、実施要綱の提案事業の要件に加えた（ただし、区長が必要と認めた場合）。
・募集要項の事業の要件について、「要件をすべて満たす」を「要件を満たす」の表記に変更した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010203011800
文化芸術の「卵」育成事業費 地域振興課

6,948

文化・芸術分野の専門家（プロ）を
目指す中学生・高校生を含めた若手
アーティスト

文化芸術活動拠点ＰＲイベント、文化芸術活動
拠点祭、専門家による中学生・高校生を対象と
した高等技術を教えるレベルアップワーク
ショップを実施する。また、区内在住、在学の
中学生・高校生の文化芸術活動拠点の施設利用
料を無料とする。

平成27年4月に開設した文化芸術活動拠点を活用した取組みであり、若手アーティストを支援し、地元住民からの
認知度を上げるための企画を実施している。「住めば、北区東京」のブランド力を向上させるためにも実施する意
義は大きい。
平成30年度は、文化芸術活動拠点PRイベントが終了して若手アーティスト応援サポーター制度（仮）を実施、若
手アーティストの一層の認知度向上を目指す。

・年に３回のレベルアップワークショップにて中高生参加者を増加させる必要がある。
・オープンギャラリーの活用を目指したPRイベントを行ったが、利用者がなかなか増えていない。
・文化芸術活動拠点祭にて、レジデンスアーティスト等ココキタ利用者の成果発表の側面を強める必要がある。

維持・推進

文化芸術活動拠点での支援をとおして、
文化芸術分野で活動する若い世代を、よ
り高いステージへ引き上げる。また、地
域住民が文化芸術分野で活動する若者を
支援していく雰囲気づくりを行う。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010203020100
赤羽会館管理費 地域振興課

会館利用者 １集会施設（１５施設）の貸出、２会館全体の
維持管理、３体育施設の受付業務等を通じて
コュニティ活動の場を提供する。

 平成29年度から指定管理者により管理運営を行い、区直営と同様の安定的な運営に努める。また、劣化が進む設備
等について、計画的に維持補修を行っていく。

 平成29年度から指定管理者制度により管理運営を行っており、区直営と同様の安定的な運営が求められている。また、
経年劣化に伴う設備の維持修繕を計画的に行う必要がある。

維持・推進

地域住民にとって利用しやすい施設づく
りを図っていく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年4月から指定管理者制度及び利用料金制を導入した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010203020400
区民センター管理費 地域振興課

550,024

利用者 区民センター全体に係る維持管理及びセンター
内ふれあい館の運営　（１）休館日　　年末年
始
（２）開館時間　９：００～２２：００　
（３）施設数　１２館（浮間・昭和町・田端・
上十条・十条台・神谷・滝野川東・豊島・滝野
川西・東十条・赤羽北・王子）

高齢者福祉コーナーの暫定有効活用による実績を検証し、今後の高齢者祉コーナーの役割の見直しや多目的利用等
に取り組む。

ホール、和室等施設の利用及び高齢者福祉コーナーの使用は施設によってばらつきがあり、利用率が低い施設があるな
ど、地域によって差がある。また、和室については、畳であることから高齢者などから座りづらく利用しにくいなど、
多くの意見があり、施設設備の改善が課題となっている。平成２７年度は利用実態を把握したうえで高齢者福祉コー
ナーの役割の見直しを含めて検討を行った。検討の結果、平成２８年度から区民センター内の高齢者福祉コーナーで高
齢者福祉事業を実施し、施設の暫定有効活用を図ることとした。平成29年度も引き続き実施しているが実績は伸びてい
ない。今後の高齢者福祉コーナーのあり方をあらためて検討する必要がある。　　　　　

維持・推進

利用者にとって利用しやすい施設にする

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

昭和町区民センター大規模改修のため、平成28年6月から平成29年5月15日まで昭和町ふれあい館を休館した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010203020500
ふれあい館管理費 地域振興課

83,935

利用者 ふれあい館の管理運営　（１）休館日：年末年
始　（２）開館時間：９：００～２２：００　
（３）直営館：1館（東田端）　委託館：1館
（岸町）　（４）指定管理館：７館、赤羽、桐
ケ丘、稲付、島下、西が丘　堀船、志茂東

指定管理者制度を導入しているふれあい館は、引き続き指定管理を継続する。区民センター内ふれあい館の高齢者
福祉コーナーの暫定有効活用による実績を検証し、今後の高齢者祉コーナーの役割の見直しや多目的利用等に取り
組む。

運営については規則を順守し地域コミュニティの核となり、開かれた施設となるよう創意工夫が必要である。利用率が
低い施設があるなど、地域によって差がある。また、和室については、畳であることから高齢者などから座りづらく利
用しにくいなど、多くの意見があり、施設設備の改善が課題となっている。平成２８年度から区民センター内の高齢者
福祉コーナーで高齢者福祉事業を実施し、施設の暫定有効活用を図ることとした。平成29年度も引き続き実施している
が実績は伸びていない。今後の高齢者福祉コーナーのあり方をあらためて検討する必要がある。　　　　　

維持・推進

利用者にとって利用しやすい施設にす
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

東田端ふれあい館に指定管理者制度を導入した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010203020700
区民斎場管理費 地域振興課

171,397

区民 開館時間：８：３０～２２：００　
予約受付時間：８：３０～２４：００
使用料受付時間：８：３０～１７：３０
休館日：１月１・２日（開館は３６３日）
利用者使用時間：１６：００～翌日１５：３０

葬祭利用者のニーズを把握しながら、利用状況の推移を見守るとともに、施設の有効活用の方策について検討す
る。

セレモニーホールの利用率は、 近の葬儀形態の変化や民間葬祭センターの建設などにより、平成１７年度75.1％から
平成２４年度には59.21％と減少傾向となっている。平成２５年１月に柩保管室を新設するなど設備の充実を図り、平
成２５年度の利用率は61.1％となったが、その後、利用件数は減少傾向である。（２４年度355件、２５年度373
件、２６年度340件、２７年度301件、２８年度311件）
今後は葬儀以外での施設利用（法事等）が可能かなどについて検討が必要である。

維持・推進

安心して廉価で利用出来る施設

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

01020302090
コミュニティアリーナ施設管理費 地域振興課

40,313

利用者 コミュニティアリーナの管理運営
（１）休館日：年末年始
（２）開館時間：９：００～２１：００
（３）直営館（業務委託）：１館（豊島北コ
ミュニティアリーナ）
　　 指定管理館：１館（新町コミュニティア
リーナ）

スポーツを始め、文化や芸術、健康づくりなど多目的な活動が可能な施設であり、利用者も増加傾向である。引き
続き、地域コミュニティの核となる施設として、利用者が利用しやすい管理運営に努める。

 平成２５年７月に開設した新町コミュニティアリーナは、東田端連合自治会による指定管理者制度を導入しており、利
用者数の増加に伴う施設の運営状況の課題等を検証していくことが必要である。また、豊島北コミュニティアリーナ
は、平成２７年４月から、併設の文化芸術活動拠点施設を運営している北区文化振興財団に受付業務を委託している。
委託内容の履行状況を確認するとともに、利用者増に伴う、運営面での課題等を同じく検証する必要がある。また、抽
選方法等への利用者からの意見等も踏まえ、わかりやすい施設利用の方法等の周知が必要である。

維持・推進

利用者にとって利用しやすい施設にす
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0102030301
昭和町区民センター改修費 地域振興課

1,321

利用者 施設の大規模改修工事

改修工事は、当初の工事スケジュールどおり終了し、平成29年５月から、昭和町区民センター、昭和町地域振興室
及び昭和町図書館の業務を遅滞なく開始することができた。

平成28年6月から平成29年3月までの期間で昭和町区民センター改修工事を実施した。改修工事及び事務所機能移転に
伴い発生した課題についてその都度対応するとともに進行管理を行った。

終了

施設の更新

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

0103012000
地域のきずなづくり推進プロジェクト事業費 地域振興課

4,769

区民及び町会・自治会等の地域活動
団体

 ①地域円卓会議の開催（3地域）　
②新たな担い手づくりのための研修の開催
③「北区きずなづくり月間」講演会等の開催

 ④区公式ホームページでの地域情報の積極的　 
な発信

本事業は区のさまざまな施策を実施していくうえで、欠かすことのできない「地域のきずなづくり」の基礎部分を
総合的プロジェクトのもとに推進していくものであり、「北区基本計画2015」及び「北区中期計画」において
も、 重要課題として位置付けられているため、限られた経費の中で効率的に事業を実施していくことを念頭に、
引き続き拡充を図っていく。

地域円卓会議の開催地域を順次、広げていくにあたり、開催を継続していくための仕掛けを構築していく必要がある。
地域では区からの要請で多くの会議が開催されており、負担軽減の観点から、地域円卓会議の中で、他の会議の議題を
話し合う場にすることも求められている。
一方、地域円卓会議は地域振興室長が進行役を勤めるため、他の会議の議題をあわせて話し合う場
合は、支援体制等について検討する必要がある。

拡充

区民が各地域における人と人とのつなが
りを再認識するとともに自治意識を高
め、北区への愛着を深める。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

①手段の変更
地域円卓会議（3地域→7地域）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010203012100
文化芸術振興ビジョン改定費 文化施策担当課

0

北区文化芸術振興ビジョン（平成
16年6月策定）

北区文化芸術振興ビジョン改定に向け、文化・
芸術に関する専門家等との意見交換による内部
検討（方向性の検討、重点プロジェクトの策定
等）を重点的に行う。

現行のビジョン策定から10年以上が経過しているため、これまでの検証等を行いながら、北区特有の地域文化など
も含めた文化施策（プログラム）について検討・実施を行っていく。

改定する文化芸術振興ビジョンにおいて取り扱う領域（どの分野を対象とするのか）の検討

その他

ビジョン改定の理念・方向性をより明確
にし、今後開催を予定している検討委員
会（仮称）での検討を効率的に進められ
るようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601020101
商店街支援事業費（商店街イベント支援） 産業振興課

56,730

１．区内の商店街（法人、任意を問
わない）
２．区内JR駅前広場に隣接する商
店街
３．北区商店街連合会

１．商店街が実施するイベント事業に対して、
経費の一部を助成。
２．商店街が実施するイルミネーション装飾事
業に対して、経費の一部を助成。

意欲的な商店街に対して、イベント支援を継続していくとともに、それ以外の商店街に対しては、イベント開催に
向けた働きかけをしていく。

商店街の各個店が多忙であるため、商店街活動に時間がとれず、毎年同一内容のイベントを実施する傾向がある。商店
街及び地域消費者の双方にとってより魅力あるイベントの開催が必要である。金銭面での助成をするとともに、各商店
街が地域特性を生かした特色あるイベントを実施できるよう、指導・助言していく必要がある。
また、駅前イルミネーション装飾事業の実施にあたっては環境に十分に配慮するとともに商店街が実施していることを
ＰＲしていく必要がある。

維持・推進

来街者が増加して、にぎわいのある商店
街になる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010601020102
商店街支援事業費（商店街環境整備） 産業振興課

4,188

区内の商店街（法人、任意を問わな
い）

商店街が設置している街路灯等の改修及び共同
設備の設置等、商業環境の整備を図るハード事
業に対して、経費の一部を補助する。また、商
店街が解散する場合、街路灯撤去費用の経費の
一部を補助する。

地域の安全安心や商店街のイメージアップに寄与する事業であるので、引き続き支援していく。

本事業は都の補助対象事業。都の規定により、本事業の対象となるためには前年度までに申請することが条件となって
いる。このため、緊急の案件に対して速やかな対応が困難である。

維持・推進

来街者にとって、地域特性を生かした安
全で利便性のある商店街としてのイメー
ジアップを図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601020103
商店街支援事業費（商店街街路灯電気料金補助） 産業振興課

15,100

装飾街路灯（アーチ、アーケード含
む、以下、街路灯という）を保有す
る商店街

街路灯を保有する商店街に対し、電気料金の全
部または一部に対し補助を行う。

商店街街路灯が良好に管理されることは、地域の環境美化・防犯機能向上に直結することであり、引き続き実施す
ることが適当である。なお、電気使用量の削減を図るうえでは、街路灯のＬＥＤ化が有効であることから、その普
及に向けて積極的な取組みを行っていく。

商店街が所有する街路灯は、商店街の顔であるとともに、地域住民に対する防犯機能を果たしている。電力使用量、電
気料金、ＣＯ2削減のためＬＥＤ化を推進するとともに、商店街の負担軽減の面から引き続き補助を継続する必要があ
る。　　　

維持・推進

区内商店街の保有する街路灯に対し、電
気料を補助することによって、商店街の
環境美化、防犯機能の向上を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601020104
商店街支援事業費（商店街街路灯LED化推進） 産業振興課

3,440

区内の商店街（法人、任意を問わな
い）

都が実施する東京都政策課題対応型商店街活性
化事業費補助金を利用して、街路灯のＬＥＤ
化、ＬＥＤ街路灯の新設あるいは建替えを行う
商店街に対して、経費の一部を助成する。

街路灯のＬＥＤ化は、環境面や商店街の負担の面からも推進していく必要がある。都の補助制度の活用を促しつ
つ、区としても補助を継続していく。

街路灯のLED化が可能な財政状況の商店街はほとんど事業を完了した。LED電球の交換時期に達した商店街が増えてお
り、玉の交換費用の捻出が商店街の課題となっている。

維持・推進

①街路灯の水銀ランプをＬＥＤランプに
交換する（ランプのＬＥＤ化）
②街路灯をＬＥＤ街路灯に建て替える
（新設する）

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

東京都の補助交付要綱が改正され「政策課題対応型事業補助金」となり、LEDランプ交換・LED街路灯の建替えのいずれも補助率が4/5に変更され、
区も一律補助率1/10に変更した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010601020105
商店街支援事業費（商店街にぎわい再生プロジェク
ト推進）

産業振興課

8,148

区内商店街（法人・任意団体問わな
い）

商店街のにぎわいの創出に取り組む事業を支援
する。
商店街にぎわい再生アドバイザーを派遣する。

商店街の活性化を促すためにも、意欲ある商店街には有効な施策なので引き続き支援していく。

本事業は「商店街自らが考え自らが動く」ことを事業コンセプトの基本としているが、商店街の人員不足などから、積
極的に本事業に手を上げようとする商店街が少ない。

維持・推進

にぎわい再生のための５カ年計画を策定
し、計画に基づき事業を行う。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601020106
商店街支援事業費（がんばる商店街支援） 産業振興課

6,950

区内の商店街・個店連携グループ 独自性を発揮した商店街・個店連携グループの
活性化に寄与する事業に対して、経費の一部を
助成する。

商店街等の創意と意欲を前提とする事業であり、この事業を推進することは、商店街等の活性化につながる。その
ため、事業効果は大きいと予想されることから、継続して事業支援していく。

マンパワー不足等の理由から、商店街組織としての機能が低下してきており、独自性のある事業を展開していくことが
難しい現状である。そのため、まず商店街組織を活性化することが必要がある。
また、個店連携グループの支援においては、新しい個店同士のネットワークが創出されていないことが課題である。

維持・推進

商店街自らが、特徴、直面している課題
を考え、実践していくことで、魅力ある
商店街として発展していく。
同様に個店連携グループの活動を支援す
ることで、個店の発展、ひいては商店街
の発展につなげていく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601020200
商店経営力向上支援事業費 産業振興課

3,665

【チャレンジショップ支援事業】
商店街の空き店舗を活用して事業を
行う起業家

【チャレンジショップ支援事業】
店舗賃貸料の一部を補助し、経営アドバイザー
を派遣する

商業の活性化に寄与する事業であるため、一部見直しを図りながら、支援を継続的に実施していく。

【チャレンジショップ支援事業】申請対象者の業種が小売業・飲食業に限られているため、申請件数が少ない。対象と
なる業種を拡大するために、今後はコミュニティビジネスの支援と連携して本事業の活用を図ることが必要である。

維持・推進

【チャレンジショップ支援事業】地域に
根差した起業家を発掘し、育成するとと
もに地域のにぎわいの創出と活性化を図
る

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010601020500
区内共通商品券発行支援費 産業振興課

33,000

北区商店街振興組合連合会 区内共通商品券特別販売事業にかかる、プレミ
アム分の経費及び事務経費の一部を補助する。

区民の消費喚起及び区内商店街をより多くの方に利用してもらうための手段として、プレミアム付き商品券は有効
であると考える。今後も継続して支援していきたい。

２７年度販売時の発行規模の拡大により、認知度が向上したため、今後のニーズが増加する可能性がある。

維持・推進

広く多くの方に商店街で商品券を利用し
てもらう。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年度から公共施設（北とぴあ・赤羽会館・滝野川会館）での販売をやめ、商店街のみで販売する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601020600
中小企業金融対策費 産業振興課

2,109,799

区内中小企業者・中小企業者の団体
及び新たに創業しようとする方

事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう
金融機関に「融資のあっせん」をする。また、
中小企業の借入負担を軽減させるため、利子及
び信用保証料の一部を補給する。

北区の中小企業支援強化のため、社会経済情勢に即した利用しやすい融資制度にすることが必要である。そのた
め、制度の見直しや創設の検討などを行い、維持推進していく。

中小企業者の安定した資金調達を図るため、変化し続ける社会経済情勢や北区産業の地域特性等にあわせた、より必要
度の高い制度融資について常に検討していくことが必要である。

維持・推進

区内中小企業の資金繰りを円滑にする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601020805
ものづくり推進事業費 産業振興課

19,029

北区のものづくり中小企業 補助事業等を通じて区内ものづくり中小企業を
支援する。

区内ものづくり中小企業の活性化や高度化には、各種展示会等への出展やＰＲを通じた販路開拓に加え、工業系の
各種認証取得が重要である。これらの区内ものづくり企業のニーズに合わせた支援を継続的に実施していく。

企業ニーズに合ったサービス提供を研究していく必要がある。

維持・推進

区内ものづくり企業の技術高度化・高付
加価値化を推進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010601021000
ものづくりトータルサポート事業費 産業振興課

12,458

区内ものづくり中小企業 コーディネーター・技術相談員による企業訪問
や相談を行うほか、ものづくり企業に役立つ各
種セミナーを実施する。また、補助事業等を通
じて支援する。

区内ものづくり中小企業の活性化には、区・都・国の施策のＰＲや区内企業相互の連携を図ること等が重要であ
る。今後とも、相談体制の拡充などにより、区内ものづくり中小企業を総合的に支援していく。

中小企業に対する技術相談や販路拡大相談は一定の成果はあるものの、区内においては異業種、同業種の連携が進んで
いないため、そのための支援が課題となっている。

維持・推進

区内ものづくり企業の技術高度化・高付
加価値化を推進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601021100
新製品・新技術開発支援事業費 産業振興課

6,446

区内のものづくり中小企業 研究開発に要する経費の一部を助成する。

技術の進歩や需要の移行等に対応して絶えず新しい製品・技術開発に努めることが、ものづくり企業の維持・発展
には欠かせない。
今後も新製品・新技術開発を支援してくことで区内産業の活性化を推進していく。

制度の周知により例年安定した申請件数はあるが、東京都の同様の補助制度とも比較し、区の制度の優れた点（少額で
使いやすい、コーディネーターによる継続支援等）を広報していく必要がある。

維持・推進

研究・開発を活発にすることで製品・技
術力が向上する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

大企業が実質的に経営に参画している場合（いわゆる「みなし大企業」）について、申請除外とした。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601021200
公衆浴場施設・設備等補助費 産業振興課

15,818

区内公衆浴場 ①設備改善費用、②燃料費用、③耐震化促進費
用、④レジオネラ菌検査費用、⑤浴場組合主催
事業ふれあい湯とぴあ（幼児及び小学生への無
料開放）に対する費用の補助を実施する。

区民の公衆衛生の維持の一環として、また利用者のふれあいの場所としての公衆浴場が減少しないように、引き続
き経営安定のために支援を図っていく必要がある。

個人風呂の普及に伴い公衆浴場利用者が大幅に減少し、昭和５０年に１１４あった浴場数が現在は３０と３分１以下に
減少している。後継者不足もあり公衆浴場の将来は厳しいものがあるが、利用者の高齢化や訪日外国人の増加により、
ふれあいの場や日本の文化として注目されている一面がある。

維持・推進

利用者の安全・安心を確保するため、安
全性・利便性・衛生水準を高める。ま
た、ふれあいの場としての公共性を向上
させることで、転廃業の防止及び経営の
安定と振興を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010601021500
勤労者サービスセンター補助費 産業振興課

25,094

勤労者サービスセンターの事業 人件費及び管理運営費の一部を補助する。

中小企業の福利厚生充実のため、継続した支援が必要である。
理事会への参画を通じてセンター運営の効率化、自立化を引き続き促していく。

センターの北区内会員数及び事業者数は平成４年をピークとして減少が続いており、新規会員の確保が課題である。ま
た、３区センター合併による広域化によって、固定費の北区負担分については、縮減することができたが、各区の独自
事業の整理統合や事務処理の一元化、さらに杉並区のサービスセンターとの事業の広域化など、より一層の効率化を図
ることが課題である。

維持・推進

勤労者サービスセンターの事業が健全に
運営されている。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601021700
観光振興事業費 産業振興課

40,661

地域住民はもとより、広く観光に興
味を持っている人

観光ボランティアガイド事業の実施及び観光ガ
イドマップの作成配布、観光ホームページでの
情報提供、「都電荒川線沿線ウォークラリー」
「北区観光写真コンテスト」などのイベントの
実施。

観光振興事業の推進にあたっては、区内産業団体や企業等と協力しながら、様々な観光資源の魅力を発掘し地域ブ
ランドとして磨き、広く発信していく。
また、平成29年１月に設立された「一般社団法人東京北区観光協会」と連携し、北区の観光資源や魅力を効果的に
発信していく。

観光事業の推進については、引き続き、北区の観光についての地域の意見を聴取するとともに、イベント等を通じて、
観光振興の機運の醸成を図る必要がある。また、行政の役割や組織体等を検討していく必要がある。

維持・推進

区内にある豊かな観光資源（歴史文化・
産業文化・自然環境等）を多くの人々が
広く知り、興味を持ち訪れるようにす
る。行政、区民、民間等の役割分担等を
踏まえた推進体制の構築に向け、検討を
進める。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

外国人旅行者のインターネット接続環境を向上させるため、北とぴあと赤羽エコー広場館に無料で利用できる公衆無線LAN（Wi-Fi）を整備する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601021900
伝統工芸保存事業費 産業振興課

5,314

区内の伝統工芸技術保持者（伝統工
芸保存会）と区民

・伝統工芸の技術・技能や作品に親しむ場とし
て「北区伝統工芸展」を開催する。
・区内の学校・児童館等に伝統工芸技術保持者
を派遣し、伝統工芸の体験を行う「伝統工芸出
張体験講座」を実施する。

区の貴重な財産であり地場産業でもある伝統工芸を保存し、活性化していくために、伝統的な技術や技法を継承し
ていくことが重要である。そのため今後も「北区伝統工芸展」や「伝統工芸出張体験講座」など、区民が伝統工芸
について知る機会を確保し、伝統工芸の保存を図っていく必要がある。

北区伝統工芸保存会会員の高齢化による活動低下や会員減少が危惧されるため、引き続き出張体験講座や伝統工芸展等
を通じてPR活動を行っていくとともに、新しい会員の勧誘などにも取り組んでいく必要がある。

維持・推進

伝統工芸に興味を持ち、また重要な産業
文化として理解が深まる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010601022401
産業活性化ビジョン改定費 産業振興課

6,575

区内事業者（工業、商業、サービス
業等）、産業関係団体、起業家、区
民

北区産業を取り巻く経営環境の変化や、新たな
課題に対応するため、学識経験者、産業関係団
体、区内事業者等で構成する検討委員会で検討
を行う。

新たな北区産業活性化ビジョンを平成29年度（平成30年3月）で策定するため。

平成２８年度、区長からの２つの諮問「新ビジョンの策定に関する事項」「その他区長が必要と認める事項」を受け、
検討委員会を設置し、課題ごとに「工業（ものづくり）」「創業･起業」「商業（商店街）･観光」の３部会を設け、情
報収集、現状整理、課題の掘り下げに取り組んでいる。
各部会での検討内容を検討委員会で取りまとめ、新たなビジョンを策定していくが、有識者の考えや産業団体の意向を
十分に踏まえ、ビジョンが実効性あるものとする必要がある。

休止

北区産業の将来像が定まり、その実現に
向けた啓発がなされ、区内事業者、産業
関係団体、起業家、区民の意識･意欲を
高めるために、必要かつ適切な産業振興
施策を構築する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601028200
観光協会設立準備検討費 産業振興課

区民、産業団体、関係事業者 学識経験者、区民、産業団体、関係事業者等で
構成する設立準備会を設置し、観光協会設立に
向けた準備検討を行う。

平成29年1月に一般社団法人東京北区観光協会が設立されたため。

平成19年度より観光振興担当副参事を設置し、北区の魅力のＰＲや担い手の育成など観光振興に取り組んできた。しか
し、観光事業をより効果的に推進するには、行政だけでなく事業者、区民が一体となって北区の観光資源や魅力を発信
する観光協会の設立が求められている。25年度はその足がかりとして観光振興シンポジウムを開催し、26年度に北区
観光振興プランを策定した。27年度は（仮称）北区観光協会設立準備会を設置し、（仮称）北区観光協会のあり方につ
いて検討を行ってきた。そして、29年１月に一般社団法人東京北区観光協会を設立した。

終了

（仮称）東京都北区観光協会を設立し、
区民、産業団体、関係事業者、行政が一
体となって北区の観光資源や魅力を発信
する体制を構築する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年１月に一般社団法人東京北区観光協会が設立されたため、平成28年度で終了。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601040100
就職支援事業費 産業振興課

4,521

区内在住の求職者 ハローワーク王子等の関係機関と共同で、就職
面接会、就職支援セミナーを開催し、就職機会
の提供や就職活動をサポートする。また、区内
高校と連携し、高校生就職支援を実施する。

区が実施している就労支援事業のうち、関係機関（ハローワーク王子や東京しごとセンター等）の事業と重複して
いるものについては、見直しを図る。
そのために、関係機関が行っている事業の把握を進め、重複していると思われる事業を行う機関と協議を重ねてい
くとともに、区の就労支援事業を精査していく。

雇用情勢は改善しつつある一方、新規求職者数は前年を下回り、一部産業で労働力不足が顕在化していることから、労
働力確保が今後の課題となる。
また、関係機関（ハローワーク王子や東京しごとセンター等）と就職支援のための事業が重複しやすく、受講者が集ま
りづらい状況である。特に、求人に関連する若者向けのセミナー･面接会については受講者が集まりづらい状況が続いて
いる。

その他

求職者が就労している状態。
また、就職活動に要する情報や知識を学
び、就職活動の一助としていく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

大学生インターンシップ事業を廃止した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010601040600
ジョブトライ事業費 産業振興課

50,516

区内在住の若年未就職者 委託先企業での雇用を行い、
基礎研修や紹介予定派遣制度を活用する。

就職状況を取り巻く環境は、改善に転じる傾向を示していると言われている状況だが、若年層の失業率は依然とし
て高い数値となっている。
このような状況から、若年層を対象とした北区ジョブトライ事業は平成30年度も維持・推進していく予定である。

就職状況を取り巻く環境は改善に転じる傾向を示していると言われている状況だが、若年層の失業率は依然として高い
数値となっている。
しかし、関係機関（東京しごとセンター等）との事業重複や、求職者の自己応募による就職決定等が要因となり、本事
業の参加者が集まりづらい状況である。

維持・推進

主に区内中小企業への就職を前提とした
派遣を行い、正規雇用を目指す。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

①基礎研修期間を10日間から1.5ヶ月に延長することにより人材育成効果の向上を図る。②派遣先企業でのOJT期間を 大3.5か月間確保する。ま
た、ミスマッチを防ぐため、派遣先企業の変更を３回まで可能とした。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601040700
女性再就職支援事業費 産業振興課

58,320

結婚･育児･介護等により現在離職中
で、再就職を希望する区内女性

インターンシップ型コース:インターンシップ及
びインターンシップ前研修の実施と、区内及び
区近隣の企業へのインターンシップ派遣。
雇用型コース:OFF-JT、OJTなどで再就職に向
けた支援を実施し、OJT後の直接雇用を目指し
ていく。

女性が出産･育児などで一時仕事を離れた後、再度仕事に就く際には、雇用状況が非常に厳しくなるという状況が依
然として継続している。また、若年層の失業率も高い数値が続いている。こうした状況から、女性再就職支援事業
は、平成30年度も維持･推進していく予定である。

正規雇用（フルタイム）より、育児や介護といったライフイベントに合わせられる柔軟な働き方を選択したいという意
向を持つ参加者が多いため、より多様な働き方を支援できる仕組みづくりが課題である。同時に、当事業の財源として
依拠している都の補助金に関して、要綱の改正等、今後の動向に注意していく必要がある。

維持・推進

直接雇用に結びつける

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

インターンシップ型･雇用型の２つのコースで事業を実施してきたが、ニーズが高いインターンシップ型コースのみとした。また、新たに介護職就職支援
コースを加え、当該コースの対象者を「区内及び区近隣の若者」とした。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010204010900
地域スポーツ推進事業（総合型地域スポーツクラブ
設立支援）

スポーツ推進課

2,793

滝野川、王子、赤羽の各地区住民 総合型地域スポーツクラブの設立を支援する。

総合型地域スポーツクラブに対するクラブフェスタへの共催、各種イベントへの後援、広報誌・ホームページを通
じた認知度向上による支援を実施し、地域におけるスポーツ機会の充実を図る。また、王子地区に新たな総合型地
域スポーツクラブ設立を検討する組織を設置する。

総合型地域スポーツクラブの運営に協力的な人材及び経営感覚のある人材確保が課題である。また、安定的な運営を図
るために、活動場所の確保が課題である

維持・推進

身近な場所で誰もが気軽にスポーツを楽
しむことができる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010204010901
地域スポーツ推進事業（初級障害者スポーツ指導員
養成講習会）

スポーツ推進課

671

北区在住、在勤、在学の１８歳以上
の区民。

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会の協力
を得て、講習会を実施する。

スポーツを支える人材の育成・確保のため、東京都障害者スポーツ協会と連携を図り、継続して講習会を開催し初
級障害者スポーツ指導者を養成していく。

養成講習会実施にあたり、東京都障害者スポーツ協会の協力なくしては、区単独で講師や授業で使用する備品を用意す
るのが困難であること。

維持・推進

区民に対して、公益財団法人日本障がい
者スポーツ協会公認の初級障害者スポー
ツ指導員の資格取得を促す。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010204011301
スポーツ推進事務（体育施設受付窓口を北とぴあ１
階に設置）

スポーツ推進課

9,870

体育施設受付窓口を 北とぴあ１階に設置して

駅からアクセスの便利な北とぴあに窓口を設置したことで、体育施設利用者の手続きの利便性が高まったため、
３０年度以降も継続していく。

受付窓口とスポーツ推進課事務室が離れているため、情報共有や連携した対応を密に行う必要がある。

維持・推進

利用者に対し、予約・支払等の手続の利
便性を高め

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0102040600
仮称赤羽体育館開設準備費 スポーツ推進課

0

スポーツに親しむ全ての区民 （仮称）赤羽体育館の開設

単年度事業のため平成28年度で事業終了。

平成29年1月にオープニングイベントを実施し、同2月から供用を開始した。今後の課題は、施設の周知や利用率の向
上等である。

終了

区民スポーツ大会等の開催が可能な体育
館を開設し、多様なスポーツ活動の場を
提供する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010807030100
仮称赤羽体育館建設事業費 スポーツ推進課

0

スポーツに親しむ全ての区民 （仮称）赤羽体育館の建設

平成28年度竣工のため事業終了。

平成26年5月に建設工事着工、平成28年10月竣工。平成29年1月にオープニングイベントを実施し、同2月から供用
を開始した。今後の課題は、施設の周知や利用率の向上等である。

終了

区民スポーツ大会等の開催が可能な体育
館を建設し、多様なスポーツ活動の場を
提供する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010204011100
東京オリンピック・パラリンピック推進事業費（ト
レセン通り外構照明調査）

東京オリンピック・パラリン
ピック担当課

4,200

北区内外の住民 ＲＯＵＴＥ２０２０トレセン通りの景観整備を
推進する。

「トップアスリートのまち・北区」を推進し、区の魅力として区内外に発信していくため、トレセン通りを中心と
した周辺環境整備を進めていく。

　シティプロモーションに重点を置いた事業であり、オリンピック･パラリンピック関連事業として区の魅力を発信でき
る取組みである反面、設置後管理について問題が残る。
　

維持・推進

ＲＯＵＴＥ２０２０トレセン通りがオリ
ンピック・パラリンピックを想起させる
「トップアスリートのまち・北区」の街
並みとなる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010204011101
東京オリンピック・パラリンピック推進事業費（ア
スリート手形モニュメント設置）

東京オリンピック・パラリン
ピック担当課

2,200

北区内外の住民 味の素ナショナルトレーニングセンターに隣接
する区立稲付西山公園内に北区にゆかりのある
アスリートの手形モニュメントを設置する。

平成２８年度において設置工事が終了し、現在６枚のアスリート手形が設置されている。今後も、アスリートの協
力を得て手形を追加し、東京２０２０大会に向けた気運醸成等をはじめ、「トップアスリートのまち・北区」を推
進していく。

手形モニュメント設置後について、定期清掃・破損時の対応や金属の腐食等に関する管理などが、今後に向けた検討課
題となる。
　また、今後どのようなアスリートの手形を設置していくか、東京２０２０大会に向けて総計２６枚の枠があるうち何
枚を設置するか等の検討が必要である。

維持・推進

北区ゆかりのアスリートの手形に直接触
れられる機会を提供することで、アス
リートを身近に感じられるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010204011200
北区版スポーツアカデミー事業費 東京オリンピック・パラリン

ピック担当課

13,560

ア）区内小中学生
イ）車いすフェンシング競技者

ア）各種目のトップレベル競技者及びコーチか
ら直接指導を受けられる教室事業を実施する。
イ）日本車いすフェンシング協会と連携を図
り、通年型の教室を実施する。

　東京2020大会に向けたスポーツに対する気運の高まりの中、継続して教室事業を展開することで、子どもや障
害者のスポーツ参加を促進していく。

　区内にあるナショナルトレーニングセンターや各種競技団体等と連携し、トップレベル競技者・コーチから直接指導
を受ける北区ならではの事業となっている。この事業が、参加者の興味・関心に留まらず、継続的なスポーツ参加へ繋
がるように進める必要がある。

維持・推進

ア）子どもの運動能力向上及び運動習慣
の形成を図るとともに、様々なスポーツ
から自分に合ったスポーツを選択できる
環境を整える。
イ）安定的で質の高い競技トレーニング
に取り組める環境を整える。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201050100
内部情報系システム運営費 区民情報課

868,080

北区職員、組織（本庁・出先職場） 原則一人１台を目標として、区の組織（区立学
校、幼稚園含む）に庁内ＬＡＮを敷設し、専用
パソコンを配備して、北区情報系ネットワーク
（以下「情報系ＮＷ」）を整備し、庶務事務・
文書総合管理・財務会計システムを稼働させ、
インターネットとグループウェアのサービスを
提供する。

　内部情報系システムは、庶務事務、文書総合管理・財務会計など職員の日常業務を支えるものであり、 適な状
態を維持する必要がある。また、年々増加傾向にある、標的型攻撃メールなどによるウイルス感染や情報流出を阻
止するため、常に 新の情報を入手し、情報セキュリティ対策を継続する必要がある。

庁外施設も含めおよそ一人１台のパソコン環境が整い、北区内部情報系システムの稼働など、情報系ＮＷの有効活用が
一層図られる反面、官民を問わず頻出している情報セキュリティへの対応が一層求められるようになった。
特に万が一、個人情報の漏洩等情報セキュリティ事故が本区で発生した場合には、区民との信頼関係をそこなうことと
なるため、区立学校・幼稚園を含めた全庁挙げての強固な取り組みが必須である。

維持・推進

(1)職員の誰もが、いつでも情報系ＮＷ
と繋がったパソコンを利用できる環境を
整備する。
(2)北区内部情報系システムやファイル
サーバ等の利用により、業務の電子化を
推進し、業務効率の向上、事務改善の実
現を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201050200
住民情報系システム運営費 区民情報課

855,713

住民記録情報を基とした、税、国民
健康保険、各福祉系業務等の主管部
署。

相互に情報を連携できるシステム利用環境を整
備する。

　住民情報系システムは、住民情報、税、国保、福祉など各所管の業務の根幹をなすものであり、適正な業務を遂
行する上で、法改正・制度改正等に的確に対応する必要がある。
　また、リース期間やOSサポート期間の満了時期をとらえてサーバー機器等の更改を進めるなど、システムの安定
稼働を確保する取り組みを継続する必要がある。

　安定した情報システム運用を行うため、法改正や制度改正に的確に対応したシステムを維持していく必要がある。
　基礎的情報である住民記録や、福祉系業務における制度改正、基準改定に適確に対応する必要がある。

維持・推進

各主管部署における業務執行を、円滑か
つ効率的に遂行できる状態にする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010201050300
基幹系システム番号制度改修費 区民情報課

291,347

住民基本台帳、住民税、国民健康保
険、各福祉系業務等の住民情報系シ
ステム及び住民情報を取り扱う特定
システムの主管部署

マイナンバー制度に必要な改修の洗い出しを行
い、コストを低減しつつ必要な改修を加え、シ
ステムの利用環境を整備する

　住民情報系システムのマイナンバー対応改修は、平成２６年度から着手した住民基本台帳、住民税、国保、福祉
など区役所の住民サービスの根幹をなすシステムの改修であり、適正な業務を遂行する上で、欠かせないものであ
るが、平成２７年度をピークにシステム改修は収束してきた。平成２９年度に国や他自治体との連携を開始した後
は、大きなシステム改修は予定していないため、今後事業は、縮減もしく終了する見込みである。

国からの仕様提示や情報の遅れがある中、 新の情報の入手や分析を行い、主管部署及び委託業者との連絡調整を密
に、制度改正に的確に対応したシステムを構築していく必要がある。

縮減

法制度に合致したマイナンバー対応シス
テムの構築

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010202020100
賦課事務費 税務課

192,171

個人住民税、軽自動車税及び特別区
たばこ税の納税義務者

特別区税申告書等の賦課資料の提出を受け、税
法等により税額を算出し、納税通知書を送付す
る。また、賦課資料及び未申告者を調査し、公
平・公正かつ適正な課税業務を行う。

現状での事務処理は、毎年度の税制改正に対応しつつ、本事業の意図である公平・公正な賦課業務を必要 小限の
経費で行っており、引き続き正確かつ効率的な運営を図りながら継続していく。

税制改正の影響等により事務内容に毎年度変更がある中、引き続き、公平・公正かつ適正な課税を行うため、事務の改
善及び効率化をさらに進めていく必要がある。

維持・推進

公平・公正かつ適正な賦課業務を推進す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010202020200
徴収事務費 収納推進課

111,039

全納税義務者（滞納者含む） 　金融機関等での納付データを滞納整理システ
ムにて管理する。
　滞納者に対する督促・催告と財産調査及び納
税交渉を効率的、計画的に実施する。更に納税
交渉に応じない滞納者に対する、差押、差押財
産の換価により特別区税を徴収する。

　納税者と滞納者の間における税負担の不公平感を払しょくするためにも、滞納者に対する早期の接触を一層推進
し、滞納案件の減少に努める。結果として滞納となってしまう場合には、早期の滞納処分によって、累積滞納とな
ることを防止し、処分時の税負担感の軽減を図る。これらを積極的に展開していくために、本事業を維持・推進し
ていく必要がある。

　北区の徴収率は、２３区の平均以上に位置するとともに、特に滞納繰越分については、２３区上位に入っている。
　今後も、徴収率の向上及び安定に向けて、引き続き、効率的かつ組織的な収納対策を推進、強化していく必要があ
る。　　

維持・推進

（１）特別区税の収納率を向上させる。
（２）累積した滞納繰越額を縮減する。
（３）税の公平性を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

31 ページ 平成29年度 事務事業評価



※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

020101010403
一般管理事務費（国保）（保険料収入事務） 国保年金課

113,170

国民健康保険被保険者（一般・退
職）

●口座振替の勧奨●ペイジー口座振替サービス
の実施●休日納付相談の実施●電話催告の実施
●コンビ二収納の実施●滞納管理システムを活
用した催告の実施●短期被保険者証・資格証等
の発行による滞納者との接触機会の拡大●財産
調査を広く効率的に実施●「納付案内セン
ター」による電話催告・訪問催告●高額療養費
等の未納保険料への充当　　　　　　　　

滞納の長期化を防止するため、納付案内センターを活用し滞納者との早期接触の機会を確保するとともに、新たな
滞納防止のため、収納率が高い口座振替による納付の勧奨を積極的に実施していく必要がある。また高額滞納者に
ついては、関係各課との連携を深め、短期被保険者証の交付等により接触の機会を確保するとともに、効果的に滞
納処分を実施する。

初期滞納者に対しては、早期に接触することで、個別催告や財産調査といった行政コストが生じる前に、滞納解消が図
れる。今後も、納付案内センターを活用し、初期滞納者への早期接触を確保することが必要である。また、高額滞納者
は都民税・区民税等の滞納がある場合も多く、関係各課と情報共有を図ると共に連携して効率的に滞納処分を進めてい
くことが求められる。さらに、今年度は証の一斉更新の時期であるため、滞納者に対しては一層の接触を図り、滞納者
の減を図りたい。

維持・推進

保険料収納率の向上

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010501010300
集団回収支援事業費 リサイクル清掃課

47,124

集団回収とは区民の自主的な資源回
収活動に対して、区が支援を行う事
業である。対象は町会・自治会、マ
ンションの管理組合、PTA等任意
の団体である。

区民の自主的な資源回収活動を推進するため、
活動団体からの実績報告書と計量証明書の提出
を受け、回収実績１ｋｇあたり６円の報奨金や
活動用具の支給などの支援を行っている。な
お、清掃協力会の懇談会や家庭ごみの分別冊子
等で広く普及啓発を行うとともに、一定規模の
集合住宅の竣工時にあわせて事業周知を行って
いる

集団回収による資源回収を一定の地域単位で実施することで、行政による資源回収コストの削減が図られる。引き
続きごみ減量施策の一つとして一定規模の集合住宅の竣工時にあわせて事業周知を行うなど、集団回収の拡充を図
る。
平成２８年度より集団回収事業者認定制度を導入することにより、区民が安定的かつ継続的に集団回収に取り組め
るよう改善を図っている。引き続き、回収方法の工夫や事務処理の改善などを検討していく。

資源の回収量は消費動向などに左右されやすく、回収量は減少傾向にある。要因としては、近年のライフスタイルの変
化により、主な回収品目である新聞紙等の古紙回収量が減少していることが想定される。
活動団体内での役員の高齢化などにより活動の担い手が減少していることや、担当者変更時に事務引継ぎがされず、活
動が休止や停滞してしまう例などがあり、活動団体を支援する集団回収事業者認定制度を一層推進していく必要があ
る。　　　

維持・推進

区民の自主的な資源回収活動を推進する
ことで廃棄物（ごみ）の減量やリサイク
ルへの理解を深め、循環型社会の形成を
推進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010501010400
びん・缶回収事業費 リサイクル清掃課

255,000

家庭から排出される飲食用のびん及
び缶を回収する。

各町会・自治会から選出された地域リサイク
ラーを中心とした区民が資源回収場所（以下
「ステーション」という。）の決定や回収容器
の管理を行っている。ステーションは区内に約
5,000か所あり、区が委託した業者が回収及び
中間処理等を行っている。

びん・缶の回収事業は、23区に先駆けて平成６年に区内全域で導入された区民との協働事業である。事業開始当初
から約20年が経過し、特にステーションの管理面での問合せや相談が増加している。現時点では回収効率もよく、
区民の分別意識向上や地域交流の機会としても機能していることから、新たな区民への事業の普及啓発を行いなが
ら、現状の制度を前提に地域の実情に合わせてステーションの管理や回収方法の工夫などに取り組んでいく。

びん・缶のステーション回収は、平成４年３月からモデル事業として開始し、平成６年１２月から区内全域で実施して
いる。現在は町会・自治会を中心に広く区民に定着しているが、他自治体から転入して来た新住民（外国人を含む）に
対するルールの周知やステーション管理者の高齢化に伴う回収場所の継続的な維持管理が課題となっている。
また、この事業の特徴は、「区民と協働でリサイクルを推進する事業で、各地域で回収容器の管理などを行い、区が収
集運搬と中間処理等を業者委託し、回収した資源の売り払い金を各連合町会単位に、回収量に応じて還元する。」とい
う仕組みで取組んできたが、町会自治会の事業活動の担い手不足や新たな区民への事業に対する普及啓発が課題となっ
ている。

維持・推進

循環型社会の形成に向けて、発生抑制及
び再使用に取組み、廃棄されてしまうも
のについては適切にリサイクルを実施
し、ごみの減量に取組む。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010501010500
拠点回収費 リサイクル清掃課

6,132

区民を対象に家庭から排出される
「紙パック」、「食品用発泡トレ
イ」、「廃食油」、「水銀入り乾電
池」を回収する。

紙パック、発泡トレイは公共施設等の回収拠点
に専用の回収ボックスを設け回収する。廃食油
は、月一回、清掃事務所各庁舎及びエコー広場
館の計７か所で安全確保の点から直接引渡しを
受けて回収する。水銀入り乾電池は、リサイク
ル清掃課と北区清掃事務所、滝野川清掃庁舎の
計３か所の窓口で回収する。

区民の分別と資源化の意識向上を図り、ごみの削減と循環型社会の形成のために必要な事業である。今後は、独自
回収に取り組む事業所と協力するなど、資源化の普及啓発事業を通して区民の意識向上に取り組んでいく。

紙パックと発泡トレイは、拠点回収の他にスーパーマーケット等店舗での独自回収があるため、区内全体の回収量が把
握しにくいことが課題である。
また、店舗での独自回収は行政が直接かかわっていないことから、回収ルールや区民への周知方法の把握が難しいた
め、店舗と連携し回収量を増やすことが課題となっている。
廃食油も同様に回収量の増加を増やすことが課題であり、回収場所の周知も含め、より一層のPRに取り組んでいく必要
がある。

維持・推進

循環型社会を形成するためには、ごみの
削減が重要である。まず、発生抑制や再
使用に取組み、それでも廃棄されてしま
うものは適切にリサイクルすることで、
ごみの減量に取り組む。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010501010600
ペットボトル回収事業費 リサイクル清掃課

150,159

家庭から排出される飲料用のペット
ボトルを回収する。

びん・缶の回収場所でもある資源回収場所（以
下「ステーション」という。）において、区が
回収を委託している業者が回収日前日に設置す
る青色の回収用ネット、住民等が管理する緑色
ネット及び一定規模の集合住宅で使用している
緑色コンテナ等から回収する。

ペットボトルは単一素材でリサイクルしやすい点などから国内のほぼ全域の市町村でリサイクルが行われている。
一方でリサイクルルートが市場経済の動向に左右されやすいことから、引き続き、運搬効率、処理経費などを踏ま
えて、より効率的で効果的なリサイクルを推進する。

ペットボトル回収事業は、平成８年にコンビニエンスストア等の店頭回収事業として東京都が開始した事業であり、区
は平成19年度以降、びん・缶と同様にステーション回収事業とし実施し、ステーション回収が普及したことなどによ
り、平成27年２月末をもって店頭回収は終了した。
ペットボトル回収事業は、びん・缶のステーション回収と同様に住民への周知、回収場所の継続的な管理などが課題で
ある。また、ペットボトルの軽量化に伴い、回収量の割には多くの運搬処理経費がかかることや、運搬効率が悪いこと
が課題である。

維持・推進

循環型社会の形成に向けて、発生抑制及
び再使用に取組み、廃棄されてしまうも
のについては適切にリサイクルを実施
し、ごみの減量に取組む。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010501010700
エコー広場館運営費 リサイクル清掃課

40,448

エコー広場館は、地域における区民
主体のリサイクル活動の拠点とし
て、ごみの分別・資源化などの情報
を発信しながら、実践活動を通じて
地域のネットワークの輪を広げなが
ら、区民自らがリサイクル活動を積
極的に推進していく。

リサイクルに関わる講座・イベント・展示等を
区民が自ら企画・運営し、区民にリサイクルつ
いての知識を広め、地域のリサイクル活動を推
進する。

各エコー広場館の事業の見直しや、新たな地域の人材の確保を進め、地域のリサイクル活動拠点としての機能強化
を進めていくとともに、区民のリサイクルに対する意識の向上に努めていく。また、赤羽エコ 広場館の移転に伴
い、好立地になったため、新たな啓発事業など活用について検討する。

指定管理者である、NPO法人北区リサイクラー活動機構会員の高齢化が進んでおり、これからのエコー広場館を支える
若い世代の参加が少ないことが課題となっている。
ごみの分別・資源化に関する区民への情報提供、新たな啓発事業の実施、資源回収拠点としての役割の強化などが今後
の課題である。

維持・推進

リサイクルの場を提供することにより、
リサイクル生活文化の振興を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010502010300
清掃管理費 リサイクル清掃課

27,818

区民、区内事業者、区内大規模建築
物管理者
その他関係団体

有料ごみ処理券を販売する。
リサイクルハンドブックを発行して配布すると
ともに排出指導などを行う。

「北区一般廃棄物処理基本計画2015」に基づき、ごみ減量・リサイクル目標の達成に向けて、継続的に事業を実
施していく。

資源の分別回収はリサイクル清掃課、ごみの収集運搬とごみの減量化は北区清掃事務所が所管しているが、品目ごとに
取扱いが異なるため、どちらの部署に問い合わせるか分かりづらく、事務事業の見直しなどが課題となっている。
また、ごみの減量や分別、広報・啓発については、リサイクル清掃課と北区清掃事務所が協力して進めていく必要もあ
り、一層の事業の連携も課題となっている。

維持・推進

ごみの減量とリサイクルの意識が高くな
り、適正な廃棄物の排出方法が周知徹底
される。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

廃棄物処理手数料の料金改定がある。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010503010300
みどりの保護・育成事業費 環境課

24,402

区民及び事業者 保護樹木等維持管理助成、生垣造成、建築物緑
化（屋上緑化等）助成および助成制度の積極的
な広報。みどりの協定やみどりのモデル地区
（緑化推進モデル地区）への物質的、技術的援
助。都電荒川線沿線の緑地管理。

　北区をみどり豊かな潤いのあるまちにするために、また生物多様性を保全していくために、新たなみどりの創出
とその維持管理は必要である。そのための助成金交付、現物提供等の予算措置は引き続き求められる。
　なお、民間のみどりの創出を推進する施策として、区民の多様なニーズや施工技術の向上に合わせて、屋上・壁
面等の都市建築物緑化の助成対象を拡充することも検討していく。

　緑被率の増加のために、民有地の比較的緑被率の低い地域への働きかけを今後も継続し、みどりのモデル地区として
指定することで住民に地域のみどりへの関心をより高めていく必要がある。また、相続や開発により保護樹木が伐採さ
れることがあるが、保護樹木等維持管理についての所有者への助成を通じて、所有者の経済的負担軽減を図りみどりの
維持を図りたい。

維持・推進

現存するみどりを次世代に引き継いでい
く、またさらに北区をみどり豊かな潤い
のあるまちにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010503010401
地域美化推進事業費（美化推進・路上喫煙対策） 環境課

20,016

区民・区内事業者・区内在勤者・区
内通過者

区内の３６自治会・町会を美化推進モデル地区
に指定して、年間を通した清掃等の地域美化活
動やポイ捨て防止啓発運動を展開する。これに
対し助成金を交付する。
　巡回指導、キャンペーン等により、路上喫煙
禁止条例を周知していく。

　駅周辺等のたばこの煙やにおいに関する課題に対処するため、国・東京都の動向に注視しつつ、他区の事例を十
分に比較検討し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えた、北区にふさわしい路上喫煙対策
を検討し、取り組む。
　

　平成20年に「東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」を制定し、区内全域で歩きたばこ及び吸い殻のポイ捨てを
禁止した。さらに、王子・赤羽・田端駅周辺を路上喫煙禁止地区として、指定喫煙場所以外での喫煙を禁止している。
　しかし、駅周辺等のたばこの煙とにおいに関する苦情が多数寄せられており、駅周辺の環境改善について対策が求め
られている。

維持・推進

喫煙ルール、ポイ捨て防止等のマナー向
上を図り、街の美化を推進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010503010600
花のあるまち推進事業費 環境課

19,180

区民。 美化ボランティア制度に基づき、区が区民とと
もに協働で花やみどりを植栽し、維持管理をし
ていく。

　「花＊みどり」・やすらぎ戦略の主要な事業であり、区民に安らぎのある快適な生活環境を提供するとともに、
事業の推進を通じて区民と区の協働体制が確立され、区民同士のコミュニティも生まれるなど、大きな事業効果が
期待される。
　なお、プランター等初期投資がかかるが、２年目以降は花苗等の補充ですむため、事業費は現状維持のままで実
施個所を概ね１ヶ所を目途に拡大していく。

　東京都北区美化ボランティア制度実施要綱に基づき活動を行っている。会員の高齢化が進み、夏の水やり等の作業が
年々、大変になっており今後、参加者が減少するおそれがある。新しい会員の応募が少なく、担い手の発掘が課題であ
る。　　

拡充

人通りの多い駅前広場や道路などを花と
みどりで彩り、街に潤いを与え、訪れる
人を楽しませる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010503010800
地球温暖化対策事業費 環境課

3,699

①区立小学生とその保護者、区民、
事業所。
②北区内の中小事業者
③分譲マンションの管理組合等
④区内在住・在学の小学生

①学校、区民団体、事業所団体を通じて、環境
活動自己診断書を学校、区民、事業者に配布・
回収・評価する。②エコアクション２１の認証
取得支援を行い、環境マネジメントシステムの
普及拡大を図る。③省エネ診断及び新エネ導入
提案の実施。④「北区ecoかるた」を活用して
「省エネ道場」及び「北区ecoかるた大会」を
実施する。

　地球温暖化対策を進めていくためには、区民へ啓発を継続していく必要がある。子供の頃から、楽しみながら環
境の知識向上を図ることを目的とした「省エネ道場」において、平成２９年度から段位認定制度を導入する。平成
３０年度は２９年度の実施結果を考慮し見直しを行い、より環境教育の推進につながる制度を検討していく。ま
た、集合住宅の省エネ診断を継続し、助成金等の他の事業とも連携を図り、省エネ対策を促進する。

　温暖化対策については区民、事業者、行政が一体となって取り組む必要があり、効果的な仕組みづくりが急務であ
る。特に、将来を担う子供たちに環境問題に関心を持ってもらうことは重要である。
　　　

維持・推進

①環境活動自己診断書に記入すること
で、自分のエコレベルを確認する。②北
区内の中小企業者が環境に配慮した経営
を行い、省資源・省エネルギー化に努め
るようになる。③環境に配慮した機器を
設置することにより、省資源・省エネル
ギー化となる。④かるた遊びで楽しみな
がら環境配慮・行動について学ぶ。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

省エネ道場において、段位認定制度を導入する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010503011000
環境大学事業費 環境課

42,820

区民、事業者、子ども（家族）から
成人まで幅広く対象としている。

みどりと環境の情報館、自然ふれあい情報館、
東京家政大学等において地域環境から地球環境
まで幅広く環境問題をテーマとした講座や観察
会、園芸教室を実施している。みどりと環境の
情報館では、豊島地区のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類土壌汚染対策
等の情報提供とサンプル土壌を保管している。

　区民が健康で快適な生活を送ることができる環境共生都市を実現するため、環境大学事業を通じて正しい知識を
学び、幼児から社会人まで一貫した講座として、みんなが環境を考え、行動できるよう工夫し、地域のきずなづく
りを推進する。

　区民がそれぞれ環境意識を向上し、環境問題に対して正しく考え行動できる力を身に付けるための環境講座を、今年
度からは、東京家政大学と協働して行っている。本事業の意義を受講した区民だけでなく、次世代を担う子供たちをは
じめ広く伝えていくことが課題でもある。
　また、環境リーダー養成講座修了者の活動の拡大、他の環境事業との連携強化が今後の課題となる。　　　
　

維持・推進

環境の正しい知識により自ら考え行動で
きる区民が増加する。園芸講座では緑化
への関心を高め緑化活動をする区民が増
加する。土壌汚染では豊島地区の土壌汚
染に対する区民の不安解消及び、土壌サ
ンプルは裁判が終了し証拠としての必要
がなくなるなど土壌処理ができる状況に
なったときに処分する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010503011100
新エネルギー機器等普及事業費 環境課

35,160

区民、事業者 新エネルギー及び省エネルギー設備の設置に要
する費用の一部を助成する。

　本事業の推進により、地域における温室効果ガス排出量の削減を、着実に進めていくことができる。
　引き続き、区民、事業者等へ本事業の周知を行い、環境への関心を高めてもらいながら、区民・事業者・行政が
一体となった地球温暖化防止対策の取り組みにつなげていく。

　助成対象者や機器の種類によって申請に必要な書類が異なることがあるため、申請の際に書類が不足してしまうこと
が多い。そのため、申請の手順をわかりやすくするための工夫をしていく必要がある。また、手続き自体についても、
簡素化していくための一定の工夫が必要である。
　今後も、技術発展やライフスタイルの変化等により、環境負荷の低減のために設置される機器に変化が予想されるた
め、助成対象機器や助成内容について、柔軟に検討・見直しを行う必要がある。

維持・推進

新エネルギー及び省エネルギー機器等の
導入を促進し、環境負荷の低減を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

一般用のメニューに、ＨＥＭＳとハイブリッド給湯器を追加し、太陽光発電システムの助成上限額を引き上げた。また、管理組合等用メニューに省エネ
ルギー診断結果に基づく設備改修を追加した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010502010401
清掃事業費（ごみ収集） 北区清掃事務所

945,757

家庭系廃棄物（可燃ごみ、不燃ご
み）と収集作業に支障のない範囲の
事業系廃棄物（可燃ごみ、不燃ご
み）　　　　　　　　　　　

区有車両及び雇上車両で、区職員等により収集
した廃棄物を速やかに中間処理施設に運搬す
る。（可燃ごみ→北清掃工場・板橋清掃工場・
豊島清掃工場、不燃ごみ→堀船清掃作業所、不
燃ごみ処理センター）　

　事業規模は現状維持であるが、効率的な運営の徹底とごみ排出量の抑制を図ることで、更に事業費の節減に努め
る。

　区民との協働を推進し、区民・事業者に更なるごみの減量への協力を求める必要がある。
　平成２６年度より小型家電と金属類の資源化を実施しているが、今後も金属資源の別袋排出について区民への周知・
理解を図る。さらに資源化率アップのため、平成２８年度から堀船中継所で、手選別による金属資源のピックアップ作
業を委託により開始している。
　技能系職員は平成１４年度以降採用を中止しており、平成２８年４月現在、正規職員１２８名で平均年齢は５０．２
歳である。平成２９年４月現在では、定年前退職者が数名あったが、正規職員１２０名、平均年齢は４９．９歳であ
り、依然として、高齢化となっており、今後、技能系職員の計画的な育成、確保を含めて、将来的な清掃事業のあり方
を検討していく。
　

維持・推進

適正に排出された廃棄物の収集・運搬に
よる適正処理を通じて環境の保全・公衆
衛生の向上を図るとともに、ごみの発生
抑制・再利用促進により循環型社会を形
成し、区民の健康で快適な生活を確保す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010502010402
清掃事業費（資源古紙の回収） 北区清掃事務所

187,276

家庭及び小規模事業所から排出され
る古紙（新聞・雑誌・段ボールな
ど）

委託契約により古紙（新聞・雑誌・段ボール）
を収集し速やかに再生業者まで運搬する。

　事業内容は現状維持であるが、効率的な運営の徹底を図ることで、更に事業費の節減に努める。

古紙の持ち去りについては、資源抜き取り防止条例を施行するとともに、資源持ち去り防止パトロール等を実施し、一
定の効果をあげている。しかしながら、現時点で根本的な解決は難しいことから、資源持ち去り防止パトロールや区民
との懇談会などの機会を捉え、情報交換や効果的な対策について意見交換を行っている。引き続き、区民と情報共有を
行いながら対策を実施する必要がある。委託している収集運搬業務については、事業を継続していくため、業務の継続
性や作業員の知識の継承が必要であることや、区民からの問い合わせや苦情内容が時代とともに変化しており、区民
ニーズに、より適確に対応していくとともに、業務管理を行う行政職員の育成が急務となっている。

維持・推進

再利用可能な古紙を可燃ごみとしてでは
なく資源として回収することで、ごみの
減量と古紙の資源化を推進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010502010403
清掃事業（粗大ごみ収集） 北区清掃事務所

192,336

家庭から排出される粗大ごみ（概ね
３０ｃｍ角以上の大型ごみ）

粗大ごみ受付センターで受付し、委託会社職員
が収集計画にもとづき排出者宅前から粗大ごみ
を収集する。これを北区清掃事務所粗大ごみ中
継施設において金属系ごみを分別した上で大型
車両に積替え、粗大ごみ破砕処理施設まで運搬
する。金属系ごみは別途運搬、資源化業者へ売
却している。

　粗大ごみの収集は民間委託しているが、委託業者との連携を深めることで、効率的かつ効果的な事業運営を引き
続き図る必要がある。

家電やパソコンのリサイクルなど回収できない品目の増加の影響で、不法投棄が後を絶たない。集積所における資源持
ち去り防止パトロールを活用し、不法投棄の抑止、早期発見、速やかな区への報告を行うことで防止に努めていく必要
がある。粗大ごみの受付件数は増加の傾向にあり、これらの動向を踏まえて適切な業務計画を含めた収集体制をつくる
必要がある。また、収集運搬業務については民間委託を行っているので、収集作業の技術、知識の継承が課題である。

維持・推進

不要となった粗大ごみをできる限り速や
かに収集することで生活環境を改善する
とともに、不法投棄を抑制する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010502010404
清掃事業費（動物死体の処理） 北区清掃事務所

1,754

飼い主あるいは土地建物の占有者か
ら処理依頼のあった動物死体
（25kg未満）
都道上の動物死体（東京都からの委
託）

動物の飼い主又は土地建物の占有者から依頼の
あった動物死体は、区職員が有料（1頭2,600
円）で収集する。都道上の動物死体は通報に
よって収集する。その後、北区清掃事務所にお
いて冷凍保存し、処理委託業者に引き渡す。

　公衆衛生の確保のためには動物死体の回収は必要であり、引き続き効率的に回収を行うことが必要である。

　私有地内の野良猫等の死体処理は、管理者（所有者）に責任があるが、費用の負担には理解が得られない場合もあっ
た。そこで、平成２９年４月からは、飼い主のいない動物については、住民からの申請について手数料減免を開始し
た。なお、事業者からの申請については、事業者責任の観点から引き続き手数料を徴収し処理を行っている。
　業者への埋葬委託料の上昇に合わせ、　平成２９年度１０月からは動物処理手数料の引き上げを予定しており、区民
等への周知、理解を図る必要がある。

維持・推進

生活環境と衛生状態を保全し環境美化を
図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010502010405
清掃事業費（住民啓発） 北区清掃事務所

1,655

区民及び区内でごみを排出する事業
者

清掃協力会への支援を通じた地域住民との協
働。排出指導を中心とした「ふれあい指導」や
「住民懇談会」、児童等への環境学習の実施。

　事業費は現状維持とし、住民との協働を高めることで効率的かつ効果的な事業運営に努める。ごみ減量やリサイ
クルの必要性を積極的に住民・事業者に啓発していく。

　循環型社会の構築のため、リサイクル・ごみ減量等の啓発活動の重要性が増しているが、効果的にリサイクル・ごみ
減量を推進するためには、北区清掃事務所とリサイクル清掃課が協力して進めていく必要があり、一層の事業の連携が
課題となっている。
　ごみ減量や資源化に協働で取り組んでいる清掃協力会の活動をはじめ、対話を中心とするきめ細やかな「ふれあい指
導」の充実や、個々の地域の特性に合ったごみの排出、リサイクル方法の指導が必要となっている。また、幼少期か
ら、保育園や小学校などの環境学習を充実し、循環型社会形成の意識を醸成していく。

維持・推進

区民・事業者との協働関係を構築し、リ
サイクル推進とごみの減量を図り、循環
型社会の実現を目指す。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010301010300
民生委員・児童委員費 健康福祉課

49,742

民生委員・児童委員 　民生委員・児童委員協議会の事務局として、
各委員が活発な活動をできるよう支援する。具
体的には、年１０回の月例協議会、総会及び研
修会を開催。他にも５つの専門部会、役員会、
施設見学会等を実施。児童委員・児童相談所・
学校等の地区連絡協議会、主任児童委員部会を
開催。

　一人ぐらし高齢者の見守りをはじめ、児童虐待防止、子育て支援、避難行動要配慮者対策への協力等、民生委
員・児童委員に求められる役割は、益々大きくなっている。
　北区の民生児童委員一人当たりの相談・支援割合は、23区平均では1.3％であるのに対し、北区は1.6％と23区
の中でも高い。各委員が地域の住民に対する援助活動を円滑に行えるよう、必要かつ適切な情報提供と自主的活動
への協力・支援をしていくことで、各委員の資質向上を図ることが重要である。　　　

　少子高齢化が進み、地域では住民同士のつながりが希薄になるなか、高齢者の見守りや児童虐待防止、生活困窮者の
発見、災害時の弱者への支援など、民生児童委員への期待が高い。民生委員活動が円滑に行えるように関係機関との連
携と支援が必要である。また、地域の身近な相談相手である民生児童委員について、より多くの区民に知ってもらうよ
う一層のＰＲに努めていく必要がある。
　一方で、地区によっては民生児童委員の確保が困難であり、欠員が生じている。町会・自治会等と積極的に連携を図
り、適任者の確保に努めていく。

維持・推進

民生委員・児童委員の資質向上と、円滑
かつ活発な活動ができるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010301011500
権利擁護センター補助費 健康福祉課

22,795

権利擁護センター「あんしん北」
（北区社会福祉協議会に設置）

権利擁護センター「あんしん北」の運営費及び
事業費の補助を行う。
２９年度　固有職員４人（常勤２人、非常勤２
人）

　今後、認知症高齢者の増加など成年後見制度を必要とする方の増加が見込まれる。成年後見制度をはじめ、福祉
サービス利用援助事業や財産保全サービスなど必要なサービスが活用できるよう権利擁護センター「あんしん北」
事業を進める必要がある。

認知症の要介護高齢者や知的障害者、精神障害者など、財産管理や施設入所契約が難しい方が増え、判断能力が低下し
た方の権利擁護の重要性が増しているが、成年後見制度を知らない区民も多く成年後見制度の区民周知が必要である。
（参考：区長申立て件数　平成２８年 ２６件）　
　　

維持・推進

権利擁護センター「あんしん北」が、福
祉サービスの利用援助、判断能力が不十
分な人の権利擁護相談、福祉サービスに
対する苦情対応、成年後見制度の利用支
援等を総合的・一体的に実施できるよ
う、体制の整備を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010301011600
避難行動要支援者名簿管理費 健康福祉課

24,767

虚弱な独居高齢者や障害者など、災
害時に自力での避難が困難な災害時
要援護者

「避難行動要支援者名簿」を作成するために、
避難行動要支援者名簿システムを導入した。

災害が発生した時に、自分の力で避難することが困難で、特に支援が必要な方を「避難行動要支援者」と定義し、
これまで活用してきた「災害時要援護者名簿」から「避難行動要支援者名簿」へ切り替えを北区ニュース特集号で
周知するなどして整備、活用していく。

手挙げ方式により作成した「災害時要援護者名簿」から、災害対策基本法改正に伴い、災害時に自力で避難することが
困難で特に支援が必要な方を「避難行動要支援者」と定義した「避難行動要支援者名簿」へと整備する。また、実効あ
る避難支援とするために要支援者ごとの「個別計画」の作成も求められていることから、対応を検討する必要がある。

維持・推進

要援護者本人の防災力の向上を図るとと
もに、地域で支えあう仕組みを構築し、
災害時において速やかな安否確認が行え
るようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

避難行動要支援者名簿システムを導入し、災害時要援護者名簿から避難行動要支援者名簿への切り替えを北区ニュース特集号を発行し全戸に周知
を図るとともに、区指定の登録者等に直接、同意書を送付するなど、災害時要援護者名簿から避難行動要支援者名簿への切り替えを行う。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010301012200
地域保健福祉計画策定 健康福祉課

4,351

現行の地域保健福祉計画（平成１９
年度から平成２８年度）

東京都北区地域保健福祉計画策定委員会を設置
し、委員からの意見を踏まえながら、ワーク
ショップによる区民意見の取込みや、アンケー
ト結果の分析、各課への事業総括及び新規事業
などを調査する

地域保健福祉計画（平成２９年度～平成３８年度）策定後は、社会状況の変化等に応じ、各個別計画における取組
の成果を検証するとともに、新たな課題に対応するため、必要に応じて計画期間内の見直しを検討するものとす
る。

計画策定にあたっては、区民が描く区の将来像としてもあげられている「健やかに安心して暮らせるまちづくり」を基
本理念とし、地域の福祉力の総合的な育成・充実を 重要課題と位置づける。

休止

平成２９年度にかけて新たな地域保健福
祉計画を策定する

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010302010800
特別養護老人ホーム等建設費補助費 健康福祉課

59,457

特別養護老人ホームを設置する社会
福祉法人

建設に要する経費のうち、法人自己負担分の一
部を補助する。

工事の状況により事業費は毎年増減している。（仮称）さくら荘は予定どおり平成２９年４月に開設した。（仮
称）浮間こひつじ園は同１０月の開設に向けて事業者を支援していく。（仮称）王子みずほは、平成２８年度に東
京都補助協議を開始し、平成２９年度内示、平成３１年度秋の開設を予定している。（国有地は国と社会福祉法人
旭会で５２年間の定期借地権設定契約を締結予定。）従前より補助に係る協定を締結している法人への補助は継続
していく。

・特別養護老人ホームの入所待機者は、平成２８年５月：７１２人から平成２９年５月：６９６人と減少した。しかし
ながら、平成２９年度に浮間さくら荘（特養６０床）が閉設となったほか、今後も後期高齢者の増加が見込まれるた
め、引続き区内の国公有地の活用を含め施設整備を進めていく必要がある。

維持・推進

特養入所待機者の解消を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

工事の遅れによる整備計画の変更　（仮称）浮間こひつじ園　平成28年度80%進捗、平成29年度20%進捗→平成28年度66%進捗、平成29年度34%進捗
（平成29年10月開設予定に変更なし）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010307020100
通所介護事業費 健康福祉課

32,527

通所介護サービスを行なっている区
立指定管理施設

指定管理施設の管理・運営経費の一部負担

各施設の特長を生かしたサービスを提供することで、稼働率の向上による指定管理者の経営安定化を図る。

通所介護事業は民間参入が進んでおり、開設施設数は充足しつつあり、区立施設としての意義が問われている。引き続
き、各区立施設として認知症等対応が難しい方の積極的な受け入れを進める必要がある。

維持・推進

指定管理施設の管理・運営を補助するこ
とにより、施設サービスの安定及び向上
を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010307020300
介護老人福祉施設事業費 健康福祉課

142,359

指定介護老人福祉施設サービス及び
短期入所生活介護サービスを行なっ
ている区立指定管理施設

指定管理施設の管理・運営経費の一部補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区民の需要が高い施設として、引き続き介護サービスを提供していく。

施設の老朽化が進んでおり、中長期的に大規模改修を計画していく必要がある。

維持・推進

指定管理施設の管理・運営を補助するこ
とにより、施設サービスの安定及び向上
を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010401010700
区民健康づくり大作戦経費 健康推進課

9,040

区民 健康フェスティバル・ウォーキング大会・食育
フェア等、健康づくりに関する様々なイベント
や講座等を開催する。

今後も区民がそれぞれ自分にあった形で健康づくりに取り組めるよう、そのきっかけづくりとして、運動から食育
まで様々な講座やイベントを用意し、区民との協働により実施していく。

健康づくりグループのより積極的な参加を得ながら、区民一人ひとりの健康づくりのきっかけになるイベント開催や効
果的な啓発をいかに行っていくかが課題である。

維持・推進

イベントや講座などきっかけづくりとな
る場を提供して、区民一人ひとりが自分
の健康度やライフステージにあった健康
づくりに取り組めるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010401010800
みんな元気！健やか長寿事業費 健康推進課

26,273

自らの健康づくりに関心を持つ区民 「ウォーキング講座」「ロコモ予防」「筋力
アップ体操教室」「新型栄養失調予防」「健康
サポート教室」などを実施する。

健康寿命を延ばし、いつまでも元気でいきいきと暮らしていくことをめざして、引き続き区民の健康づくりを支援
するため、ロコモティブシンドロームや新型栄養失調の予防等に取り組んでいく。また、若い世代が広く手軽に健
康づくりに取り組めるよう、健康チェックの実施やウォーキングアプリの普及に努める。

筋力アップ体操教室は、申込みも予約も必要なく、会場に来ていただければ誰でも参加できる教室のため、参加者はま
すます増えている状況である。会場を増やすなどして対応しているところであるが、参加者数が会場定員に近づいてお
り、安全面の確保が課題である。

拡充

区民自らが食生活と運動の両面から生活
習慣の改善に取り組むためのきっかけづ
くりをし、自らの健康を自らで管理でき
るようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

若い世代を対象に、健康チェック事業を実施するとともにスマートフォンアプリを利用したウォーキングポイント事業の制度設計を行う。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403020100
予防接種費 健康推進課

1,110,558

①予防接種法第５条第１項に規定す
る者。
②予防接種により健康被害が生じた
者（予防接種法第１５条に規定する
者）
③北区が実施する任意予防接種事業
の対象者

①,③北区医師会及び医師会外医療機関と委託契
約を結び、医療機関にて個別接種を行ってい
る。②健康被害が生じた者に、医療費・医療手
当、障害年金を支払う。

定期予防接種については、予防接種法に基づき実施する。現在、任意予防接種として公費負担をしているおたふく
かぜ予防接種については、厚生科学審議会予防接種部会において「広く接種を促進していくことが望ましい」とさ
れているため、今後の国の動向を注視していく。

A類疾病（平成２５年度より１類疾病の呼称が変更された）予防接種のうち、麻しんの予防接種については、国内の麻し
ん排除に向けて、対象者の９５％以上の接種率を目標に接種勧奨をしていく必要がある。また、国において定期予防接
種化を検討している予防接種について、任意予防接種事業の実施の必要性について検討する必要がある。

維持・推進

①予防接種法第５条第１項に規定する者
に対して予防接種を行い、発生およびま
ん延の予防に努める。②予防接種で健康
被害に遭ったものの救済措置として給付
を行う。③区民の予防接種を受けるため
の便宜を図り、公衆衛生の向上に寄与す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

予防接種法施行令の改正に伴い、Ｂ型肝炎ワクチンが平成２８年１０月から定期予防接種となった。 また、高齢者肺炎球菌予防接種(任意接種)事業
は平成23年11月から実施していたが、平成26年度より定期接種化されたこと、また、事業の実施から5年経過するため、平成28年10月31日で終了し
た。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010403030100
子宮がん検診費 健康推進課

74,406

区内在住の２０歳以上の女性で前年
度の北区子宮がん検診未受診者。

①医療機関方式：北区医師会に委託し、問診、
視診、細胞診を実施。はがき、ファクス、また
は電子申請で申込。区内指定医療機関にて受
診。②検診機関方式：東京都予防医学協会に委
託し、問診、視診、細胞診、コルポスコピー診
を実施。はがき、ファクスで申込。東京都予防
医学協会にて受診。③新たなステージに入った
がん検診：20歳の女性区民に無料クーポン券を
配布した。①と同様の検診を実施。

医療機関方式、検診機関方式による子宮がん検診を継続して実施し、区民の健康寿命を延ばすことに寄与する。平
成29年度も国のがん検診推進事業を適切に実施することにより、区民へのがんに関する啓発を推進するとともに、
受診率の向上に努める。

子宮頸がん予防に関して、周知啓発を図り、受診率の向上に努める。
また、精密検診対象者に対しての受診勧奨を行った上で受診結果を把握し、がんの早期発見・治療につなげる必要があ
る。

維持・推進

子宮がんの二次予防対策として、検診に
より、子宮がんの早期発見と早期治療に
結びつけ、死亡率の減少を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403030200
胃がん検診費 健康推進課

132,190

①検診車・検診機関方式：３５歳以
上の受診希望者
②医療機関方式：４０・４５・
５０・５５・６０・６５歳の受診希
望者
③ハイリスク検診：３９・４４・
４９・５４・５９・６４歳の受診希
望者　　

(１)検診内容①、②：胃Ｘ線撮影・問診
　　検診内容③：問診・血液検査（血清ペプシ
ノゲン、血清ヘリコバクターピロリ抗体）
(２)委託先①検診車・検診機関方式：（財）東
京都予防医学協会に委託・実施②医療機関方
式：北区医師会に委託し個別医療機関で実施③
ハイリスク検診：北区医師会に委託し個別医療
機関で実施

区民へのがんに関する知識や関心の啓発を推進することにより、受診率の向上に努める。さらに、検診の精度管理
体制を整備し検診によるがん発見率を高め、区民の健康寿命を延ばすことに寄与するため引き続き事業を実施す
る。

受診率を向上するため、医療機関方式については申込制を廃止し、対象年齢の方に対して受診券を一斉送付する。しか
し、他区に比べると受診率が低い傾向にあるため、再勧奨通知を送付する等、検診の周知を図っていく必要がある。
また、精密検診対象者に対しても受診勧奨を行った上で受診結果を把握し、がんの早期発見・治療につなげる必要があ
る。

維持・推進

胃がんの二次予防対策として、検診によ
り、胃がんの早期発見と早期治療に結び
つけ、がんによる壮年期の死亡率の減少
を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010403030300
乳がん検診費 健康推進課

84,429

４０歳以上の女性で、前年度乳がん
検診を受けていない方(受診間隔２
年に１回）

①検診（医療機関方式）：　北区医師会に委託
し実施。　②健康教育：健康支援センターが、
女性を対象に専門医による講演・自己検診法実
技指導を実施。　③新たなステージに入った乳
がん検診：40歳の女性区民に無料クーポン券を
配布した。①と同様の検診を無料で実施。

乳がん検診、健康教育を継続して実施し、区民の健康寿命を延ばすことに寄与する。
平成29年度も国のがん検診推進事業を適切に実施することにより、区民へのがんに関する知識や関心の啓発を推進
するとともに、受診率の向上に努める。

多くの検診対象者が受診出来る体制を整備し、受診率を向上させることが必要である。
また、精密検診対象者に対しての受診勧奨を行った上で受診結果を把握し、がんの早期発見・治療につなげる必要があ
る。

維持・推進

乳がんの一次予防対策として、健康教育
を行い発症を予防し、二次予防対策とし
て検診や自己検診の普及により乳がんの
早期発見と早期治療に結びつけ、乳がん
による壮年期の死亡率の減少を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403030400
大腸がん検診費 健康推進課

14,734

３５歳以上の区民を対象に実施。 各健康支援センター（胃がん検診と同時実施の
場合は健康係）で申込受付し、便潜血反応検査
（二日法）を実施。検査は保健予防課が実施。
また、平成２８年度から大腸がん検診推進事業
として、４０・４５・５０・５５・６０歳の区
民に対し、「大腸がん検診クーポン券」を送
付。
さらに、（財）東京都予防医学協会にて便潜血
反応検査（二日法）による大腸がん検診を実
施。（胃がん検診もしくは子宮がん検診を検診
機関方式にて受診する者のうち、大腸がん検診
の受診を希望する者が対象）

各健康支援センターで実施する大腸がん検診を実施。平成29年度は前年度に引き続き北区大腸がん検診推進事業を
実施する。また、要精密者に精密検査の受診勧奨・再勧奨を実施し精密検査の受診率向上に努める。受診率を向上
させるとともに検診の精度管理体制を維持し、がんの早期発見・早期治療に結びつけ、区民の健康寿命を延ばし健
康づくりを推進するため引き続き事業を実施する。

大腸がん検診の受診者は、年々増加傾向にはあるが、受診率のさらなる向上が課題になっている。また、平成28年度よ
り実施している大腸がん検診推進事業を引き続き行いつつ、実施する当該事業内容のさらなる検討を行っていく必要が
ある。
また、精密検診対象者に対しての受診勧奨を行った上で受診結果を把握し、がんの早期発見・治療につなげる必要があ
る。

維持・推進

二次予防対策として、検診により大腸が
んの早期発見と早期治療に結びつけ、が
んによる壮年期の死亡率の減少を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010403030501
区民健康診査費（健康増進法に基づく健康診査・保
健指導等）

健康推進課

201,034

１．健康増進法に基づく健康診査・
保健指導：生活保護等を受給してい
る40歳以上の区民　２．社保被扶
養者等特定健診レベルアップ（追加
健診項目）：40-74歳の区民で北
区国保以外の健康保険に加入してい
る被扶養者等　３．胸部Ｘ線検査及
び肝炎検診：上記健診を受診する方
で必要な方　４．健康手帳交付：希
望者（40歳以上）

１～３．東京都北区医師会に委託し区内医療機
関にて実施。
４．40歳全員及び65歳（北区国保加入者及び
健康増進健診対象者）に郵送。また、希望者に
対して窓口等で配布。

今後も受診率の向上を目指してＰＲを継続するとともに、区民の健康寿命を伸ばすことに寄与するため、引き続き
事業を実施する。

健康増進健診は、平成20年4月から特定健康診査に準ずる健診として始まった。健診のしくみについて、区民への周知
等を行い、受診率の向上を図ることが必要である。

維持・推進

生活習慣病の予防及び健康管理について
の正しい知識の普及。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403030700
保健相談事業費（禁煙治療費助成事業・生活習慣病
予防教室）

健康推進課

985

禁煙・生活習慣改善を希望する区民 禁煙外来で医療機関に受診して支払った経費及
び禁煙指導薬局で禁煙指導を受けて禁煙治療薬
を購入した費用で、禁煙を達成した人の自己負
担額から上限１万円の助成をする。また、全区
民対象に生活習慣病予防と生活習慣改善のため
の教室と講演会を開催する。

働き盛りの年齢層に事業が周知されてきた。３０～４０代の登録者が多くなってきており、今後も、禁煙治療助成
登録者の増加を図るとともに、禁煙治療終了者の増加を図りたい。

禁煙治療助成登録者が、登録だけで終わらずに、禁煙外来治療が終了できる人数をいかに増加させるかが課題である。

維持・推進

身体に有害な喫煙をしている人が、この
事業をきっかけとして禁煙できる。ま
た、適切な生活習慣を実行できる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010403050101
妊産婦健康診査費（妊産婦健康診査） 健康推進課

272,369

妊娠中または出産後１年以内の妊産
婦。

①妊婦健康診査：委託医療機関における妊婦健
康診査公費負担（１４回）　②妊婦超音波検
査：公費負担（1回）　③妊婦子宮頸がん検
診：公費負担（1回）　④里帰り出産等助成
金：委託医療機関以外で妊婦健診を受けた場合
に、妊婦健診費用の一部を助成　⑤産婦健康診
査：乳児健康診査時に併せて各健康支援セン
ターで、産婦の心身の健康管理、助言指導をし
ている。　　　　　　　　　

妊婦の健康管理の充実及び妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減を図ることにより、安心して妊娠・出産ができる
体制を確保するため、引き続き事業を実施する。

平成１９年度から現在にかけて、毎年度ごとに制度が大きく変更になり、妊産婦の健康管理について適切な支援を行う
必要がある。今後も適切な周知や対応が課題である。

維持・推進

①出産及び育児に対する不安が軽減す
る。
②母体の健康の保持増進により、出産、
産前産後の安全性が高まる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403050201
妊産婦保健相談事業費（妊産婦・新生児訪問指導） 健康推進課

14,245

訪問指導を必要とする妊産婦及び生
後４か月未満の乳児全員

保健師・助産師が家庭訪問を行い、妊娠・産後
の健康管理や新生児の発育発達・子育て等の指
導助言を行う。

年ごとに訪問率をあげることができている。生まれ育つ児を健やかに育むための母性の向上及び母体の健康の保持
増進を図るため、引き続き訪問率の向上と内容の充実を図って事業を実施する。

児童虐待予防の観点から、訪問によって発見された要支援家庭を、関係機関と連携しながら、早期に援助していくこと
が課題である。

維持・推進

・出産及び育児に対する不安が軽減す
る。
・母体の健康の保持増進、出産の安全性
が高まる。
・乳幼児を育てる母性の保持、増進。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403050203
妊産婦保健相談事業費（母子手帳交付費） 健康推進課

2,559

妊娠した区民 健康推進課（健康支援センター、健康係）、区
民事務所・区民事務所分室の窓口で、妊娠届出
者に母子手帳と保健バッグを交付する。

　母子保健法に基づく事業であり、妊産婦・乳幼児に対する正しい保健知識の普及を図るため引き続き事業を実施
する。
また、「はぴママたまご面接」につなげ、妊娠期からの切れ目ない支援への一助とする。

母子手帳の交付場所について、さらに区民に周知する方法を考える。
交付数が増えているので、少ない在庫で配布できるようにする。

維持・推進

母子手帳、保健バッグを交付することに
より、妊産婦・乳幼児に対する正しい保
健知識の普及を図る。母子の健康記録、
予防接種等の記録を記載し、母子の健康
保持・増進に活用する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010403050204
妊産婦保健相談事業費（はぴママたまご面接） 健康推進課

36,722

区内在住の妊婦及び産婦 保健師等の専門職が妊婦本人と面接

事業を定着させるため、区民への周知等を引き続き行っていく。

妊娠期から子育てにわたる切れ目のない支援の入口であり、特定妊婦などの要支援者を把握する重要な機会である。育
児不安、虐待防止のために、子ども家庭支援センター等との情報共有、連携を強化し、支援体制の確立を進めていく必
要がある。

維持・推進

妊娠中の不安を軽減し、安心して出産を
迎えることができる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403050205
妊産婦保健相談事業費（産前産後セルフケア講座） 健康推進課

2,347

妊娠16週以降の妊婦と産後６０～
１２０日までの産婦

児童館を会場として、エクササイズや参加者同
士のシェアリングを行う

妊婦面接での周知や事業内容の浸透したことにより、希望者が増加しているため、事業の実施回数の増加等を検討
していく。

より地域に密着した事業実施のため、さらなる開催児童館数の拡大や、児童館事業としての定着を図る必要がある。

拡充

妊婦と産婦の心身の負担の軽減を図る

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403050206
妊産婦保健相談事業費（産後デイケア） 健康推進課

2,500

生後２箇月から６箇月までの乳児と
その母親

助産師等のいるデイケア施設で、心身のケアや
育児の支援を行う。

事業の区民への周知を強化し、利用者の増加を図る。

地域への出張デイケア実施など努力があるが、拠点での開催が限定されており、定期的な安定開催が求められている。

維持・推進

母親の育児への不安を軽減する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010403050301
乳幼児健康診査費（乳児健康診査） 健康推進課

54,419

原則　生後３～４ヶ月の乳児、生後
６～７ヶ月及び９～１０ヶ月の乳児

①３・４ヶ月児健診　健康相談係が集団健診と
して実施。医師の診察、指導および保健師・栄
養士・歯科衛生士による指導助言、健診後の
フォローをしている。②６～７ヶ月、９～
１０ヶ月児　医療機関での個別健診、指導助言
をしている。健診結果により、健康相談係が健
診フォロー支援を実施している。

　受診者数は増加しているが、健診受診率としてはほぼ変化はない状況である。健診対象児の疾病の早期発見・早
期治療に結びつけるだけでなく、育児支援ができる場として、生まれ育つ児を健やかに育むため引き続き事業を実
施する。また、未来所者の状況を把握することも確実に行っていく。

出生数の増加及び受診率の向上に伴い、受診者が増加している。育児支援の場としても機能できるように、限られたス
タッフでの効率的かつ効果的な事業運営を図ることが課題である。

維持・推進

・疾病等問題の早期発見、早期支援がで
きる。
・保護者の育児不安の軽減、虐待などの
予防がされる。
・保護者の喫煙など生活習慣の改善の推
進。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403050302
乳幼児健康診査費（一歳六か月児健康診査） 健康推進課

28,982

１歳６ヶ月をこえ満２歳に達しない
幼児

内科健診：区内の指定医療機関にて個別健診。
歯科健診：健康相談係にて集団健診と歯科指導
および、保健師、栄養士、心理指導員による相
談指導。必要児へは、健診後のフォロー支援を
実施。

　受診者は年々増加しており、身体の発育及び心の発達ともに大切な時期であることから、今後とも親が気軽に相
談できる場として職員がかかわっていき、虐待予防等の一助となるよう健診を充実させていく。

乳幼児の発育・発達の節目としては、重要な健診である。疾病等問題の早期発見のみならず、保護者への支援を含めた
健診後のフォローが重要な課題である。また、未受診者への対応も確実に実施する必要がある。

維持・推進

・疾病等問題の早期発見、早期支援がさ
れる。
・児の生活習慣が確立される。
・保護者の適切な養育が支援される。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403050303
乳幼児健康診査費（三歳児健康診査） 健康推進課

20,550

満３歳をこえ、満４歳に達しない幼
児

健康相談係にて、集団健診を実施。
医師・歯科医師による健康診査と、保健師・栄
養士・心理相談員・歯科衛生士による、育児・
栄養相談・心理相談・歯科保健相談を行う。
　　　　　　

　幼稚園・保育園における健康診査を除くと、就学前の時期における 終の定期健康診査である。そのため、疾病
の早期発見だけでなく、育児支援のできる場として、また虐待の予兆を発見したり、養育環境整備（事故防止・保
護者の禁煙等）を引き続き推進していく。
　また、発育発達の相談、指導助言、支援は重要な年齢と捉え、生まれ育つ児を健やかに育むため引き続き事業を
実施する。

受診者・受診率とも増加している。体格、言葉の表出の様子が他児とはっきり比較できるため、親の心配も具体的に
なってくる。疾病等問題の早期発見のみならず、保護者への支援も含め、健診後のフォローが重要な課題である。ま
た、未受診者への対応も確実に実施していく必要がある。

維持・推進

・疾病等問題の早期発見、早期対応がさ
れる。
・児の生活習慣が確立される。
・保護者の適切な養育が支援される。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010301011700
中国残留邦人等支援事業費 生活福祉課

229,730

中国残留邦人等支援事業対象者（特
定配偶者含む）。

①支援給付費（生活、住宅、医療、介護、出
産、生業、葬祭）及び特定配偶者支援金の支給
②地域生活支援事業（日本語教室・自立支援通
訳派遣・地域における交流事業・自立支援プロ
グラム等）の実施

法に基づき中国残留邦人等及び特定配偶者に、支援給付費及び配偶者支援金を支給している事業である。
高齢化が進む中国残留邦人等支援給付受給者が、安定した地域生活がおくれるよう引き続き支援していく。

幼少期を中国で過ごし、壮年期になって日本に帰国したため、日本語が困難であり、生活習慣の相違から地域での生活
も困難となっている。戦後７０年超の年月が経ち、中国残留邦人等の方々も高齢になっているため、健康や介護予防等
に関する事業の充実が必要である。

維持・推進

中国残留邦人等が地域の様々な方達の支
援を受けながら、孤立することなく生き
生きとした生活を送る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010305010300
生活保護法施行事務費 生活福祉課

146,109

生活保護実施に係る事務費。 生活保護法に基づく保護事務を実施するための
事務的経費（非常勤職員等雇用経費、システム
経費、事務委託経費等）を計上する。
被保護者の自立支援事業に要する経費も併せて
計上する。

ケースワーカー業務が複雑化されている昨今、専門知識を有する専門員等を活用する事は、被保護者に対してより
適切な支援が行えると共に、ケースワーカーの負担軽減にも繋がるものである。平成27年度からは就労支援を委託
し、民間企業のノウハウも活用しつつ様々な角度から被保護者の自立に向けた支援を行っている。今後も、当事業
を推進させ生活保護事務の適正かつ効率的な運営を図っていく。

平成27年度から被保護者就労支援事業が生活保護法内業務となり、より効果的・効率的なものとする為に、民間事業者
への委託を行った。さらに、従来から行っている退院促進事業、健康管理支援事業等や医療扶助適正化に向けた後発医
薬品促進事業も継続して行う事で、今後もケースワーカー業務の負担軽減等に繋がる事業の調査研究を実施していく。

維持・推進

保護事務の適正化や効率化を図る。被保
護者の自立を促進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

01030101210
生活困窮者自立支援事業費 北部地域保護担当課

68,116

生活保護に至る前の段階で、現に経
済的に困窮し、 低限度の生活を維
持することができなくなるおそれの
ある生活困窮者。

必須事業である自立相談支援事業、住居確保給
付金や任意事業である家計相談支援事業、子ど
もの学習支援事業を実施する。

平成２７年３月に北区くらしとしごと相談センターを開設し、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業・
住居確保給付金支給事業・家計相談支援事業を着実に実施してきており、２９年度からは、就労準備支援事業を開
始したところである。今後も引き続き、庁内連携体制の構築を図りながら、生活困窮者に対する早期支援を行って
いく。子どもの学習支援事業については、委託先である社会福祉協議会と緊密に連携を図りながら、地域における
学習支援団体の立上げを着実に行っていく。

・ 関係部局が、生活困窮というニーズを早期に発見し、気になる生活困窮者を適切に北区くらしとしごと相談センター
につないでもらえるよう、庁内連携体制を構築することが課題である。
・ 生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援教室の開設が、２９年度前半で２か所にとどまっている。北区で
は、無料学習支援制度に対して、困難を抱える家庭の利用意向が非常に高いことから、３か所目、４か所目の教室開設
を着実に進める必要がある。

維持・推進

生活保護に至る前の段階から支援を行う
ことで、生活困窮から早期に自立する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

任意事業である就労準備支援事業を開始し、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対し、１年を超えない期間で、日常生活に関する支援、社
会自立に関する支援、就労自立に関する支援の３段階の支援を実施する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010302010300
シニアクラブ補助費 高齢福祉課

46,847

６０歳以上の高齢者で組織された概
ね会員３０人以上のシニアクラブ及
びシニアクラブ連合会（平成20年
5月20日より、「老人クラブ」か
ら「シニアクラブ」に名称変更）

申請・請求に基づき、社会奉仕活動、健康づく
りを進める活動、いきがいを高める活動等に対
し、活動費の一部を助成し、状況報告・実績報
告の審査により確定する。
また平成１０年度から老人クラブ指導員を設置
した。

　シニアクラブの活動は高齢者の社会参加、いきがいづくり、孤立防止、介護予防の観点からますます重要なもの
となってくる。
　引き続き、いきがい活動とともに、健康づくりを進める活動や地域の見守り等、地域貢献活動にも積極的に取り
組むよう支援していく。

会員数が減少傾向にあること、各シニアクラブの運営の中心となる方の高齢化等により、シニアクラブの存続が危ぶま
れるクラブも出てきている。しかしながら、連合会として会員増強運動に積極的に取り組み、一定の成果も出ているこ
とから、引き続き会員増強運動に取り組む必要がある。
高齢者人口がますます増加し、シニアクラブの活動の重要性は増す中で、シニアクラブの活動の充実、会員拡大や後継
者の育成などが課題となっている。

維持・推進

シニアクラブや連合会が、主体的に活動
することができるよう支援する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

会員増強運動強化のため、運営費の補助額を100千円増額した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302010400
シルバー人材センター補助費 高齢福祉課

40,529

６０歳以上の仕事への意欲がある高
齢者が会員となっている公共公益的
な団体。　

シルバー人材センターの運営費の一部を補助す
る。

シルバー人材センターには、地域における臨時かつ短期の就業機会を提供し、いきがいの充実や社会参加の促進に
より、地域の活性化を図ることが求められている。引き続き、就業の確保を図り、適正就業に取り組めるよう支援
をしていく。
平成２９年度から総合事業史の事業者として実施するいきいき生活援助サービス事業の安定的な運営が図られるよ
う、引き続き支援していく。

高齢者の社会参加の推進及び地域社会の活性化に貢献し、高齢者がいつまでも元気に生涯現役で活躍できるよう、高齢
者の就業機会の拡大・就業開拓及び会員拡大が課題である。
また、平成２７年９月の労働者派遣法の改正に伴う対応も、今後の課題となっている。
さらに、平成２９年度から開始する総合事業の事業者として、いきいき生活援助サービス事業を実施するための体制整
備及び担い手となる会員の確保が課題である。

維持・推進

官公庁や民間企業から地域にかかわりが
ある仕事を引き受け、会員の知識や経験
を生かし、高齢者の就業を推進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

「東京都北区いきがい就業機会拡大事業補助金交付要綱」を改正し、新たに総合事業の事業者としていきいき生活援助サービス事業に要する経費の
一部補助を開始した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302011100
高齢者保健福祉計画策定費 高齢福祉課

9,736

高齢社会を取りまく重要な課題に対
して目指すべき基本的な施策目標と
取り組むべき施策を示す。

学識経験者、区内関係団体、公募委員などで構
成する高齢者保健福祉計画策定検討委員会を組
織し、さまざまな意見を反映して計画を策定す
る。

平成29年度中に計画を策定し、30年度以降は進捗管理を適正に行う。

庁内調整会議で庁内関係課との調整を図り、学識経験者、区内関係団体、公募委員などで構成する高齢者保健福祉計画
策定検討委員会を組織し、パブリックコメント、公聴会で区民の意見を取り入れ、平成30年度から平成32年度の３ヵ
年の計画を策定する。計画策定後は、計画事業の進捗状況を把握し、計画を推進して行く。

終了

北区の高齢者施策の総合的指針となる計
画として、平成29年度中に策定する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

計画策定にあたり、庁内関係課との調整・検討が必要になるため、庁内調整会議を設置。検討委員会を年6回、パブリックコメント、公聴会を4回（王
子・赤羽・滝野川・浮間地区）実施予定。計画策定支援業務を業者に委託。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010302020100
敬老祝品贈呈費 高齢福祉課

22,384

７７歳（喜寿）、８８歳（米寿）、
１００歳及び男女の 高齢者

７７歳と８８歳は北区内共通商品券、１００歳
及び男女の 高齢者は祝金及び祝い品を贈呈す
る。

引き続き、長寿者へ祝意を表す手段として取り組んでいく。

長寿者が増加していく中で、今後も事業を継続実施するため平成２７年度に見直しを行い、対象を百歳以上の者として
いたものを、百歳者及び男女 高齢者のみとした。
今後も高齢化が進展する中で、事業の継続実施を前提に必要な見直しを検討していく。
また、民生委員協議会に委託している祝い品及び祝金の対象者への引き渡し方法について、その手続きの見直しを検討
する必要がある。

維持・推進

長寿の祝意を表す。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302020200
高齢者ヘルシー入浴券事業費 高齢福祉課

89,675

区内在住の７０歳以上の高齢者（介
護保険の要介護４・５は対象外）

区内公衆浴場及び区役所で入浴補助券を交付す
る。交付枚数　年間１人当たり２４枚（自己負
担１００円。荒川区２施設は１５０円。）

今後も、いきがいづくりのきっかけとなるよう、入浴補助事業を通し高齢者の健康増進を図っていく。

入浴券を４月は各公衆浴場で交付し、５月以降は区役所窓口のみで交付している。利用者からは区民事務所等区役所以
外での交付要望があるが、交付を台帳管理していることや不正防止の点で、複数箇所での交付は難しい。
利用者、浴場組合及び区の負担割合の見直しについて、組合からの要望がある。

維持・推進

区内の公衆浴場へ出かけて入浴すること
でリフレッシュ効果を高め、高齢者の健
康増進を図り、いきがいづくりのきっか
けとする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

施設改修のため１年間休業中だった梅の湯（荒川区）が、２８年９月より再開。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302020600
高齢者ふれあい会食事業費（高齢者ふれあい食事
会）

高齢福祉課

24,612

区内在住の65歳以上の方で、介護
保険の認定を受けておらず、一人で
会場まで通える方。

年間を通して決められた曜日・会場に集まって
食事をする会食会を行う。

高齢者のいきがいづくりにつながるよう、今後も、事業を継続する。
但し、事業の実施方法については協力団体や協力員等とも協議し、安定的、継続的な運営が図られるよう検討して
いく必要がある。

平成２８年度末では４９会場での実施となっているが、さらなる会場増設の要望もある。しかし、増設にあたっては協
力員や職員の確保等が必要となることから、運営方法の見直しが不可欠である。
また、会場や協力員によって食事会の運営に対するスタンスの違いなども見られることから、食事会運営の基準となる
規定の整備が必要である。

維持・推進

外出のきっかけをつくり、同年代の方と
一緒に食事や食後の時間を過ごすこと
で、さまざまな方と交流できるととも
に、食への関心も高まり低栄養予防にも
つなげる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010302020601
高齢者ふれあい会食事業費（実施団体補助） 高齢福祉課

2,100

高齢者 高齢者を対象とした地域での会食サービス活動
及び配食サービス活動に対し、補助金を交付す
る。

補助対象団体の運営者が高齢化しており、補助対象団体が減少傾向にあるが、それぞれの団体が工夫しながら活動
を続けており、会食事業に期待している参加者も多いため、安定した運営体制を維持するため本事業を継続してい
く。

平成15年度に本事業を開始したが、補助対象団体の運営者が高齢化し、会食事業を行うことが困難になってきており、
補助対象団体も減少傾向にある。

維持・推進

高齢者を対象とした地域での会食サービ
ス活動及び配食サービス活動を自主的に
実施している団体へ補助金を交付するこ
とで、安定した事業運営に資する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302020800
要介護高齢者等おむつ支給事業費 高齢福祉課

125,844

①常時失禁状態で、おむつを必要と
する要介護４･５で４０歳以上の方
または要介護３で７５歳以上の方
（介護保険施設入所者、生活保護受
給者は対象外）
②上記の状態で入院により区が支給
する紙おむつを使用できない方

①紙おむつを月に１回、対象者の自宅に契約業
者により配達する。
②おむつ代金の一部を年３回（５・９・１
月）、対象者本人の口座に振り込む。

要介護者認定者数が増加傾向にあることから、ニーズは高いと考える。今後も、維持・推進していく必要がある。

利用者数が増加傾向にあることから、事業費も毎年増加している状況にある。要介護高齢者の健やかな生活を支援する
視点では必要な事業であるが、今後の推移を見守りながら、より良いサービスの提供方法を検討していく必要がある。
代金助成については、申請手続きは行うものの、請求をしない方がいる状況にある。申請の際に、請求手続きについて
も十分周知する必要がある。

維持・推進

利用者の在宅生活の質を向上させるとと
もに、経済的な負担の軽減を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302021000
高齢者住宅改造費補助費 高齢福祉課

11,709

65歳以上の高齢者であって日常生
活の動作に困難があり、住宅改造が
必要と認められた方。ただし、介護
保険法における要介護または要支援
認定者は設備改善の補助のみ対象に
なる。
　　

手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止
等床材の変更、引き戸等扉の取り替え、便器の
様式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り
替えなどの住宅改造費を助成する。

高齢者が在宅生活を継続するために生活環境の整備は重要なため維持・推進とする。

入院施設等から退院後の在宅生活を支援するため、住宅改造事業は大きな役割を担っている。近年、入院日数が短縮さ
れる傾向にあるため介護認定が出る前に退院となることもあり、本事業の迅速な対応が課題になっている。

維持・推進

転倒による寝たきり、立位保持や歩行不
安定に起因する要介護者の発生を未然に
防止する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010302021100
老人養護費 高齢福祉課

320,679

６５歳以上の方で、居住環境上、経
済上等の理由で在宅生活が困難な
方。

養護老人ホームへの入所措置及び介護保険実施
後における、やむを得ない事由による特別養護
老人ホームへの入所措置等を実施する。

認知症高齢者の増加や虐待を受けた高齢者を保護するため、施設への入所措置は対応策の一つとして必要である。
また、居住環境上または経済上等の理由で、在宅生活が困難な方の入所措置も継続していく必要があり事業を推進
していく。

　虐待や認知症などによるやむを得ない事由による特別養護老人ホームへの措置者は毎月切れることがない。今後も見
込まれる高齢者虐待や住居確保困難者に対応し、対象者の入所を確保できるようにする必要がある。
　一人暮らし高齢者の増加に伴い、養護老人ホームへの措置入所者数も増加傾向にあり、今後もこの傾向は続くと考え
られる。対象者の入所を確保できるようにする必要がある。

維持・推進

居宅生活困難な高齢者の生活の場を確保
する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302021200
高齢者緊急生活支援事業費（緊急生活支援事業） 高齢福祉課

16,981

おおむね６５歳以上の在宅高齢者で
かつ介護保険非該当者のうち、家庭
の事情で一時的に在宅での生活が困
難になった方。

　区内１０ヶ所の特別養護老人ホーム等の空
ベッドを活用し、一時的に保護し、生活支援を
行う。

２７年度は迷子や虐待等による在宅での生活が困難なケースや、介護者の病気等により一時的に在宅での生活が困
難なケースが多く、大幅な伸びになった。２８年度の利用者数は落ち着いていたが、今後も同様のケースでの利用
発生が予想される。
３０年度以降も緊急に保護が必要な高齢者の方に対して対応がとれる本事業を維持・推進とする。

認知症高齢者、虐待被害、介護者の入院・死亡などによる介護困難なケースが多くみられる。認知症高齢者総合支援事
業、高齢者虐待防止推進事業との情報の共有・連携を図り、対象者となりうる可能性がある高齢者の実態を把握する必
要がある。
また、迷子高齢者等で緊急に保護が必要なケースなどにおいて本事業を活用し適切に対応していくことが重要である。

維持・推進

一時保護（約2週間）の期間内に対象者
の生活相談、家族間調整及びサービス調
整を行い、退所後の生活基盤を整備す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302021201
高齢者緊急生活支援事業費（一時保護事業） 高齢福祉課

2,816

認知症又は認知症の疑いのある身元
不明高齢者及び虐待等により一時的
に養護者との分離が必要と認められ
る高齢者

区内の特別養護老人ホームに緊急保護する。

今後も認知症高齢者や高齢者虐待件数の増加が見込まれ、緊急時に対応するためには不可欠な事業であるため、推
進していく。

区内で保護された認知症による身元不明者等で、一時的に在宅での生活が困難となった高齢者に対しては、認知症を専
門とする機関での一時的保護が必要である。
緊急時に保護できる施設の確保により、認知症高齢者の安全を確保し、本人や家族の安心につなげる必要がある。ま
た、虐待高齢者の増加に伴い、シェルターとしての機能を充実させていくことも重要である。

維持・推進

保護期間内に対象者の生活相談等を実施
し、保護終了後の処遇を決定する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010302021300
高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業費(おたが
いさまネットワーク）

高齢福祉課

869

65歳以上の一人ぐらし高齢者、ま
たは、75歳以上の高齢者のみの世
帯の方で見守りを希望される方

高齢者あんしんセンターを地域の核として民生
委員・声かけサポーター・町会・自治会等の協
力団体の連携を強化する。
ライフライン事業者と協定締結をして連携を強
化する。

見守り・支えあい活動を行う町会・自治会の拡大をはじめ協力団体を増やすなど、高齢者地域自立支援ネットワー
ク(おたがいさまネットワーク)活動の充実に努める。
ライフライン事業者と協定締結をして連携を強化する。

　 見守り活動の輪をより拡大していくため高齢者あんしんセンターの見守りコーディネーターを中心に民生委員、声か
けサポーター（ボランティア）、町会・自治会等の協力団体と連携協力し、地域の実情に沿った事業を推進していく必
要がある。

拡充

見守りや支援の必要な高齢者の情報を民
生委員や協力団体より受けた高齢者あん
しんセンターは、生活状況・保健・福祉
サービスのニーズを把握し、その高齢者
に適したサービスにつなげていく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302021301
高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業費（一人
ぐらし高齢者定期訪問）

高齢福祉課

5,452

区内在住の65歳以上の虚弱な一人
ぐらし高齢者。

民生委員がおおむね週1回訪問を行う。

今後も町会・自治会の見守り促進補助事業と民生委員による定期訪問、おたがいさまネットワーク事業が連携し、
地域の重層的な見守り体制を構築する必要があるため、維持推進とする。

高齢者の見守りについては、一人ぐらし高齢者定期訪問以外にも、おたがいさまネットワークや町会・自治会による見
守り、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等への入所・居住等、多様な主体・方法で行わ
れるようになりったこともあり、本事業の利用者は減少傾向にある。
今後とも高齢者あんしんセンターや各機関と連携しながら、対象者に適する方法で見守りを行っていく必要がある。

維持・推進

定期的な見守りと悩み事等の相談を受け
ることで、対象者が精神的に安定した生
活を送れるようになる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302021600
高齢者生活援助サービス費 高齢福祉課

9,458

　要支援１以上と認定された高齢者
で、介護保険制度のサービス給付で
まかなえない支援を必要とする方。

　介護保険制度を補うものとして、給付の上限
をこえるサービス・給付の対象外とされるサー
ビスを、北区社会福祉協議会が行う「友愛ホー
ムサービス」を活用して実施する。

高齢者が安心して住み慣れた地域で在宅生活を続けられるように、地域支援事業への移行に伴う多様なサービス提
供を前提として、北区社会福祉協議会と連携しながら事業の見直しを行う。

平成28年度から課税世帯への補助を廃止したため、総利用件数、総利用時間ともに減少したが、非課税世帯、生活保護
世帯の利用は引き続き増加している。事業を維持していくためのサポートスタッフの確保や、高齢者が健康的な生活を
送れるよう、利用者の生活実態にあったサービスの提供を目指していく必要がある。今後は総合事業との役割分担を明
確に整理する必要もあると思われる。

維持・推進

　支援を必要とする高齢者が、地域で安
心した日常生活を送ることができるよう
にするため、利用料の一部補助など、
サービスを利用しやすい環境をつくる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010302021700
ふれあい交流サロン開設準備費 高齢福祉課

0

引きこもりがちな高齢者や軽度の認
知症高齢者等

外出するきっかけとなるふれあい交流サロンを
開催し、地域の高齢者及びその家族の誰もが、
「安心して」交流できるための場を提供する。

平成28年度に17全ての高齢者あんしんセンターでふれあい交流サロンが開設されたため、新規開設は一旦休止と
する。
サロン事業自体は、毎回の参加を習慣にしている参加者も多いため、運営の担い手となるボランティア等を育成し
て、地域に根差した交流の場となるよう、更に充実した内容で開催するべく推進していく。

高齢者の閉じこもり防止及び地域における見守り機能の充実を図るため、高齢者あんしんセンターの担当エリアごとに1
カ所以上で開設し、地域のコミュニティ推進を図っていくが、サロンの運営スペースの確保や、地域によって高齢者人
口や高齢化率が異なるため、地域の特性に応じた運営が求められている。

休止

各高齢者あんしんセンターを中心に、
様々な活動を結びつけることにより、エ
リア内の福祉ネットワークづくりや、地
域の見守りの推進、元気高齢者が活動す
る場所になる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

17全高齢者あんしんセンターで開設済みのため、29年度の新規開設は無し。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302021800
高齢者見守り・緊急通報システム事業費 高齢福祉課

48,798

６５歳以上の一人ぐらし又は高齢者
のみの世帯で、慢性疾患など日常生
活を営む上で常時注意を要する状態
にある方
また、希望者には火災安全システム
を設置。

民間方式の緊急通報システム・火災安全システ
ムを設置することにより、常時見守りを要する
高齢者に対して365日・24時間見守りのでき
る体制をとり、急病や火災等の緊急時の対応だ
けではなく、夜間・休日においても健康・福祉
などの専門相談に応じる。また安否確認を兼ね
た月1回のお伺い電話をする。

２６年１２月末をもって消防庁方式から民間方式への切り替えが完了したのに伴い、緊急通報システムと火災安全
システムを一本化した。平成29年度には安否確認センサをオプションとして新規導入し、孤独死防止に向けた新た
な取り組みを開始した。
引き続き高齢者あんしんセンター等と連携し、利用者増加のためPRに努め、事業を推進していく。

利用設置数は増加傾向が続いていたが、28年度末実績では対前年度1台減となった。今後も新規対象者へ適切なサービ
スを提供するため、高齢者あんしんセンターや民間業者などと連携し、地域の方にPRを行っていく必要がある。
平成29年度から新規導入する安否確認センサについては、特に一人ぐらし高齢者に有効と考えられることから、普及啓
発に努めていく。

維持・推進

病気や事故などの緊急時における不安を
解消し、事故発生の防止、孤独死の防止
を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年度より、高齢者の孤独死防止を図ることを目的として、利用者の活動状況を検知し、異常が検知された場合に、特定の時刻に通報する安否
確認センサをオプションとして導入。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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060303010300
高齢者あんしんセンター運営費 高齢福祉課

464,842

区内の高齢者及びその家族 保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー等を
中心に介護予防に関するマネジメントをはじめ
高齢者への総合的な支援を行う。

平成28年10月に新設した十条台、赤羽北及び東十条・神谷高齢者あんしんセンターが地域の信頼を得て、地域の
高齢者支援の中核機関としての役割を果たせるよう、引き続き支援する。また、区界や担当区域外にあるあんしん
センターも多いことから、利用者の利便性やあんしんセンター職員の機動性を確保するために、移設に向けた検討
を開始したい。
事業費の増額は、２８年１０月に設置したあんしんセンター２か所が年度を通した運営になるための委託料の増額
があるため。

高齢者人口及び高齢者のみの世帯の増加、認知症高齢者に対する支援、高齢者虐待案件等の困難ケースの増加、地域の
町会・自治会や民生委員などとの連携強化など、高齢者支援の中核機関としての高齢者あんしんセンターの役割は益々
増大している。
平成28年度には、高齢者あんしんセンターを３カ所開設（内１か所は移設）し、担当地域を地域振興室の管轄区域と一
致させる再編を行った。
高齢者あんしんセンターの設置場所が区界や担当区域外にあるあんしんセンターも多いことから、利用者の利便性やあ
んしんセンター職員の機動性を確保するために、移設を検討していく必要がある。

拡充

①介護予防ケアマネジメント②総合相談
支援③権利擁護④地域のケアマネジャー
などの支援を通じて、介護サービス、福
祉・医療などのサービスを包括的・継続
的に提供していく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

060303010500
高齢者見守りコーディネート事業費 高齢福祉課

0

一人暮らしや相談相手がいないなど
見守りの優先度が高いと思われる高
齢者

高齢者あんしんセンターの見守り機能を強化す
るため、見守りコーディネーターを各高齢者あ
んしんセンターに配置する。

平成28年度より見守りコーディネーターは、新たに地域支援事業として位置付けられた「生活支援コーディネー
ター（地域支え合い推進員）」の兼務となった。平成29年度は事業費を全額生活支援体制整備事業費へ移行した。
今後も、高齢福祉課と介護予防・日常生活支援担当課とが連携し、支援していく。

見守りコーディネーターの業務内容についての区民周知が十分とは言えない。引き続きPRに努める。
また、平成28年度より、新たに地域支援事業として位置付けられた「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進
員）」の兼務となる。高齢福祉課と介護予防・日常生活支援担当課とが連携し、支援していく必要がある。

維持・推進

平成２３年８月に実施した全高齢者実態
把握調査をもとに見守り優先度が高い高
齢者の発見、見守りの協力員など担い手
の発掘・育成、地域のネットワークづく
り等を行う。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度より、見守りコーディネーターが生活支援等サービス提供体制のコーディネートを担う生活支援コーディネーターを兼務し、平成29年度は事
業費を全額生活支援体制整備事業費へ移行した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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060303010600
地域ケア会議推進事業費 高齢福祉課

965

高齢者 区レベル、日常生活圏域、高齢者あんしんセン
ター圏域で地域ケア会議を開催する

単身世帯や高齢者のみの世帯が増加するとともに、支援を必要とする軽度の高齢者が増加傾向にある中、高齢者個
人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていくことは重要であり、維持推進してい
く。

地域ケア会議は、平成２８年度より新たに地域支援事業に位置付けられた。各高齢者あんしんセンターが開催する第３
層としての地域ケア個別会議、第２層としての日常生活圏域での地域包括ケア連絡会、第１層の生活支援体制整備事業
における協議体を兼ねた区レベルの地域ケア会議である北区おたがいさま地域創生会議を開催する。高齢者が住み慣れ
たまちで自立した生活をおくることができる地域包括ケアシステムを実現できるよう高齢福祉課と介護予防・日常生活
支援担当課で支援していく必要がある。
　また、協議体と区レベルの地域ケア推進会議を兼ねる「おたがいさま地域創生会議」が、多様な関係主体間の定期的
な情報共有及び連携・協働による取組を推進できるよう運営していくことが不可欠である

維持・推進

多職種協働による地域ケア会議で把握さ
れた有効な支援方法を普遍化し、地域課
題を解決する。また、地域課題の検討結
果を介護保険事業計画等の行政計画へ位
置づけ、高齢者個人に対する支援の充実
と、それを支える社会基盤の整備とを同
時に進めていく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

060303020100
認知症高齢者総合支援事業費（訪問相談） 高齢福祉課

690

認知症またはその疑いのある高齢者
や介護する家族等

医師等が訪問し、専門家によるきめ細やかな相
談、支援を実施しながら、必要に応じて医療機
関への紹介状の作成、適切な治療の受診指導、
認知症に関する知識の提供を行う。

認知症高齢者が増加しており、本人及び介護者への支援体制の早急な整備が必要となっている。高齢者あんしんセ
ンターサポート医事業や初期集中支援チームによる支援体制と本事業による相談支援を組み合わせて、迅速で適切
な支援体制整備を推進していく。

認知症高齢者等への専門家による相談の実施により、適切なサービスへつながっている。今後は北区医師会との連携は
もとより、近隣区にもエリアを広げ認知症専門医の確保が必要である。また、相談後に継続して受診が可能な医療機関
との連携も必要となる。

維持・推進

認知症の早期発見・治療や、適切なサー
ビスにつながる。また、認知症に関する
正しい知識、介護方法が理解される。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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060303020101
認知症高齢者総合支援事業費（徘徊高齢者家族支
援）

高齢福祉課

164

区内に住所を有する認知症による徘
徊症状のある高齢者等（４０歳以
上）を在宅で介護する家族等

徘徊症状のある認知症の高齢者等（４０歳以
上）の方に所在情報機能のついたＧＰＳ端末機
をあらかじめ身につけていただき、所在が不明
になったとき、家族等が保護するまでの間、高
齢者等の所在情報を委託業者より提供する。
　　　　　　

徘徊高齢者本人の安全と介護している家族の安心が図られる本事業は、少ないながらも一定数の需要があり、今後
も継続実施していく必要がある。

毎年、施設入所や死亡による資格喪失があるが、利用者も年々増加傾向にある。
徘徊高齢者を見守る家族にとっては事業を利用することで精神的な安心感を持っている。
また、高齢者の増加に伴い認知症の徘徊者も増える状況にあることから、本事業を活用し適切に対応していくことが重
要である。

維持・推進

徘徊した高齢者等を早期に発見できるよ
う支援し、徘徊時における事故の防止を
図るなど、安心して介護ができる環境を
整備する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

060303020200
成年後見制度利用支援事業費 高齢福祉課

6,212

①判断能力がなく成年後見人等を選
任する必要がありながら、身寄りが
ない等の理由で家庭裁判所へ成年後
見開始等の申立てができない高齢者
②本人及び親族による成年後見開始
等の申立ての場合で、申立て費用や
成年後見人等に対する報酬等の支払
いが困難な高齢者

①対象者に代わって区長が申立てを行う。また
本人及び親族による申立ての場合は、申立て費
用を助成する。
②対象者に成年後見人等に対する報酬等の支払
い費用を助成する。

高齢者の増加に伴い、区長申立や本人親族申立が必要な利用者の増加が見込まれるため、本事業の周知に努め、維
持・推進していく。

成年後見制度区長審判請求については、社会的なＰＲにより制度自体が浸透してきており、年間３０件程度の申立てを
行っている。今後も高齢者の権利擁護の推進及び福祉の向上に欠かせない制度として需要があり、申立件数の増加が見
込まれる。
また、平成２５年度から助成対象者の拡大を図り、本人・親族による申立ての場合でも、費用を負担することが困難な
方に対して、申立費用や後見人等への報酬費用の助成を開始した。事業が定着するよう今後も、区民への周知を図り、
成年後見制度の更なる利用促進につなげる必要がある。

維持・推進

①対象者の身上監護や財産管理を行う成
年後見人が選任される。
②成年後見人等に対する報酬等の費用を
補うことができる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

060303020600
地域見守り・支えあい活動促進補助事業費 高齢福祉課

14,106

地域の一人暮らし高齢者等の見守り
をおこなっている町会及び自治会で
①及び②を満たす団体。
①北区町会自治会連合会に所属して
いる町会自治会②おたがいさまネッ
トワークの協力団体として登録され
ている町会自治会

町会・自治会へ見守り・支えあい活動の活動費
の補助金を交付する。

２４年度の事業開始以降、平成29年度は63の町会・自治会に補助金を助成しており、今後も見守り活動の輪を広
げるため、事業の周知に努め、より多くの見守り活動を行う町会・自治会の活動を支援していく。
また、助成開始から10年目まで支援を継続していく。

多くの町会・自治会に見守り活動を行っていただくため、区内の町会・自治会にこの事業の趣旨や見守り・支えあい活
動の重要性を理解していただく必要がある。また、本事業の補助金を活用し見守り活動を行う町会・自治会に対し、補
助の交付に加え、高齢者あんしんセンターの見守りコーディネーターが関与するなど区として活動のサポートをするこ
とも重要である。

維持・推進

補助金を交付することで地域の見守り活
動を支援し、見守り活動の輪の拡大、見
守り体制の連携強化を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

補助金額の一部見直し。補助期間を10年間とする見直し。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302022000
在宅介護医療連携推進費 介護医療連携推進担当課

16,044

６５歳以上の高齢者 高齢者あんしんセンターサポート医の配置や、
在宅介護医療連携推進会議、多職種連携研修会
及び顔の見える連携会議等により、在宅療養の
環境整備を区全体の関係機関へ広げ、在宅介
護・医療の体制づくりを行う。

北区在宅介護医療連携推進会議の中に、各課題に応じた検討部会を設置し、地域包括ケアシステム構築のための新
たな課題の抽出と、それに応じた検討や取り組みを進めていく。また、介護医療関係者の多職種連携の更なる強
化、在宅療養や看取りに関する区民啓発に取り組む。財源については、国や東京都の補助金の動向を注視しつつ、
介護保険特別会計（地域支援事業）への移行を含め検討していく。

地域包括ケアシステムの構築を進めるため、多職種連携の更なる強化と在宅療養や看取りに関する区民啓発に取り組む
必要がある。

維持・推進

高齢になっても、安心・安全に住み慣れ
たまちで、その人らしく充実して在宅療
養生活をおくる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010302022200
認知症の人と家族・介護者地域サポート事業 介護医療連携推進担当課

4,163

認知症の人とその家族及び介護者
地域住民

各高齢者あんしんセンター圏域に認知症カフェ
を開設し、毎月1回程度、高齢者あんしんセン
タースタッフ及び医師、看護師、作業療法士、
臨床心理士のいずれかを配置して、認知症対応
についての普及啓発や専門相談を実施する。

高齢化の進展に伴う認知症の人の増加に対する支援は、国をあげての課題であり、高齢者が住み慣れた地域で、自
分らしく、安全に暮らしていくことができる環境づくりは行政が取り組むべき重要な課題である。今後も一層の事
業周知と内容の充実が必要である。

各高齢者あんしんセンターにて地域のもの忘れ相談医等と連携を図り、認知症初期の適切な助言・支援など相談機能を
強化し、積極的に情報提供をしていく必要がある。さらに、家族の負担軽減機能の充実に向け、家族教室などからつな
げる家族の集い場の併設を検討する。

維持・推進

認知症の人やその家族・介護者だけでな
く、地域住民誰もが参加し、交流できる
場とすることにより、認知症の人やその
家族・介護者が、地域や関係機関とつな
がり、孤立するのを防止する。また、認
知症に関する早期からの相談や適切な支
援の体制整備を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

派遣医師は、北区医師会の推薦による、もの忘れ相談医とする。民間の「オレンジカフェきたい～な」の立ち上げ、運営支援等、各高齢者あんしんセン
ターが実施。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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060301010100
介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・日常生活支援

担当課

16,206

主として要支援認定者、笑顔で長生
き調査（基本チェックリスト）の結
果生活機能の低下が認められた６５
歳以上の高齢者

多様な主体によるサービスを提供する。
また、多様なサービスを提供する地域の担い手
を育成する。

　平成29年4月から区独自基準の訪問型・通所型サービスを開始した。独自基準サービスへの移行は1年間かけて
行うため、事業費への効果額は今後検証することになる。
　また、多様な主体によるサービスの提供を図るため、サービス提供者（いきいき生活援助員）の継続的な育成が
必要である。

　既存のサービスに加え、NPO法人・民間企業・ボランティアなど地域の多様な主体と協力して、高齢者を支える体制
を整備し、多様なサービスの充実と費用の効率化を図る必要がある。

維持・推進

多様な主体によるサービスを利用しなが
ら日常生活の自立を目指すとともに、高
齢者自身が地域や社会の中で役割を持ち
ながら、いきいきとした生活ができるよ
うにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

執行額管理のため、訪問型・通所型などサービスごとに新規事業費で予算計上する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

060302010100
健康はつらつパワーアップ事業費 介護予防・日常生活支援

担当課

49,463

６５歳以上の高齢者の方及びその支
援活動に関わる方

地域における住民主体の介護予防活動の育成・
支援や介護予防の普及啓発のため、教室・講演
会等を実施する。

　各種教室を身近な地域で展開することにより、介護予防についての知識と実技を高齢者自身が習得し、継続する
ことで、介護状態とならない生活を送ることが見込まれる。
　地域づくりによる介護予防の推進するため、おたっしゃ教室等の実施方法を検討する。また、住民主体による通
いの場の育成・支援、リハビリテーション専門職や介護予防リーダー等による効果的な関与の在り方について検討
する。

①多くの高齢者が介護予防の必要性を理解できるよう周知していくことが必要である。
②介護予防事業を円滑に推進していくために、高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）や介護医療関係機関
との連携を強化していく必要がある。
③住民主体の介護予防を推進していくために、リハビリテーション専門職の活用を含め、人材育成や自主グループの支
援を進めていくことが求められている。

維持・推進

住民主体の通いの場を立ち上げ、人と人
とのつながりを通じて通いの場が継続的
に拡大していくような地域をつくる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

060302010400
シニア元気応援事業 介護予防・日常生活支援

担当課

17,084

65歳以上の元気な高齢者 ７０歳からのスマートウォーキング、元気な高
齢者のための芝居を見る会、水中運動教室、さ
くら教室及び高齢者いきいきサポーター制度事
業を実施する。

　高齢化の進展に伴い、介護予防や閉じこもり予防の取組みは、ますます重要になってきている。高齢者が元気に
健やかに暮らしていけるよう当該事業を通じて引き続き支援していく。

高齢者いきいきサポーターについては、元気な高齢者がいきいきと活躍できる環境の整備に努め、登録者の拡大を図っ
ていくことが求められる。
また、元気高齢者支援窓口については、情報の収集、支援窓口のあり方について検討していく。

維持・推進

元気な高齢者がますます元気に健やかに
暮らしていけるように支援する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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0103030105
障害者総合支援法施行事務費（北区障害者介護給付
費等審査会・自立支援協議会）

障害福祉課

9,468

①審査会…身体障害者・知的障害
者・精神障害者・難病患者
②自立支援協議会…北区自立支援協
議会委員

①北区障害者介護給付費等審査会を開催する。
②自立支援協議会を開催する。

各事業の実施にあたり、適切な事務費の執行に努めた。
今後も適切な事務を執行するため、事業費は現状維持とする。

障害者総合支援法施行事務費に基づく各事業を実施するにあたり、必要な経費を担うものであり、適切な執行を行う必
要がある。

維持・推進

①審査会…審査会の委員が中立・公平な
立場で専門的観点から介護給付に係る障
害支援区分に関する審査判定を行う。
②自立支援協議会…関係機関が連携し、
障害者支援についての協議を行う。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303020100
心身障害者福祉手当経費 障害福祉課

1,284,557

・身体障害者手帳１級から３級の方
・知的障害者手帳１度から４度の方
・特殊疾病、脳性麻痺、進行性筋萎
縮症と診断された方。
（施設入所者・所得・年齢等の支給
制限あり）

心身障害者福祉手当を４・８・１２月に前月分
までの４ヶ月分まとめて本人の預金口座へ振り
込む。

他のサービスとの整合性を考慮し、手当の支給対象者等について今後も検討を行う。

平成29年7月から精神障害者保健福祉手帳1級保持者に対し、月額10,000円を支給予定である。周知方法や事務の処
理について検討が必要である。

維持・推進

障害や病気に起因する経済的、精神的な
特別の負担を軽減し福祉の増進を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

・難病範囲の拡大による対象者拡大。
・手当の支給制限となる対象施設に、児童養護施設等を追加
・平成29年7月から、精神障害者保健福祉手帳１級保持者に対し、月額10,000円を支給予定

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303020300
心身障害者日常生活用具給付等事業費 障害福祉課

81,311

・障害者（身体、知的、精神）
・障害児
・難病患者等

介護・訓練支援用具等の日常生活用具等の購入
及び住宅設備改善に予算の範囲内において補助
金を交付する。

給付件数は概ね同値であり、障害者等の日常生活の利便性の向上に寄与している。今後の給付件数の増加を見込ん
で事業を維持・推進するとともに、給付対象品目の見直しを随時実施し、より満足性の高い給付サービスを目指
す。

日常生活用具を必要とする障害者が適切に給付を受けられるよう情報提供に努めると共に、新製品等の情報収集を行
い、随時対象品目を見直す必要がある。

維持・推進

障害者、障害児及び難病患者等の日常生
活の便宜を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

支給種目の追加
　視覚障害者を対象に、音声式血圧計を新たに支給対象品目に加えた。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010303020900
心身障害者紙おむつ支給費 障害福祉課

34,926

①身体障害者手帳１･２級または愛
の手帳１･２度でトイレが使用でき
ないか、常時失禁状態にある方（施
設入所者及び生活保護受給者は対象
外）。
②区が支給する紙おむつを使用でき
ない病院に入院している方。

①紙おむつを月に１回、受給者の自宅に委託業
者により配達する。
②おむつ代金の一部を年３回（５・９・１月）
に受給者本人の預金口座に振り込む。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

障害者福祉の向上、障害者の経済的負担の軽減という目的のため、おむつの種類を拡大し、自由に選択できるカタ
ログ方式を採用している。また、利用者の自宅に配送するなど、利便性の向上に努めている。その結果、利用者数
は微増となっているが、今後も事業を維持・推進していく。

おむつの配送期日について、利用者が多いため必ずしも利用者の希望どおりとなっていない。

維持・推進

障害者及びその介護をしている方の経済
的負担を軽減する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303021000
身体障害者入浴介助事業費 障害福祉課

10,624

肢体または体幹機能障害１・２級
で、家族等の介助のみで入浴が困難
な重度身体障害者。

自宅へ専門業者が訪問し、特殊浴槽を使って入
浴介助を行う。
実施に際しては看護師が同行し、健康状態を確
認する。

利用者数、実施回数ともに例年と概ね同様であり、在宅の重度身体障害者の生活向上及び介助を行う家族等の精
神・身体的な負担軽減に寄与している。今後も、一人ひとりの状況に応じた効率的で満足度の高いサービス提供を
目指し、安定的に事業を維持・推進していく。

入浴サービス提供前の健康チェックや家族・介助者の立会い等により、引き続き事故のないよう対応していく必要があ
る。また、介護報酬の引き上げ等で事業予算は拡大しているが、重度の身体障害者が自宅での生活を送るうえで不可欠
なサービスであることから、今後も継続的に安定的に事業を実施する必要がある。

維持・推進

対象者の健康的・衛生的生活の維持と、
介護者の肉体的・精神的負担の軽減を図
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303021300
手話通訳者派遣事業費 障害福祉課

23,153

聴覚障害等の身体障害者手帳の交付
を受けている方。

聴覚障害者からの依頼により、手話通訳者及び
要約筆記者を派遣する。

引き続き効率的で満足度の高いサービスが提供できるよう事業を維持・推進していく。
障害者差別解消法の趣旨に鑑み、行政の合理的配慮を担保するため、またコミュニケーション支援受給者数の増加
に対応するため、手話通訳者の確保に努める。
さらに、受給者による緊急派遣要請に対応した手話通訳者の緊急派遣体制を整備する。
　

区登録手話通訳者は３５名であるが、意思疎通支援受給者数（利用者数）が増加しているため、通訳者が不足している
状況である。また、利用者の高齢化により、通院の際の派遣需要も年々増加しているため、さらなる通訳者の確保が求
められる。
さらに、利用者の緊急派遣に対応した手話通訳者の緊急派遣体制についても整備が必要である。　　

維持・推進

聴覚障害者とその他の方との意思疎通が
円滑に出来るようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010303021701
福祉タクシー事業費（福祉タクシー事業） 障害福祉課

160,848

歩行困難な在宅心身障害者（下肢体
幹機能障害１から３級、視覚障害
１・２級、内部障害１から３級、知
的障害者手帳１・２度）で所得制限
内の方。

利用者に月額３，５００円の利用券（５００円
券６枚、１００円券５枚）を郵送交付する。区
と契約済みの事業者で利用券が使用できる。
　　　　　　

北区と契約しているタクシー事業所は年々増加しており、利用者にとってより利用しやすい環境が整備されてい
る。今後も日常生活の利便性向上や生活圏拡大を通じて、障害者の社会参加を一層促進させるため、安定的に事業
を維持・推進していく。

障害者の福祉タクシー券への関心は高く、　引き続きの利用率の増加が見込まれる。平成28年度にタクシー初乗り料金
が「2キロ730円」から「1キロ強で400円台」に変更されたことに伴い、利用券の枚数変更（給付額は変えず、500
円券減、100円券増）を検討する必要がある。また、安定した福祉タクシー事業を継続していくため、利用者に限らず
事業者に対しても正しい利用方法について周知を徹底する必要がある。

維持・推進

生活圏の拡大を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

01030302240
短期入所給付費 障害福祉課

184,138

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・障害児
・難病患者等

障害者を短期入所施設に入所させる。

障害者を介護している保護者又は家族のレスパイトや、虐待からの保護などにより、短期入所の需要は増加傾向の
ため事業費を増額とする。

利用者が短期入所を必要なときに利用できるよう、受け入れ体制の充実が必要となる。また、医療的ケアを必要とする
障害者（児）を一時的に預かる施設の不足が課題である。

拡充

介護者の休息等の時間の確保と、地域社
会における障害者（児）の生活を支援す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303022400
居宅介護サービス給付費 障害福祉課

1,112,892

在宅の心身障害者（児）。 障害支援区分を認定し、それに応じたサービス
支給量を決定したうえで厚生労働省令に定める
介護サービス（入浴・排泄・食事の介護など生
活全般の援助）を提供する。

一人ひとりの状況に応じたサービス提供に向けて、安定的に事業を維持・推進していく。

居宅介護サービスを提供する側の人材不足が深刻な状況である。障害特性を理解したヘルパーの確保・養成を促し、障
害程度や状況等に応じたきめ細かいサービスが提供できるよう、東京都や事業者と連携してサービスの質の向上を図る
必要がある。

維持・推進

心身障害者が在宅生活を安心して送れる
よう必要な福祉サービスを受けることが
出来るようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010303022500
施設訓練等給付費 障害福祉課

3,323,368

原則として１８歳以上の心身に障害
がある方。

障害者総合支援法のもと、障害者支援施設にお
いて障害者が必要とする援助、訓練を受けるた
め、入所・通所等の障害福祉サービスを提供す
る。

障害者総合支援法の趣旨を踏まえ、障害のある方が希望する障害福祉サービスを安定的に利用できるよう、事業の
維持推進に努める。

近年、右肩上がりに支出額が増加しており、また平成30年の障害者総合支援法改正による就労定着支援の新設により、
さらに訓練等給付費の支出額は増大となる見込みである。そのため、予算の確保が課題となっている。

維持・推進

心身に障害のある方が社会的に自立でき
るようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303022501
障害者就労支援事業費 障害福祉課

35,311

一般就労を希望する身体障害者、知
的障害者、精神障害者

就労支援センターを設置して、就労面と生活面
について相談を受け、支援するとともに、北区
就労支援フェアを開催する。

障害者が経済的自立をするためには、就労可能である障害者が一般就労することが重要であり、雇用後も職場定着
のための継続的な支援が不可欠である。就労支援センター北と連携して就労移行、就労定着支援を行うとともに、
障害者就労支援フェアの開催等により、障害者、支援者、企業等に対し、障害者の一般就労に対する理解、啓発を
図っていくことが必要である。

平成25年4月に法定雇用率が引き上げられ、障害者に対する企業の採用が増加する中で、就職後の職場定着支援及び生
活支援が課題となっている。また、平成30年4月には法定雇用率の算定基礎に精神障害者も加えられ、障害者の就職率
の向上が見込まれため、一層の職場定着支援の必要である。

拡充

障害者の一般就労の機会の拡大・促進、
理解・啓発を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303022600
共同生活援助等給付費 障害福祉課

669,894

障害者グループホーム入所者。 運営主体の社会福祉法人・ＮＰＯ等の事業者に
共同生活援助等給付費（平成23年10月より、
生活保護、非課税世帯に属する受給者に対する
補足給付費（家賃助成）を含む）を支出する。

障害のある方が地域の一員として、安定して充実した生活を送ることができるように、新たなグループホーム等の
整備・誘導に適切に対応しながら、引き続き安定的に事業を維持・推進していく。

障害のある方が、障害の程度にかかわらず住みなれた地域で暮らし続けるため、また入所施設から地域への移行を促進
するため、地域における生活の場であるグループホームの必要性は高まっている。今後も計画的にグループホームを整
備していく必要がある。

拡充

障害者も地域の一員として、安心して充
実した生活ができるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010303023500
移動支援事業費 障害福祉課

186,902

身体障害者手帳の肢体障害程度が１
級に該当し、両上肢及び両下肢の機
能障害を有し、屋外移動について車
椅子の介助を必要とする全身性障害
者及びそれに準ずる方、知的障害
者、精神障害者、難病患者等、障害
児　　　

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の
社会参加のための外出の際の移動について、月
ごとの支援のサービス支給量を決定し、ガイド
ヘルパー等の費用を補助する。

平成２８年度より、一定の要件に該当する場合、通学及び通所に係る外出の支援についても補助金の交付の対象と
するなど、事業を拡充した。移動支援の利用は年々増加し、ニーズが高まっており、事業費は増額となっている。

移動支援を提供するヘルパーが不足している。通学及び通所にかかる外出についても、一定の要件に該当する場合に補
助金の交付の対象とし、利用範囲を拡大したが、時間帯が朝・夕方に集中してしまうため、支援を行うことが難しい事
業所もあるのが現状である。

拡充

屋外での移動が困難な障害者及び障害児
が、安心して外出ができるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303023600
高額障害福祉サービス費等給付費 障害福祉課

3,750

同一世帯のなかで障害福祉サービス
を利用する人が複数いる場合や、障
害福祉サービスを利用している人が
介護保険を利用した場合等に、世帯
の月額上限額を超えた方。

申請により対象者へ償還払いにより支給。

障害福祉サービス、地域生活支援事業及び介護保険サービス等を利用する障害者の利用料の負担軽減を図るため、
維持・推進とする。

新規に当サービス費の支給対象となった利用者に対しては、都度制度説明、申請書等の必要書類の収受などを徹底して
いるところであるが、現状でまだ申請書の収受を行えていない利用者がいる。利用者それぞれに不利益にならないよ
う、定期的な通知等で働きかけを行っていく必要がある。

維持・推進

対象者の経済的な負担軽減を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303023900
サービス利用計画等給付費 障害福祉課

58,234

障害福祉サービス等、障害児通所支
援を利用する全ての障害者、障害児
の保護者。ただし、地域生活支援事
業のみの利用者は除く。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作
成。サービスの利用開始後は、一定期間ごとに
モニタリングを行う。

サービス等利用計画については、全ての支給決定に先立ち作成することとしており、今後も計画相談支援の利用実
績増が見込まれる。また、引き続き相談支援専門員の増員や相談支援専門員のスキルアップを目指した連絡会を開
催する。そのため、計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の増額が必要となり、事業内容は「拡充」とす
る。

平成２５年度から推進してきた特定相談支援事業所の指定を引き続き行うことにより、サービス利用者全員分の計画作
成のため事業所数を確保するとともに、相談支援専門員の質向上を図る必要がある。

拡充

サービス利用者の状況に応じた適切な障
害福祉サービスが受けられる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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0103030241
地域障害者相談支援センター運営事業 障害福祉課

15,200

滝野川地域に居住するすべての障害
者。

滝野川地域障害者相談支援センターを委託によ
り運営する。

相談件数・書類受付件数ともに増加した。今後も区民の方にとって満足度の高い身近な相談窓口を目指していく。
　

滝野川地域障害者相談支援センターの利用を促進するため、引き続き区民へ周知が必要である。また、定期的に会議を
開催し、受付方法について確認するなど、事業者と連携することが重要である。

維持・推進

日常生活及び社会生活の総合的支援や、
一人ひとりの障害状態に応じたきめ細や
かな相談体制の充実とサービスを提供す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303024500
重度心身障害者施設運営費補助費 障害福祉課

65,000

社会福祉法人晴山会（障害者通所施
設　就労・生活支援センター飛鳥晴
山苑）。

施設運営の安定を期すため、運営費の補助金を
交付する。

報酬単価の見直し等を注視しながら、運営が安定的に行われるよう、維持・推進とする。

報酬単価の見直し等を注視するとともに、区全体の生活介護事業所整備検討において補助の在り方を見直す必要があ
る。　　　

維持・推進

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑が、
安定して事業を実施する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

事業開始時の施設運営の安定を期すための補助金として開始されたが、経過的に5％減を行ってきた空床補償部分については平成２７年度をもって
終了となった。平成２９年度より、区立施設同様の人員配置及び通所バス運行並びに充実した宿泊行事等が継続的に実施できるよう、補助要綱の見
直しを行った。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303024700
障害者日中活動系サービス推進事業補助費 障害福祉課

157,305

日中活動系サービスを実施する障害
福祉サービス事業所。

運営に要する費用の一部を補助する。

東京都における包括補助事業（10/10）であり、日中活動系事業所の経営の安定を図る必要があるため維持・推進
とする。

平成２３年度より東京都において新たに構築された補助事業であるため、根拠となる東京都障害者施策推進区市町村包
括補助事業実施細則の動向を注視していく。
また、事業所の当補助金に係る提出書類の内容をチェックし、適正な内容であるか否か確認を行っていく必要がある。

維持・推進

サービス利用者の福祉の向上及び日中活
動系事業所の経営の安定を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010303024800
障害児通所給付費 障害福祉課

591,584

心身の発達に遅れやつまづき、ある
いは疑いのある未就学児。また、身
体、知的、精神の障害手帳を所持し
ている、通学中の障害児。

申請に基づき、サービス支給量の決定を行う。
また、指定事業所からの請求に基づき、サービ
スの利用に要した費用の一部、もしくは全額の
支給を行う。

平成２９年度に重心型放課後等デイサービス事業所が２事業所増える予定であるが、重症心身障害児や医療的ケア
児の受け入れ施設の需要は高まっていることから、事業内容を拡充とする。

平成２５年度末の時点で４事業所だった放課後等デイサービス事業所が、平成２９年４月１日時点で１７事業所まで急
増していることに伴い、事業所の支援内容の適正化とサービスの質の向上が課題である。また、重症心身障害児や医療
的ケアを必要とする障害児の受け入れ先確保も課題である。

拡充

未就学児に対し、日常生活における基本
的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練を行う。また、通学中
の障害児に対し、放課後又は休日におけ
る生活能力向上のための訓練、社会との
交流促進を行う。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0103039898
障害者福祉施設用地取得費 障害福祉課

0

滝野川３丁目国有地 購入（契約管財課に執行委任を行い、同課によ
る一括購入）

各課による協議、調整のうえ、平成２８年度に滝野川３丁目国有地の取得が完了したため、本事業は終了とする。

国有地を獲得するため、事前に国と協議、調整を行った。

終了

区有地とする

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403040500
公害健康被害補償事業費 障害福祉課

733,730

公害健康被害の補償等に関する法律
に基づき認定を受けた公害健康被害
者（以下「被認定者」という。）。
指定疾病は慢性気管支炎、気管支ぜ
ん息及び肺気しゅ並びにこれらの続
発症。

毎月、診療報酬等審査会を１回以上開催し、補
償給付（療養の給付、療養費、障害補償費、遺
族補償費、遺族補償一時金、児童保障手当、療
養手当及び葬祭料の７種）の支給の可否につい
ての審査を行う。その審査結果を基に被認定者
に対し補償給付する。　

公害補償制度に基づく補償給付を継続し、平成３０年度も本年度と同様に事業を維持推進していく。　

公害健康被害者に対する迅速かつ公正な保護等の対応が求められている。しかし、遺族補償一時金、葬祭料は、他部署
（国保給付係）との連絡も必要なため、支給までに時間を要することが課題である。事務の内容を精査し、効率的な事
務処理で成果をあげていく必要がある。

維持・推進

被認定者に対し、迅速かつ公正な保護等
を図ることを目的とする。また、ふたつ
の側面（実費補償的給付、生活補償的給
付）から給付を行うことで被認定患者の
実情に合った運用が可能となる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010302011000
民間福祉施設第三者評価補助費 介護保険課

9,000

介護保険法に規定する認知症高齢者
グループホーム

福祉サービス第三者評価の受審に要する経費の
一部を補助する。

平成28年度は、グループホーム14施設のうち３施設が第三者評価実施回数緩和要件に該当したため、１１施設で
実施した。
平成29年度に引き続き、平成30年度も特に補助事業の変更は予定されていない。評価機関によって受審費用にば
らつきはあるが、それぞれ特色のある評価がなされ、事業の透明性の確保と質の向上に役立っている。

現在は東京都の補助により実施している事業である。将来的に東京都の施策変更等に伴い補助対象から外れた場合、区
の関与等も含め事業方式の変更を検討する必要がある。

維持・推進

評価結果や福祉サービスの利用に関する
情報を幅広く提供することにより、サー
ビス内容を利用者に見えるようにすると
ともに、サービス提供事業者の質の向上
に向けた取り組みを促していく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

060101010600
調査事務費 介護保険課

147,158

要介護認定申請を行った被保険者。 委託により調査員を派遣する。

調査委託事業所が減少しているため、新人調査員の育成を行うとともに、調査員としての資質向上に向けた研修を
継続して実施し、判定日数短縮の実現を図る。

認定申請数は横ばいであるが、調査委託先の事業所が減少傾向にあり、申請から認定決定までにかかる日数の短縮につ
ながっていない。また、新規申請や区分変更申請においては、区民とのトラブルも発生しやすく、厚生労働省の作成し
た調査員テキストに基づき、判断基準を明確にする必要がある。認定調査は全国一律の方法で、客観的かつ正確に行わ
れなければならず、調査員の調査技術向上に努めることが大切である。

維持・推進

被保険者に対して認定調査を行い、認定
審査会の資料とする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

060101010900
介護保険事業計画策定費 介護保険課

0

介護サービス利用者と家族、介護
サービス事業者、区民

４名の区民委員が参加した北区介護保険運営協
議会による検討。高齢者の方や介護サービス事
業者を対象としたアンケート調査を実施する。

現在策定中の計画は、平成３０年度～３２年度が対象期間であるため、平成３０年度中に新たな計画策定に係る事
務は発生しない。

３年に１度の事業計画策定のための事業費であるため、作成手順や成果物の保存・内容確認を確実に行う必要がある。

休止

介護保険事業に係る区民ニーズを的確に
把握し、保険給付を円滑に実施する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年度は、高齢者保険福祉計画策定事務へ一本化し行うこととしたため、本事業費としては休止することとした。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010303024300
障害者グループホーム防災対策助成事業 障害者福祉センター

6,300

区内に設置された法内施設のグルー
プホームを対象として

設置した事業者（法人等）に補助を行うことに
より

対象となる消防法令の改正の既設施設への経過措置期間（～H30/3）の満了に伴い事業終了の予定である。

居住者の重度化に伴う設備の追加設置（スプリンクラーの追加等）などの需要が生じる可能性がある。

終了

消防設備（自火報・通報装置・スプリン
クラー）の充実を図り

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

本事業は、平成27年4月1日の消防法等改正施行に伴い、既存施設への設備設置を促進するための事業であり、当該設置の経過措置期間が平成30
年3月31日に終了するのに伴い、本事業も平成29年度で終了する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303030101
障害者福祉センター通所施設運営費 障害者福祉センター

44,259

１８歳以上の重度身体障害者（障害
者総合支援法の障害福祉サービス受
給者証の交付を受けた障害支援区分
3以上の方であって、生活介護の
サービスを受けようとする方）

身体介護サービス（医療的ケア含む）、機能訓
練、社会適応訓練、創作的活動、レクリエー
ション、健康指導、給食サービス、送迎サービ
ス等利用者主体のサービスを提供する。
また、地域との交流事業を実施する。

障害者福祉センターの通所介護事業において、平成28年度から医療的ケアを実施している。利用者の障害の重度化
や高齢化もあいまって、医療的ケアが行える人員体制の整備等を早急に進めていく必要がある。また、通所バス・
給食調理業務委託について、経費高騰による事業費増額が見込まれる。

１．医療的ケアの実施に伴い、安全性の確保と看護師を始めとする職員体制が課題
２．利用者の障害の重度化と高齢化に伴い、より安全なサービスの提供と支援内容の充実が課題
３．保護者の高齢化に伴う家族支援の取り組みが課題

維持・推進

利用者の自立の促進と生活の質の向上を
図る。利用者の社会参加、社会経験の拡
大を促す。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303031100
地域活動支援センター事業 障害者福祉センター

25,560

地域で生活する身体・知的・精神障
害者、難病患者等及び家族。

創作活動の機会の提供。また、機能強化事業と
して（１）日常生活支援（２）電話・面接によ
る個人的な悩み・不安・孤独感の解消（３）地
域交流の場及び生活情報の提供（４）福祉サー
ビスの利用援助、社会資源の活用等社会生活向
上のための支援

引き続き利用者の日中活動支援充実のために事業を推進していくとともに、さらなる利用者増、精神障害者の地域
移行、地域定着支援の推進も視野に入れ、活動の充実に努めていく。

現状ではほとんどが精神障害者の利用であり、他障害者（難病患者含）への事業展開が課題である。

維持・推進

地域の実情に応じ、創作的活動、生産活
動の機会の提供及び社会との交流促進等
の便宜を供与し障害者の地域生活の促進
を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010403010200
機能訓練費 障害者福祉センター

8,066

疾病、負傷等により身体・認知・言
語障害のある４０歳以上６５歳未満
の方を判定会議において利用者決定
されたもの。
高次脳機能障害訓練については、
「高次脳機能障害」と診断もしくは
疑いのあるもの。

（１）療法別訓練（理学・作業療法：６か月、
言語療法：９か月間）週２回（２）高次脳機能
訓練を週1回（３）本人・家族・関係者を対象
に高次脳機能障害専門相談（４）講演会、家事
動作訓練、外出訓練、現訓練生と修了生の交流
会等を実施（５）高次脳関係機関連携会議

社会復帰の可能性や意欲を持つ中途障害者を閉じこもらないように社会参加を支援するためには、機能訓練事業を
継続的に実施していくことが必要である。地域関連施設等との連携のもと、相談支援を強化する。高次脳機能訓練
の充実を図り、就労や地域活動につながるように支援体制の確立に努めていく。

　健康増進法の補助金が廃止され、高次脳機能障害支援促進事業補助金と地域生活支援事業費補助金を財源として平成
２９年度は実施するも、平成３０年度は高次脳機能障害者と若年性認知症者を対象にした事業内容にスムーズに移行す
ること。

維持・推進

中途障害者の機能訓練・認知訓練の充実
を図り、心身機能の維持回復、閉じこも
りを防止して主体的に活動できるように
する。
また、就労、自主グループ活動等の支援
を行う。わかりにくい高次脳機能障害を
介護・医療関係者と連携する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

健康増進法の補助金が廃止され、対象者を高次脳機能障害者と若年性認知症者の支援にシフトしている。高次脳機能訓練や相談の充実を図り、関
係機関会議を実施、介護事業者向け研修会を行い、機能訓練から就労支援等に目標を変えている。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010403020200
感染症予防対策費 保健予防課

10,776

区民、および必要に応じて他自治体
の住民等を対象とする。

法に指定されている一類～五類感染症の患者が
発生した際等に、必要に応じて調査、行政措
置、患者登録管理、保健指導、患者・関係者等
の健康診断、入院勧告、医療費公費負担手続き
等を行う。また、感染症発生状況の把握、電
話・来所相談、各種検査等を行い、感染症に関
する情報を提供する。

感染症対策は、区民の健康と安全を守るうえで、基本となる事業である。麻しん等の海外からの持ち込みや、蚊、
ダニ等による感染症の新たな流行など、次々と新しい課題が生じる中、専門職員の技術向上を図りつつ、関係機関
とも連携して対策を実施していく必要がある。

１．2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、平時からの感染症発生状況の把握と迅速な情報還元を行って
いく必要がある。
２．感染症発生時に迅速かつ的確に対応するため日常的な知識の積み重ねや、必要に応じ発生時の対応訓練等も実施
し、スキルアップを図る必要がある。
３．結核患者のリスクに応じ、薬局や訪問看護ステーションも活用して直接服薬確認（DOTS）を確実に実施し治療中
断を防止する。

維持・推進

感染症予防、感染症発生時の拡大防止を
推進して、区民の健康に対する不安を払
拭する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705011500
鉄道駅エレベーター等整備事業費 都市計画課

82,518

駅を利用される高齢者、障害者等 鉄道事業者が駅に整備するエレベーターやホー
ムドアに対して、補助金を交付する。

区内全駅のバリアフリー化を進めることにより、高齢者や障害者を含むすべての人の利便性の向上を図り、利用者
にやさしい交通施設を実現するため事業を推進する。

区内全駅のバリアフリー化に向けて、ＪＲ等の鉄道事業者と協議し、早期実現を目指すとともに必要に応じてルートの
追加を検討する。
現在、駒込駅、王子駅、東十条駅、北赤羽駅、赤羽駅、田端駅の６駅において、２ルート目のエレベーターの設置要望
がある。

維持・推進

だれもが安心して駅を利用できるように
する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

0107050116
バリアフリー基本構想策定費 都市計画課

13,506

高齢者、障害者、妊産婦や乳幼児同
伴者、外国人

高齢者・障害者団体などの区民や、学識経験
者、関係行政機関、施設管理者、交通管理者、
公共交通事業者など、様々な関係者の協力のも
と、『北区バリアフリー基本構想策定協議会』
及び『区民部会』による体制で検討を行い、構
想を策定する。

高齢者、障害者等の物理的、社会的、制度的、心理的、情報面などのさまざまな社会生活上の障壁（バリア）を除
去（フリー）し、障害のない人と同じように自立した日常生活や活動ができるよう、地区別構想の策定を推進す
る。

平成18年にバリアフリー法が改正施行されたことに伴い、対象者や対象エリア、対象施設の拡充及びソフト施策の充実
など新たな視点や平成25年施行の「交通政策基本法」における妊産婦や乳幼児同伴者の視点、平成26年に批准した国
連の「障害者の権利に関する条約」、平成28年施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」などにおけ
る合理的な配慮に関する環境整備の視点、さらには、平成32年（2020年）の東京オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催に向けて、区民及び区に訪れるだれもが個人としての尊厳が尊重され、地域社会から排除されることなく、
安心して生活し、移動等ができるユニバーサル社会の実現が求められている。
この取り組みの趣旨の幅広い周知と各事業者の理解と協力による事業の推進が必要不可欠である。

維持・推進

高齢者、障害者等の物理的、社会的、制
度的、心理的、情報面などのさまざまな
社会生活上の障壁（バリア）を除去（フ
リー）し、障害のない人と同じように自
立した日常生活や活動ができるよう、バ
リア解消に向けた具体的な事業を推進す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705010600
都市防災不燃化促進事業費 まちづくり推進課

164,843

不燃化促進区域内において、耐火建
築物や準耐火建築物の建築又は既存
の木造家屋等の除却を行う個人又は
中小企業者等。

防災上重要な避難路又は延焼遮断帯の沿道概ね
30ｍ（地区防災道路志茂地区については道路中
心から15ｍ）を【不燃化促進区域】として指定
し、区域内で一定の条件を満たす耐火建築物や
準耐火建築物を建築、又は既存の木造家屋等を
除却する方々に対し、除却費・建築費等の一部
を助成する。

東京都施行の都市計画道路事業と連携し事業を進めるとともに志茂地区においては、密集事業との相乗効果による
成果の向上を目指す。

補助86号線赤羽南地区において、都市計画道路事業のスケジュールを考慮しながら、計画的に事業導入が図れるよう、
東京都と連携し調整を進める。

維持・推進

避難路又は延焼遮断帯等の周辺の建物の
不燃化を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010705011002
密集住宅市街地整備促進事業費（西ケ原地区） まちづくり推進課

146,144

西ケ原三丁目49～64、四丁目1～
65、滝野川一丁目25～39を含む
区域の土地および建物と道路。

密集市街地解消にかかる地区課題・将来像・実
現方法を、まちづくり協議会により、地域と区
が共通認識を持ち合意形成を図るとともに、地
域防災活動を支援する。計画的に生活道路の拡
幅、公園・広場用地の取得を実施し、老朽建物
除却や共同建替への支援を行う。

地区内の防災拠点である西ヶ原みんなの公園にアクセスするための道路整備（一部拡幅済み）と地区内の老朽木造
住宅等の建替え事業を推進していく。道路・公園用地の買収費は、所有者との交渉の進捗により予算計上する。住
民の防災意識を高めるため、まちづくり活動の支援を行う。

西ヶ原みんなの公園までの避難経路の確保や、円滑に消防活動を実施するため、公園と地区内の幹線道路を結ぶ幅員6ｍ
以上の防災生活道路を整備する必要がある。特に防災生活道路3号線を 優先にして拡幅する必要がある。

維持・推進

耐火性の高い建物が並び、火災による延
焼を抑制するための空間が形成されてい
るとともに、地形や歴史など地域特性を
生かした魅力ある市街地が形成され、住
民の防災意識が高く、様々な世代が安心
して住み続けられるまち。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705011004
密集住宅市街地整備促進事業費（志茂地区） まちづくり推進課

126,445

志茂一～五丁目の河川区域を除く土
地および建物と道路。

密集市街地解消にかかる地区課題・将来像・実
現方法を、まちづくり協議会により、地域と区
が共通認識を持ち合意形成を図るとともに、地
域防災活動を支援する。計画的に生活道路の拡
幅、公園・広場用地の取得を実施し、老朽建物
除却や共同建替への支援を行う。
木密地域不燃化１０年プロジェクト（都）の不
燃化特区の指定を受け、その制度を活用する。

事業開始以来、区域を拡大しつつ、平成26年度には全域を対象に不燃化特区の指定を受け、様々な支援策と合わせ
ることで更なる道路整備や老朽木造住宅等の建替え事業の推進を実施している。道路・公園用地取得費は、所有者
との交渉の進捗により予算計上する。住民の防災意識を高めるため、まちづくり活動の支援を行う。

　公園整備、用地取得等拠点的整備の実績は上がっているが、避難経路確保や消防活動の円滑化に資する主要生活道路
拡幅と老朽建物の不燃化対策も一層進めていかなければならない。
※H28までは特区事業含むが、Ｈ29年度からは別計上。

維持・推進

耐火性の高い建物が並び、火災による延
焼を抑制するための空間が形成されてい
るとともに、地形や歴史など地域特性を
生かした魅力ある市街地が形成され、住
民の防災意識が高く、様々な世代が安心
して住み続けられるまち。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705011005
不燃化推進特定整備事業費（総括表） まちづくり推進課

0

各地区シート参照 東京都の不燃化特区制度を活用した建替え支援
策を充実する。

各地区シート参照

各地区シート参照

道路、公園等の整備や建物の不燃化を促
進することにより、大規模な地震等で建
物が倒壊及び延焼する危険性が高い木造
住宅密集地域の安全性を向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010705011006
不燃化推進特定整備事業費（補助86号線赤羽西地
区）

まちづくり推進課

18,676

赤羽西一丁目、赤羽西四丁目、赤羽
西五丁目、赤羽台二丁目の各一部、
における地区内の土地・建物所有者
及び居住者

東京都の不燃化特区制度を活用した建替え支援
策を充実する。

赤羽西補助86号線沿道地区不燃化特区整備プログラムに従い、区は特区制度を利用し、平成32年度までに集中し
て、地区の不燃化推進を図る。

平成３２（２０２０）年度までに、不燃領域率を70％まで引き上げる必要がある。今後、高齢者世帯など不燃化されて
いない住宅に住んでいる方々に、どのような方法で不燃化の重要性を周知していくかが課題となる。

維持・推進

道路、公園等の整備や建物の不燃化を促
進することにより、大規模な地震等で建
物が倒壊及び延焼する危険性が高い木造
住宅密集地域の安全性を向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705011007
不燃化推進特定整備事業費（志茂地区） まちづくり推進課

127,560

志茂一丁目～五丁目における地区内
の土地・建物所有者及び居住者

東京都の不燃化特区制度を活用した建替え支援
策を充実する。

志茂地区不燃化特区整備プログラムに従い、区は特区制度を利用し、平成32年度までに集中して、地区の不燃化推
進を図る。

平成３２（２０２０）年度までに、不燃領域率を70％まで引き上げる必要がある。今後、高齢者世帯など不燃化されて
いない住宅に住んでいる方々に、どのような方法で不燃化の重要性を周知していくかが課題となる。

維持・推進

道路、公園等の整備や建物の不燃化を促
進することにより、大規模な地震等で建
物が倒壊及び延焼する危険性が高い木造
住宅密集地域の安全性を向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705011008
不燃化推進特定整備事業費（補助81号線沿道地区） まちづくり推進課

4,000

西ケ原一丁目46番の一部、西ケ原
三丁目65・66番における地区内の
土地・建物所有者及び居住者

東京都の不燃化特区制度を活用した建替え支援
策を充実する。

補助81号線沿道地区不燃化特区整備プログラムに従い、区は特区制度を利用し、平成32年度までに集中して、地
区の不燃化推進を図る。

平成３２（２０２０）年度までに、不燃領域率を70％まで引き上げる必要がある。今後、高齢者世帯など不燃化されて
いない住宅に住んでいる方々に、どのような方法で不燃化の重要性を周知していくかが課題となる。

維持・推進

道路、公園等の整備や建物の不燃化を促
進することにより、大規模な地震等で建
物が倒壊及び延焼する危険性が高い木造
住宅密集地域の安全性を向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010706020100
三世代住宅建設促進等事業費（総括票） 住宅課

0

建設後又は購入後、北区内に居住す
る世帯を対象とする。

助成金を支払う。

住み慣れた地域での居住継続を支援するために有効な事業であるため今後も現状どおり継続します。

枝番シートを参照してください。

維持・推進

住宅基盤の整備や良質な住宅の確保を図
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

枝番シート参照

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010706020101
三世代住宅建設促進等事業費（三世代住宅建設助
成）

住宅課

13,000

一戸建て住宅等を建設後、居住する
三世代世帯を対象とする。

区内に「三世代世帯（親・子・孫等により構成
されている世帯）」で居住する者が建設する住
宅に対し、準耐火以上の耐火性や、高齢者に配
慮した設備を有する等の要件を備えた場合に、
50万円の助成を行う。

基本計画２０１５に基づき、世代間共助の住環境推進を図ります。

特になし。

維持・推進

三世代世帯の住宅基盤の整備や良質な住
宅の確保を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

三世代同居のために住宅を改修する場合に、1棟につき改修費用の５０％（上限３０万円）を助成する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010706020102
三世代住宅建設促進等事業費（親元近居助成） 住宅課

14,000

北区内に、親世帯と近居するために
住宅を取得するファミリー世帯を対
象とする。

取得時の登記費用を助成する。

基本計画２０１５に基づき、世代間共助の住環境推進を図ります。

特になし。

維持・推進

介護・子育て等の共助を促進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010706020600
住まい改修支援事業費 住宅課

20,387

北区内に居住する区民、または居住
する予定の区民等で、住まいを改修
する人。

区内中小事業者を利用して自己所有の住宅の改
修工事を行った場合に、工事費用の２０％（上
限１０万円）を助成する。

子どもの成長に併せた改修や親の介護などによるバリアフリー、耐震化や地球温暖化に配慮した住宅の改修などの
住宅のリフォームについての支援を維持していく。

２３年度から実施している事業だが、今まで利用したことがある区民については、対象外としているが、リフォームを
行い快適な住宅に住み続ける区民への助成を数回行うことも検討する。

維持・推進

区内の住宅の居住性の改善を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

本店登記が区内にある中小事業者に限定していたが、区内の本支店、営業所も対象とする。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010706020700
分譲マンション耐震改修支援費 住宅課

28,085

昭和５６年５月以前に建築に着手し
た分譲マンションの管理組合

①耐震アドバイザー費用の助成
②耐震診断費用の助成
③耐震補強設計費用の助成
④耐震改修工事費用の助成

耐震性能が劣っていると思われる昭和５６年以前に着工されたマンションの耐震化に向け、引き続き支援してい
く。

マンションの耐震改修や建替えには多額の費用が必要であり、耐震化への関心は高まっているものの、費用負担に係る
合意形成については引き続き課題となる。

維持・推進

概ね震度６強の地震に対しても比較的安
全であるとされる昭和５６年の新耐震基
準の建物と同等の耐震性を有するように
する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010706030300
一人ぐらし高齢者アパート管理費 住宅課

358,499

①現に同居する親族のいない満６５
歳以上の単身高齢者で、住宅に困窮
しており、区の借り上げ高齢者住宅
への入居を希望する区民。
②現在、高齢者住宅に入居している
人。

区が民間から建物を借り上げ、入居者を募集
し、低廉な使用料で賃貸し、使用料の徴収、入
居者の対応等の管理を行っている。住宅にワー
デン・ＬＳＡを配置し、入居者の安否の確認や
生活相談等を実施している。

一人暮らし高齢者ｱﾊﾟｰﾄ提供事業については、住宅数の増減がないため、現状維持とする。介護が必要な入居者の状
況を把握し福祉部門との連携による安全・安心な居住を支援していく。

事業を開始して20年以上経過したため、事業当初から入居している方の死亡や施設入所による退去件数が増加してい
る。それに伴い、生活保護受給者や親族のいない者等の空家修繕費用が負担できず、区で負担する額が増加している。
また、平成２９年度から借り上げ期間が順次満了をむかえる住宅について、オーナー、入居者、管理人に対しては、丁
寧な対応が必要となる。

維持・推進

単身の高齢者に対し低廉な家賃で住宅を
提供することで、安心して生活を送れる
ようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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1070604
仮称シルバーピア赤羽北建設費 住宅課

605,779

平成２９年度中に借り上げ契約が満
了する、既存シルバーピア４施設
（７５戸）に居住する６５歳以上の
単身高齢者。

旧北園小学校跡地に区営のシルバーピアを建設
する。同敷地内に、特別養護老人ホーム（保育
所合築）、児童遊園を建設する。２６年度は、
基本設計・実施設計、地盤調査、旧校舎解体工
事等を実施した。27年度は、旧校舎解体工事等
を8月まで実施し、11月中旬から建物の新築工
事に着手した。

平成29年7月竣工につき、事業完了になるため。

旧北園小学校跡地に、新設道路、特別養護老人ホーム（保育所合築）及び児童遊園を併設するため、関係各課との情報
共有、調整を行う必要がある。
現在、借り上げているシルバーピア４棟は、平成２９年度に契約満了となるので、工事の竣工時期は延長できないため
スケジュール管理は厳密に行う。

終了

平成２９年度に工事完了し、既存シル
バーピア４施設（７５戸）の居住者転居
先を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

107060401
仮称区営浮間四丁目アパート用地取得費 住宅課

0

区営赤羽北二丁目アパートの現居住
者

浮間四丁目官舎跡地を取得する。

基本計画２０１５及び「北区公営住宅のストック活用及び長寿命化計画」に基づき実施している区営住宅の建設で
あり、計画通り事業を推進していく。

基本計画２０１５及び「北区公営住宅のストック活用及び長寿命化計画」に基づき実施している区営住宅の建設であ
り、スケジュール管理が重要である。

維持・推進

区営赤羽北二丁目アパートの現居住者の
仮移転先として、整備する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

107060402
仮称区営シルバーピア滝野川三丁目用地取得費 住宅課

0

民間住宅を借り上げて提供している
シルバーピアは、契約期間満了を迎
えるため、各住宅を３期に分けて、
区営シルバーピアを建設する。２番
目のシルバーピアとして、既存シル
バーピア８棟１４３戸に居住する
６５歳以上の単身高齢者。

滝野川三丁目の国有地を取得し、区営シルバー
ピアを建設する。同敷地内に都市計画公園・障
害者グループホームを建設する。

基本計画２０１５及び「北区公営住宅のストック活用及び長寿命化計画」に基づき実施している区営シルバーピア
の建設であり、計画通り事業を推進していく。

地歴調査及び土壌汚染調査を実施し、鉛の汚染が判明しているため、今後詳細調査のうえ、土壌汚染対策工事を解体工
事前までに完了させる必要がある。
現在借上げているシルバーピアのうち、平成３３年から平成３７年に契約期間満了となる８棟１４３戸の居住者の移転
先として建設するため、スケジュール管理が重要である。

維持・推進

平成３２年度に工事完了し、既存シル
バーピア８棟（１４３戸）の居住者転居
先を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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107060404
仮称区営シルバーピア滝野川三丁目建設準備費 住宅課

0

平成３２年度から３７年度に借り上
げ契約が満了する、既存シルバーピ
ア８施設（１４３戸）に居住する
６５歳以上の単身高齢者。

旧国家公務員宿舎跡地に区営のシルバーピアを
建設する。
同敷地内に、公園、グループホームを建設す
る。

基本計画２０１５及び「北区公営住宅のストック活用及び長寿命化計画」に基づき実施している区営シルバーピア
の建設であり、計画通り事業を推進していく。

旧国家公務員宿舎跡地に、公園、グループホームを併設するため、関係各課との情報共有、調整を行う必要がある。
現在、借り上げているシルバーピア８棟は、平成３２年度から順次契約満了となるので、工事の竣工時期は延長できな
いためスケジュール管理は厳密に行う。

維持・推進

平成３２年度に工事完了し、既存シル
バーピア８施設（１４３戸）の居住者転
居先を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010706010600
狭あい道路拡幅整備事業費 建築課

374,552

建築物を建築するときに、幅員4ｍ
未満の道路に面する敷地では、原則
として道路中心から2ｍずつ後退す
るよう建築基準法に定められてい
る。路線として4ｍに拡幅整備され
るまでには、長い期間を要するた
め、隣の敷地、向かいの敷地などの
所有者等に同時に整備できるようお
願いしている。

建替え時等に、建築主や土地の権利者等に協力
を仰ぎ、狭あい道路等の拡幅整備を順次行って
いる。また、拡幅整備にあたり生垣助成を勧め
ることにより、うるおいのあるまちづくりも進
めている。

北区には、整備すべき狭あい道路が両側の長さで628ｋｍあり、建築物の建て替え等の機会をとらえて、確実に事
業の推進をおこなっているが、居住環境整備指導要綱等による自主整備や民間整備を含め、平成29年3月末現在の
後退済みの延長が約95,169ｍ（全体の約15.5％）であり、まだまだ整備を継続する必要がある。（毎年4ｋｍ程
度を目標としている）
道路は平常時において、区民及び車両の通行・採光・通風等のための空間を確保するとともに、災害時の避難や緊
急車両の通行に必要であり、今後も継続すべき事業である。

道路の中心から、お互いが2ｍずつ後退することから公平性が高く、また、後退部分を買収することなく道路の拡幅整備
を行うため、事業としての効率性が高い。加えて、拡幅整備にあたり、隣接地への整備を促すとともに、生垣助成との
連携を行い、うるおいのあるまちづくりを進めてきた。しかしながら、高低差や崖・擁壁があり、実質的な拡幅整備が
できない道路や地権者の同意や協力が得られず、拡幅整備のできない道路もある。今後は、より一層の整備率の向上を
図るための新たな手法を模索するとともに、近年、確認申請時に建築主側が測量等を行う場合が多いことから、誤差等
のトラブルを防ぎ、明確な道路中心を近隣住民に周知するために、後退整備における測量の実施と中心鋲の設置につい
て他区の動向を確認しつつ検討を行う。なお、国費の導入などによる財政上の軽減が課題となる。

維持・推進

平常時における住民・車両の通行や採
光・通風等と災害時における避難や緊急
車両の通行が可能な空間を確保するため
に、建築基準法で定められた道路の 低
幅員4ｍを確保するよう狭あい道路の拡
幅整備を行う。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010706010700
擁壁等安全対策支援事業費 建築課

9,512

地震・集中豪雨・暴風雨等により災
害が発生するおそれがあるがけ・擁
壁等

高さが２ｍ超える（道路に面するものは１．５
ｍ以上）危険な、がけ・擁壁等の改善工事費用
の１/３、かつ４００万円（土砂災害特別警戒区
域内は１/２、かつ６００万円）を助成する。ま
た、土砂災害特別警戒区域内の住宅等の土砂災
害対策工事に必要な経費の１/５、かつ７５万円
を助成する。

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域以外でも危険ながけ・擁壁等は存在しており、改善が必要である。今
後も安全で災害に強いまちづくりのために地震や大雨による土砂災害を防止し、生命を守り、避難路を確保するこ
とは重要である。

本事業の助成利用について相談等はあるものの助成率が低いこともあり、申請者の負担が大きく、申請が伸び悩んでい
る。今後の対応としては、以下の点を検討し執行率を上昇させ、がけ・擁壁に対する安全対策を充実させていく。
①事業のPRの充実
②事前相談があった事例へのきめ細やかな対応

維持・推進

危険ながけ・擁壁等の安全性に対する意
識を所有者、管理者、区民に持ってもら
うとともに安全な状態に改善する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010706010800
木造民間住宅耐震化促進事業費 建築課

168,323

区内にある昭和５６年５月３１日以
前に建築工事に着手した木造２階建
て以下の住宅

耐震診断の結果、耐震性が不十分な住宅に対
し、補強設計、耐震改修及び建替えの費用の一
部を助成する。

　本事業は、地震時における木造住宅の倒壊を防ぎ、区民の安全確保のため、耐震改修等にかかる経費の一部を助
成することにより、木造住宅の耐震化を進めるために必要である。
　平成２９年３月に改定した東京都北区耐震促進計画では、平成32年度に住宅の耐震化率95％を目標としてい
る。平成27年度末時点では79.5％と推測しており、目標達成に向け引き続き普及啓発を行い、事業を継続する必
要がある。

２７年度末の北区の住宅総数は、約１７万８千戸で耐震化率７９．５％、耐震性が不十分な住宅は約３万７千戸ある。
「東京都北区耐震促進計画」の平成３２年度末の目標耐震化率は９５％であり、目標達成に必要な戸数は約２万１千戸
となっている。
しかし、耐震改修や建替え助成件数は一定に推移しているものの、今後耐震化率アップのためには、さらなる普及啓発
を図る必要がある。

維持・推進

耐震性が不十分な木造住宅の耐震性を向
上させることで、地震に対し、安全な住
宅にしていく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010706010900
緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費 建築課

286,195

緊急輸送道路沿道建築物のうち、昭
和５６年５月３１日以前に建築さ
れ、前面道路幅員の半分の高さを超
える建築物

①緊急輸送道路沿道建築物に対し、耐震診断
費・補強設計費（限度額200万円）、耐震改修
工事費（限度額3000万円）を助成。②特定緊
急輸送道路沿道建築物に対しては、耐震診断の
義務化及びより手厚く（耐震診断は原則本人負
担なし、耐震補強設計・改修工事は 大限5/6
の助成額）助成する。

　本事業は、大規模な首都直下地震が発生した際に、救急救命活動や復旧・復興に重要な役割を果たす幹線道路の
閉塞を防ぐため、「緊急輸送道路」に指定し、沿道建築物の耐震改修工事費等の費用の一部助成を行なっている。
しかし、特定緊急輸送道路沿道建築物では、耐震診断はおおむね終了しているが、耐震改修工事を行うものはまだ
少なく、引き続き耐震化促進に向けた一層の取り組みが必要である。

特定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震診断の義務化により概ね完了している。しかしながら耐震診断を実施し
てもその後の所有者が耐震改修等に係る費用負担の問題もあり、耐震改修に至らない場合が想定される。建築物の所有
者を耐震診断から耐震改修へつなげる方法を検討する必要がある。なお、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に
係る補助金の適用期間は、平成３０年度末までに補強設計に着手するものである。

維持・推進

区は北区耐震改修促進計画を策定し、そ
の中で緊急輸送道路沿道建築物等の耐震
化を重要課題として位置づけてあり、特
定緊急輸送道路沿道建築物は平成３１年
度末までに９０％を目指す。　　　

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010706011200
空家等実態把握調査費 建築課

0

区内にある空家等 空家等判断基準に基づき外観目視調査により空
家等の判断をする。空家等と判断したものは、
詳細調査にて老朽・危険度判定基準に照らして
ランク付けを行う。

適切に管理がなされず放置され、地域住民の生活環境等に悪影響を及ぼしている空家等が数多く存在することが分
かった。今後、さらに空き家の数が増加すると推測されるところであり、空き家の問題が一層深刻化すると懸念さ
れている。
今回の調査で把握した老朽・危険家屋、今後管理不全により新たに老朽化が進むと思われる家屋等含め、空家等の
把握に努めるとともに、所有者等に対し行政指導などの対応を行っていく必要がある。

平成29年3月末現在、空家等実態調査により空家等と推定された棟数は1,278棟、このうち老朽・危険度の判定で一番
重度のDランク(倒壊などの危険性の高いもの）が17棟あった。これらについて、区が現時点で確知できていない物件を
中心に、所有者等に是正に向けた助言・指導を早急に進める必要がある。また、今回整備した空家等のデーターベース
について、どのような形で更新し台帳を管理していくのか、検討する必要がある。

維持・推進

区内の空家等の実態を把握し、データ
ベースの整備（空き家台帳の作成）を行
うことで、今後の空家等の措置や対策の
基礎資料とする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010705010700
十条駅西口市街地再開発促進事業費 十条まちづくり担当課

465,368

十条駅西口地区市街地再開発事業を
検討する上十条二丁目25～29番地
の関係権利者。

十条駅西口地区市街地再開発準備組合の活動を
支援し、平成28年11月に都市再開発法に定め
る組合設立同意等の申請要件を充足した為、同
年12月に準備組合理事（組合設立発起人）から
区を経由して認可権者の東京都へ組合設立の認
可申請書を提出した。

平成２９年５月に十条駅西口地区市街地再開発組合の設立が認可された。今後は具体的な施設計画、管理運営等の
検討を組織的に行い、権利変換計画及び実施設計が円滑に進捗するよう本組合を支援する。

平成１９年８月に地権者による十条駅西口地区市街地再開発準備組合が設立され、その後、平成２０年度通常総会で事
業協力者が決定され、当地区の事業計画案を検討した。しかし、まだ再開発事業に対して不安を感じている地権者も３
割近くいるため、今後は事業効果を十分に説明しながら、事業に対する理解を求めていく必要がある。
また、平成２４年１０月の都市計画決定後、再開発組合の設立認可申請を平成２８年度１２月に行い、平成２９年５月
に再開発組合の設立が認可された。今後は、権利変換計画及び実施設計を円滑に進められるよう本組合を支援してい
く。　　　

維持・推進

組合施行の市街地再開発事業に対する関
係権利者への不安を解消し、事業の理解
を深め、事業実施に向けた合意形成を図
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

手段として、平成２９年５月再開発組合の設立認可を受け、権利変換計画及び実施設計が円滑に進捗するよう本組合の活動を支援する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705010810
十条駅付近立体交差化事務費 十条まちづくり担当課

32,849

ＪＲ埼京線十条駅付近約１．５キロ
メートル区間（原町踏切～北仲原踏
切）及び鉄道沿線東側（上十条１・
２丁目、中十条２・３丁目）の区域

東京都は、ＪＲ埼京線十条駅付近の連続立体交
差化計画の都市計画手続きを進めることによ
り、早期事業着手を図る。区は、関連する道路
計画（鉄道付属街路（側道））について、都と
連携して都市計画手続きを進め、都市計画決定
した後、事業に着手し、道路を整備する。

　今後は、東京都と連携を図りながら、鉄道の連続立体交差事業の着手に向けて、関連する道路計画（鉄道付属街
路（側道））の事業着手に必要な測量や都市計画手続き等の作業を実施するため、段階に応じて事業費を増額する
必要がある。合わせて、事業完了までの期間、東京都、ＪＲ東日本、北区による立体交差化事業の事業費負担と、
北区による駅周辺のまちづくり事業実施を、継続して推進することが必要である。

十条駅付近沿線まちづくり基本計画（平成２７年１月策定）に基づき、連続立体交差事業の早期事業化に向け、関連す
る道路計画（鉄道付属街路（側道））の都市計画手続きを着実に進める必要がある。

拡充

道路と鉄道の立体交差化により、原町踏
切～北仲原踏切間の６か所の踏切を除却
するとともに、鉄道沿線東側に鉄道付属
街路（側道）を整備

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705010900
密集住宅市街地整備促進事業費（総括表） 十条まちづくり担当課

各地区シート参照　　 各地区シート参照

各地区シート参照

各地区シート参照

道路、公園等の整備や建物の不燃化を促
進することにより、大規模な地震等で建
物が倒壊及び出火する危険性が高い木造
住宅密集地域の安全性を向上させる。あ
わせて、地域住民の防災意識の向上を図
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010705010905
密集住宅市街地整備促進事業費（十条北地区） 十条まちづくり担当課

64,888

上十条五丁目、十条仲原三、四丁目
の土地・建物所有者及び居住者。

十条地区まちづくり全体協議会や個別住民対応
などにより、地域住民とまちづくりの方向性な
どについて話し合う。また主要生活道路の整備
については、道路測量説明会等により、具体的
な整備に向け、合意形成を図る。

本地区密集事業は、防災まちづくりの意識が高い上十条五丁目町会を含んではいるが、主要生活道路の整備につい
ては、住民の理解と協力が不可欠である。今後も、まちづくり協議会や個別交渉の場において事業の周知や説明を
行うとともに、関係権利者の合意形成や意向把握を進める。

狭い道路が多く、老朽住宅の割合も高い木造住宅密集地域で、北側の崖線（15ｍ程度の高低差）や整備時期未定の補助
７３号線などの課題があり、特に地区公共施設として主要生活道路の整備を実施するためには、沿道住民の理解と協力
がより重要である。

維持・推進

道路、公園等の整備や建物の不燃化を促
進することにより、大規模な地震等で建
物が倒壊及び出火する危険性が高い木造
住宅密集地域の安全性を向上させる。あ
わせて、地域住民の防災意識の向上を図
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705010906
密集住宅市街地整備促進事業費（十条駅西地区） 十条まちづくり担当課

26,596

上十条二丁目、十条仲原一・二丁目
（十条駅西地区）における地区内の
土地・建物所有者及び居住者。

十条地区まちづくり全体協議会や個別住民対応
により、まちづくりの方向性等に関する話し合
いを通じた協働のまちづくり。平成３２年度末
までに不燃領域率70％の達成を目標に、東京都
の不燃化特区制度を活用した建替え支援策を充
実するとともに、主要生活道路等の整備を推進
し、併せて生活再建策等について地区内権利者
の相談対応を現地にて行うための都区共同相談
窓口を運営する。

十条駅周辺地区（旧十条駅西地区）不燃化特区整備プログラムに基づき、区は密集事業及び特区制度を活用し、平
成32年度までに集中的・重点的に、地区の不燃化推進を図る。

 区は、不燃化特区制度の支援策を更に有効活用するため、東京都による支援策の拡充に併せて、地域特性を鑑みながら
北区の補助要綱を随時制定・改正を行う必要がある。

 また、東京都は、特定整備路線（補助７３号線の一部）について、平成27年2月に国からの事業認可を得て、用地測量
を実施し、平成28年3月に道路区域編入を行った。北区は、特定整備路線の整備に併せ、東京都と連携し、平成28年
10月に地区計画の決定及び関連する都市計画の変更、更に11月に不燃化促進事業等導入を行った。今後北区は、地区
幹線道路や主要生活道路の整備を地域住民の理解を得ながら進める。

維持・推進

道路、公園等の整備や建物の不燃化を促
進することにより、大規模な地震等で建
物が倒壊及び延焼する危険性が高い木造
住宅密集地域の安全性を向上させる。あ
わせて、住民の防災意識を高める。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010705010912
密集住宅市街地整備促進事業費（十条駅東地区） 十条まちづくり担当課

226,652

上十条一丁目、中十条一丁目の85
号線以北及び中十条二・三丁目地区
内における土地・建物所有者及び居
住者。

十条地区まちづくり全体協議会等の場を活用
し、まちづくりの進め方や方向性等について話
し合い、主要生活道路や公園の整備について地
権者の理解と協力を得ながら用地取得及び整備
を進める。

住民の理解と協力が不可欠な事業であり、引き続き、まちづくり協議会や個別交渉の場における事業周知や丁寧な
説明により、関係権利者の合意形成、意向把握を進める。
整備効果の高い主要生活道路２号・３号の道路拡幅及び沿道広場整備を優先的に進めるとともに、不燃化特区事業
など他事業の推進と一体的に不燃化を図っていく。

・主要生活道路の拡幅について、特に２号線（中区間）は進捗しているが、それ以外の路線の進捗率は低い。３号線に
ついては、特に高齢者が多く、事業そのものに理解はあるが、事業協力による引っ越し作業等ができないなど様々な要
因に起因し、思うように事業進捗していない。
・当地区については、実施中の補助83号線拡幅整備事業やその沿道の不燃化を図る都市防災不燃化促進事業をはじめ、
今後は補助85号線拡幅整備事業、十条駅付近連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業など多くの都市計画事業が予定さ
れているほか、平成29年度より導入した不燃化特区事業など、当該地区は大きく動き出す転換期を迎えており、それら
事業の進捗を把握しながら、地区内の不燃領域率等の指標を算定していく必要がある。

維持・推進

道路、公園等の整備や建物の不燃化を促
進することにより、大規模な地震等で建
物が倒壊及び出火する危険性が高い木造
住宅密集地域の安全性を向上させる。あ
わせて、住民の防災意識を高める。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

・平成28年度末までの重点整備地区（事業地区）は上十条一丁目、中十条一丁目の85号線以北及び中十条二丁目全域であったが、平成29年度より
上十条一丁目、中十条二・三丁目の全域と中十条一丁目5番～29番、岸町二丁目3～11番にまで拡大し、事業を実施していくことになった。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705011000
不燃化推進特定整備事業費（十条駅周辺地区） 十条まちづくり担当課

211,083

上十条二丁目、十条仲原一・二丁目
（十条駅西地区）における地区内の
土地・建物所有者及び居住者。

東京都の不燃化特区制度を活用した建替え支援
策を充実し、生活再建策等について地区内権利
者の相談対応を現地にて行うための都区共同相
談窓口を設置する。

十条駅周辺地区（旧十条駅西地区）不燃化特区整備プログラムに基づき、区は特区制度を活用し、平成32年度まで
に集中的・重点的に、地区の不燃化推進を図る。

東京都は、平成27年2月に特定整備路線（補助73号線の一部）の事業認可を国から受け、用地取得を進めていく。併せ
て区は、本事業期間（平成32年度末まで）に地区幹線道路や主要生活道路の整備を進める必要があり、地域住民の理解
を得ながら道路の線形決定にはじまり用地買収まで進める必要がある。特に地区幹線道路の整備については、整備プロ
グラムにおいてコア事業として位置付けられているため、用地買収に先行して道路法上の道路に位置付けるなど、事業
担保を確保することが課題となる。

維持・推進

道路、公園等の整備や建物の不燃化を促
進することにより、大規模な地震等で建
物が倒壊及び延焼する危険性が高い木造
住宅密集地域の安全性を向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年度より、十条駅東側（上十条一丁目、中十条二・三丁目全域、中十条一丁目5～29番及び岸町二丁目3～11番）を加え、十条駅周辺地区とし
て範囲を拡大し事業を展開している。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010705011100
補助８３号線コーディネート業務 十条まちづくり担当課

5,000

補助８３号線（中十条三丁目地内）
沿道から概ね３０ｍの街区

街路事業の事業主体である東京都が担う「道路
整備と一体的に進める沿道まちづくり」につい
て、都・区間の協定に基づき、区が都から業務
を受託する。

東京都からの受託事業であるため、補助83号線の事業進捗に合わせて業務を継続する。

補助83号線Ⅰ期区間（中十条一丁目～中十条三丁目、延長約６４０ｍ）は、共同化には至らなかったが、用地取得がお
おむね順調に進展しており、平成２６年度に都・区間の協議により当該業務の対象区域から除外した。同Ⅱ期区間（中
十条三丁目、延長約４１０ｍ）は、平成２７年３月に事業着手しており、引き続き沿道一体整備に取り組んでいるが、
東十条北口周辺での共同化検討では、合意形成に難航している。

維持・推進

補助８３号線における沿道一体整備を推
進する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705011900
十条地区まちづくり対策事務費（まちづくり基本構
想修正）

十条まちづくり担当課

459

十条地区のまちづくりの課題（木造
住宅の密集による震災時の危険、十
条駅周辺の「にぎわいの拠点」形
成、埼京線による地域の分断、幹線
道路の未整備）を改善にするに必要
な施策（手法・事業）

「十条地区まちづくり基本構想」の策定（修
正）により、エリア毎に展開すべきまちづくり
手法・事業を具体的に示す

十条地区まちづくり基本構想修正業務は平成28年度を以て終了。平成29年度は、内部管理事務費のみを計上して
いる。

十条地区まちづくり基本構想の修正業務は、平成24年3月に改定を行った後の加筆修正を、平成27・28年度の２箇年
で実施する。本構想策定は、ＪＲ埼京線十条駅付近連続立体交差化の早期実現などを主な目的としており、当該事業の
事業化・完成に向けて区と十条地区の区民との共通認識を維持するため、引き続き改定・修正が必要である。

縮減

区と十条地区の区民が、十条地区の「ま
ち」の将来像や、それを実現する方法に
ついて共通認識を持つ

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705011400
王子駅周辺まちづくりグランドデザイン策定費 王子まちづくり担当課

25,000

主に王子駅東側を中心とした駅周辺
の約70haの区域

学識経験者、東京都、関係事業者、地元関係諸
団体代表等を構成メンバーとする「王子駅周辺
まちづくりグランドデザイン策定検討会」を設
置し、検討会で議論する。

　「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン」は平成29年度中に策定されるため、本事業は終了となる。
　なお、今後はグランドデザインに掲げるまちの将来像を実現するための具体的なまちづくりの事業手法を定めた
「（仮称）王子駅前整備計画」の検討に着手する。

「東京の北の拠点」として整備していくにあたり、駅周辺の再整備や道路ネットワークの形成、飛鳥山公園へのアクセ
スの改善、石神井川の治水対策、堀船・栄町地区の防災まちづくりなど、関係機関・事業者等が複数存在する中で、全
体の合意形成を図りながら策定作業を進めていく必要がある。

終了

王子駅周辺の機能向上やまちづくりの実
現を目的に、交通ネットワークなどのあ
り方や将来あるべき姿を明確にし、新た
なにぎわいの拠点を目指す王子駅周辺の
まちづくりの指針を策定する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010702030100
幹線区道新設・拡幅整備事業費 土木政策課

595,425

現在、交通容量が飽和状態にある道
路。
近隣開発等により交通量増大が予測
され、交通容量が不足する道路。
道路の通行に際して危険がある道
路。

交通容量の拡大と安全施設の整備。
道路用地を取得し、道路を新設・拡幅整備す
る。

　都市計画道路による交通ネットワークを補い、歩行者の安全と車両交通の円滑化を図る幹線区道の整備を積極的
に事業推進する。
　本事業は、用地買収に伴い事業費が増減する。
　
　

　コミュニティ道路の整備では、ワークショップを積極的に行っている。今後は統計・数理的手法や利用動向調査など
のマーケティング手法、区道に対する整備効果を把握する手法構築などに取り組んでいく必要がある。

維持・推進

道路整備により、現在交通量・将来交通
量にあわせた交通容量を確保する。
道路整備により、安全に通行ができるよ
うにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

周辺整備などまちづくりに関する事業や、長年懸案となっていた交通安全対策事業など。この中で地域合意がされたものや関連事業の進捗によるも
のについて順次計画し事業を行っている。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702030200
駅周辺バリアフリー化整備事業費 土木政策課

49,500

各駅交通バリアフリー基本構想で位
置づけた特定径路の歩道通行者

車道と歩道との段差を解消する歩道のセミフ
ラット化

　長高齢社会を迎える中、高齢者や障害者等の自立した日常生活及び社会活動を確保する重要性がますます高まっ
ている。
　板橋駅周辺バリアフリー化は、駅舎の改築計画との整合を図りながら事業を推進し、社会的課題に取り組む。
　平成３０年度は、板橋駅前広場と滝野川さくら通り（2/3）期目を実施する。

　ＪＲ板橋駅舎の改築工事との調整が必要である。
駅周辺のバリアフリー化に併せて、駅周辺の放置自転車対策など一体的な整備が必要となっている。

維持・推進

道路内のバリアを解消し安全で快適に移
動できる歩道空間にする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702030301
補助１８１号線街路新設費 土木政策課

599

都市計画道路補助181号線利用者
当該事業周辺の住民及び地域環境

延長79.5ｍ、計画幅員12ｍの都市計画道路用
地を買収し、道路を築造する。昭和63年6月に
都市計画事業の認可を受け首都高速道路公団に
委託して事業を進めていたが、平成18年度以降
は北区の直接施行による。

　本路線の事業は、首都高王子線建設に伴う関連街路として、旧首都高速道路公団へ委託していたが、事業の進展
が図れないため、平成１８年度から北区が事業を引き継ぎ、直接施行することになった。
　一部の権利者との交渉が非常に難航している状況のもと、平成２８年度に、土地収用制度を活用した用地買収を
行っていく方針を打ち立てた。
　平成２９年度より、具体的な土地収用に向けて実務を行っていく予定だが、任意買収ができない状況でもあり、
やむを得ないものと判断する。

　これまで、首都高速道路株式会社に事業を委託していたが、事業の進展が図られないため、平成18年度から北区が事
業を引継ぎ、直接施行することとした。用地交渉の再開に向けて、地権者と境界確定等の話し合いを実施してきたが、
進展を図ることはできなかった。

維持・推進

安全な交通の確保や周辺地域の防災性の
向上を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

用地交渉が停滞している状況を打破するため、当該地権者に対し、土地収用制度を活用した用地取得を行っていく。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010702030302
補助８７号線街路新設費 土木政策課

29,076

周辺住民及び当該街路を使用する車
両・歩行者等

延長74ｍ、幅員18ｍに係る計画線内の用地
1401.79㎡を買収し、道路として整備する。

　用地買収および警察との道路線形協議が完了した。
　今後は、東京都、板橋区、企業者との事業調整を行いながら、電線共同溝と道路の詳細設計を完了させ、企業者
の支障移設工事を実施する予定。　
　平成３０年度においては、用地費で土地開発公社から区への買戻しがあるため事業費増となる。都市計画道路の
早期実現を目指す。

　平成8年に事業認可を取得し事業を進めているが、北区と地権者とで都市計画線に対する認識の違いがあり地権者交渉
が難航していたが、地権者の概ねの理解が得られ用地取得が進んだ。平成28年度に北区土地開発公社での用地取得が全
区域完了し、道路線形を伴う警察協議も完了した。（実質的な用地買収は完了し、北区での買戻しを残すのみとなっ
た。）
　今後は、道路整備に向け、電線共同溝と道路の詳細設計を実施していく。また、それに伴う、企業者、東京都、板橋
区との調整が必要となっている。

維持・推進

当該街路周辺の交通を円滑化し、道路沿
道の建て替えにより木造住宅密集地域の
防災性を向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702030303
区画街路3号線街路新設費 土木政策課

168,341

当該事業周辺の住民及び地域環境 延長320ｍ、計画幅員15ｍの都市計画道路用
地を買収し、道路を築造する。

　交通ネットワーク改善のため、都市計画道路である本路線の事業認可を平成25年度に取得し、地権者交渉を行い
用地買収を継続的に行っている。
　用地買収に伴う事業費は、公社からの買戻しではあるが、年度により増減する。また、東京都施行の補助８６号
線との交差区域については、東京都との覚書の締結により用地取得を推進する。

　東京都が補助８６号線の事業認可を取得したため、区画街路３号線との交差部まで事業認可区間を延伸する。交差点
付近の用地交渉等の役割分担を東京都と協議し決定する必要がある。
用地買収に関係する地権者数が多く、事業に相当な時間がかかることが予想される。

維持・推進

安全な交通の確保や周辺地域の住環境の
向上を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702040100
橋梁等防災対策費 土木政策課

94,290

当該橋梁を利用する歩行者及び車
両。

北区が管理している３５橋梁のうち、平成７年
度から実施した橋梁健全度調査の結果、２２橋
に落橋防止装置を設置する必要があることと判
断し、計画的に本事業を実施していく。また、
橋脚の耐震補強を実施する。併せて、計画的に
橋梁健全度調査を継続的に実施する。

　防災対策事業として、計画通り橋梁の点検・補修設計業務を進めていくが、橋梁の規模により事業経費の増減が
発生する。
　橋梁健全度調査は、道路法の改正に伴い、５年に一度の点検義務が生じたため、継続して調査を実施することで
橋梁の現状把握に努め、適正な維持（安全）管理を行っていく。

　落橋防止工事は、計画数量を完了した。今後、健全度調査を実施し適正な管理を行う。また、北区の場合、JR線路敷
にかかる跨線橋が多く、JRとの協議には時間を要するため、点検数には増減が発生する。
　道路法の改正（平成２６年７月１日）に伴い、５年に一度の点検が必要となったため、適宜、点検計画の見直し（年
度毎の点検橋梁の組直し作業）が必要となっている。

維持・推進

区が管理する橋梁を震災時に橋が落ちな
いように落橋防止装置の設置及び橋脚補
強をすることで安全で災害に強いまちに
する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010702040200
橋梁維持補修工事費 土木政策課

1,921

当該道路を利用する車両、歩行者及
び周辺住民

経年による鋼橋等の老朽化を防止するため、橋
梁の塗装・補修工事を実施する。

　橋梁の維持補修費は建設年度や橋梁形式や規模等により、事業費の増減が生じる。そこで、長寿命化計画に基づ
く、予算の平準化を考慮し、、効率的で効果的な事業展開を図っていく。事業費については、ＪＲ委託施工の案件
もあると仮定し増額とする。

　鉄道線路をまたぐ橋（跨線橋）の塗装・補修工事の場合は、ＪＲに委託して施工する必要がある。そのため、実際の
施行に際しては、ＪＲの施行体制が整わなければ工事が進展しない。

維持・推進

橋梁（鋼橋）を塗装することで、橋の延
命及び地震時の被害を 小限に止め、安
全な道路施設として延命を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702100100
橋梁架替整備事業費 土木政策課

241,026

当該橋梁を利用している車両、歩行
者等。

橋梁健全度調査結果を基に、老朽化が進んで橋
梁の架替整備を行う。

　利用者等の安全を確保するため、老朽化した橋梁の早期架替を推進する。
十条跨線橋については、「十条跨線橋架替等に伴う鉄道施設への影響検討調査（その２）」の詳細調査（債務負担
を継続）を実施し、駅前広場の計画を立案する予定。

十条跨線橋：　ＪＲ軌道敷地内の工事となるため、ＪＲとの施行協議等を進め、早急に事業の
　　　　　　　　　基本協定を締結する必要がある。
新田橋　　　：　足立区と連携し、警察協議、東京都建設局河川部、交通局、企業者との協議を
　　　　　　　　 　完了させる必要がある。（河川協議は、ほぼ完了だが、文書の手続きを残している。）
新柳橋　　　：　護岸の改修工事に合わせ、東京都と協議を進め、次年度詳細設計より協定を締結し、
　　　　　　　　 　負担金により事業を推進する。費用負担割合が今後の課題でもある。

維持・推進

安全な交通を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010703010802
集中豪雨等対策費（土木政策課） 土木政策課

32,670

100ｍｍ/ｈ以上の集中豪雨によ
り、浸水被害が発生している地区
で、雨水流出抑制施設が未設置の
１２の公共施設

雨水を一時貯留するための地下貯留槽などの整
備

　都市型水害に伴う、集中豪雨対策として、公園や学校等に雨水貯留施設を設置しているが、引き続き、継続して
内水氾濫など水害被害の軽減を目指す。
　平成３０年度は、滝野川第二小学校の工事を実施することで事業費は現状維持となる。

　既設の区有施設の雨水流出抑制施設を整備するため、施設管理者との協議及び工事に時間を要すると思われる。

維持・推進

集中豪雨時に下水道や河川への雨水流出
を軽減する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010704020100
公園等整備費 土木政策課

313,392

公園利用を目的とする住民
公園予定地及び周辺地域

公園整備の設計段階から住民参加によるワーク
ショップを行い、住民要望及び社会ニーズに適
合した公園を整備する。

　公園の新設及び整備計画に基づき、事業を進めていく。住民参加のもと地域の意向を十分に反映させた事業であ
るが、事業課題にも明記してある「魅力ある公園づくり」を推進するため、総合的な整備計画（街区公園
（0.25ha）レベルの公園における整備方針、公園ワークショップの実施基準）を策定するとともに、主要な公園
（近隣公園（２ha）以上）の再生整備計画を策定する予定である。
　平成３０年度は、大規模の用地取得がないため減額となる。

　住民参加の公園づくり（ＷＳ）が定着し、地域の皆様の意見を取り入れた公園整備が実現しているなか、一方では、
画一的な公園が増えており、「魅力ある公園づくり」を推進することが急務となっている。
　また、「まちなかのお花畑事業」よる公園再整備において、末永く地域に愛される公園であるために、住民による自
主管理を含めた長期的な維持管理を見据えた公園づくりの実現が検討課題となっている。

維持・推進

公園利用者が安全で安心して利用できる
公園を整備する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702010300
道路台帳整備費 施設管理課

53,959

北区が所管する認定道路（区道）、
認定外道路（認定外道路、区管理通
路、公共溝渠等）を管理するため
に、昭和４０年代に作成した道路台
帳。

道路台帳の整備、補正を行い、求積図、道路敷
地構成図、地下埋設物平面図、道路台帳調書を
作成、デジタルマップ化する。

道路を管理していく上での基礎情報である道路台帳を毎年正確に補正する事は、道路管理上基礎的なことである。
ＧＩＳ上での活用も進めていくために、全地域の道路台帳整備を推進していく。

東日本大震災の影響により、北区においても基準点の移動が確認された。道路台帳に関しては旧基準点座標で取り扱
い、事業の進捗に遅れは発生していない。
しかし、基準点改正データに伴い、新データへの変換する必要がある。
システム内のデータの座標変換は完了したが、新旧座標値に一部不整合の箇所がある。
今後は測地成果２０００と測地成果２０１１の二つを管理する必要がある。

維持・推進

地図・図面の情報を座標値・調書等を電
子化し、道路管理及び情報提供に耐えう
るものとする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010702010500
放置自転車対策事業費 施設管理課

・駅まで自転車で通勤・通学する人
・駅周辺に自転車を放置する人

・放置自転車整理（禁止）区域の指定。
・駅周辺に自転車整理員及び誘導員（赤羽駅）
を配置し整理・誘導・案内を行う。
・放置自転車の撤去、保管・返還、処分。
・指定自転車置場および移送場所の維持管理。
・民営自転車駐車場の助成を行う等。

放置自転車が も多い赤羽駅周辺及び王子駅周辺は、重点的に撤去を強化しているが、併せて駐輪場の増設を進め
ていく。また、28年度からは土日撤去を月4回に増強するとともにコールセンターの効果的な運用を図っていく。
放置自転車対策には区民をはじめ議会や関係団体等からの要望が多いため、今後も自転車駐車場への誘導・啓発及
び撤去作業の強化を進めていく。

毎年実施している東京都放置自転車一斉調査において、赤羽駅と王子駅は上位にランクされており慢性的な駐輪場不足
であるため、放置自転車撤去の強化とあわせ駐輪場整備が急がれている。区内各駅の放置自転車の放置率は、撤去作業
や啓発等の効果もあり減少傾向にあるが、午後の買い物時間帯や休日の放置自転車が課題となっている。今後は、コイ
ン式自転車駐車場の２時間無料化を推進するとともに、放置自転車の土日撤去の強化及びコールセンターの効率的な運
用を図り放置自転車減少に向けて積極的に取り組んでいく。

維持・推進

・駐輪場及び指定自転車置場を利用し駅
周辺の放置自転車をなくす。
・撤去することで自転車利用者に放置に
対する問題意識を認識してもらう。
・放置自転車の解消を図り交通障害をな
くす。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

放置自転車対策の強化を図るため、２８年度より土日の撤去を月２回から月４回に増やす。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702010800
交通安全対策事業費（総括） 施設管理課

枝番シート参照 枝番シート参照

枝番シート参照

枝番シート参照

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702010801
交通安全対策事業費（啓発事業） 施設管理課

15,100

・歩行者（子供から高齢者）
・運転手（自動車・自動二輪(原付
含む)・自転車）

・交通安全計画(５カ年)の策定
・交通安全実施計画・交通安全運動実施要領の
作成
・交通対策本部及び交通安全協議会の開催
・春・秋の交通安全運動及び各種キャンペーン
の実施
・交通安全教育の促進

　区内の交通事故発生件数は減少傾向にあるものの、交通安全を推進するための啓発事業は必要なものであり、警
察、区民との連携により継続して実施していく必要がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

啓発活動全般に、他のイベント等と合わせて実施することが多い。
対象者や参加者数を増やすためには、交通安全教育の開催について定例的に実施し、安全教育そのものの認知度をあげ
るなど、開催方法を工夫していく必要がある。

維持・推進

歩行者や運転手が、交通ルールやマナー
を守ることで、交通事故を無くす。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010702010802
交通安全対策事業費（補助事業） 施設管理課

3,246

区内交通安全協会（滝野川・王子・
赤羽）

交通安全協会への事業運営補助

　交通安全協会は、講習会等の安全教育、広報車等による広報活動、各種行事の実施など、幅広い交通安全活動を
行っている。区内の交通事故発生件数は減少傾向にあるものの、交通安全を推進するため、今後も、区、警察、交
通安全協会等の関係機関が連携して取り組むことが必要である。

　交通事故発生件数及び死傷者数は年々減少傾向にある。交通安全協会への運営補助金の交付効果であるとは判断しづ
らいが、地域に密着し日常行っている交通安全啓発活動（交通安全教室・街頭キャンペーン等）が交通事故を防止する
には重要なことであり、交通安全協会の協力が不可欠である。また、交通事故を急激に減少させることは難しいことで
はあるが、交通事故をなくしていくには、長期的に継続して取り組んでいく必要がある。

維持・推進

交通安全協会の活動を活発化する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702011000
自転車駐車場整備費 施設管理課

・駅まで通勤通学する自転車利用者
（定期利用者）
・駅または周辺に用事がある自転車
利用者人（当日利用者）

・駅周辺の土地を確保して有料制自転車駐車場
を設置または増設する。
・駅周辺の道路および土地を確保して指定自転
車置場を設置する。

赤羽駅周辺等での放置自転車対策には撤去活動の強化のほか、駐輪場整備も重要である。駅周辺に適地を見出すこ
とは難しいが、今後も自転車駐車場の整備に努めていく。２９年度には、新たに自転車駐車場を整備する予定であ
るため、事業費は増となる。

赤羽駅・王子駅は放置自転車都内ワースト上位にあるため駐輪場整備が重要課題である。28年度は赤羽駅東口周辺駐輪
場整備の実施設計を行う。駒込・上中里（JR）、赤羽岩淵・志茂（南北線）などは、暫定的な指定自転車置場のみで、
駅周辺での適地確保は容易ではなく、計画的な整備が困難な状況である。既存自転車駐車場の設備老巧化に伴い不具合
が所々生じ始めており、計画的に改修を行う必要がある。

拡充

・自転車駐車場や指定自転車置場を自転
車利用者が利用することにより駅周辺の
放置自転車を無くす。
・施設を開設または増設することによ
り、利用者が駐輪場を利用しやすくな
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

耐震改修工事に伴う施設の再整備を１か所行う。また、赤羽駅東口周辺自転車駐車場の実施設計を行う。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010705011300
地域公共交通推進費 施設管理課

公共交通が不足しており、交通利便
性の向上が必要とされる地域の区
民。
北区の魅力ある場所、商店、企業な
どへの来訪者。

移動困難者の移動促進や来街者の利便性の向上
を図るため、公共交通が不足している地区に、
民間事業者とも連携しながら交通手段の確保に
向けた取組みを行う。

　コミュニティバスは平成20年度よりモデル運行を開始し、平成22年度より本運行へ移行した。平成27年度終了
時点で車両は8年間使用し、総走行距離も考慮して平成28年度に運行事業者により車両入替えを行った。今後も安
定的な運行を確保していく。
　また、既存の路線のあり方については、継続して見直しを進める。
　なお、民間バス路線の実証運行が終了したため、平成29年度の事業費は減額となる見込みである。

コミュニティバスについては、平成２７年度の利用者数が前年度に引き続き５９万人を超えているが、今後は既存路線
の見直し等を検討する。
浮間地区において運行支援する民間バス路線については、平成28年７月をもって運行支援を終了する。

維持・推進

誰もが安心して移動できるまちを形成
し、区民が気軽に外出し、来街者が目的
地に円滑に移動できる状態にする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

浮間地区において運行支援する民間バス路線については、増回や病院への経由により改善を図ったが、概ね８５％が「東京都シルバーパス」による
乗車割合でもあり、収支の改善が見られなかったことから、平成２８年７月をもって運行支援を終了する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

90 ページ 平成29年度 事務事業評価



※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010702020100
道路維持工事費 道路公園課

835,991

耐用年数を過ぎて破損の著しい舗装
の修繕や排水不良箇所等の補修工事
を行い、安全で快適なうるおいのあ
るまちづくりを目的とする。

道路の機能を保持し、安全で円滑な交通を確保
するための維持管理事業で、路面損傷箇所と凸
凹箇所の舗装打替工事及び排水不良箇所等の補
修工事を行う。

沿道住民等の陳情を取り入れ実施している事業である。住民の日常生活等に密着した事業であり、今後も住民及び
議会要望に適切な対応を図るため現状維持とする。

緊急維持工事等の小規模工事では道路調整会議での調整が行われないため、工事完了後、宅地への供給工事等により道
路を掘り返されるケースがある。
区内の所轄警察署を中心に小学校、老人ホーム等の関係者や区職員が地域内の交通安全総合点検を定期的に実施し、学
校関係者や地域からの要望に対して交通安全施設の整備を実施しているが、交通事故防止の為にも、より一層充実を図
る必要がある。

維持・推進

道路機能を良好に保持する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702020200
街路樹、駅前広場管理費 道路公園課

271,449

歩行者及び施設の周辺に居住する区
民。

駅前噴水の電気設備保守点検及び噴水地清掃を
定期的に行う。街路樹は、交通障害等による高
木等の手入れ剪定・刈り込み・除草・清掃・害
虫駆除等を行う。　

適切な維持管理をするには、 低限、現状維持が必要である。
街路景観については、予算の範囲内で、良好な状態に務めるため、現状維持とする。しかし、住民及び議会からの
要望対応については、配慮する。

街路樹と街路灯（監視カメラ等を含む）との競合現象を起こさない様に、設計段階から設置個所等について十分検討す
る必要がある。

維持・推進

駅前広場及び街路樹の適切な維持管理を
することにより、街路景観を良好な状態
にする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702020300
道路清掃及び洗浄委託費 道路公園課

64,997

当該道路を利用する車両、歩行者及
び周辺住民。

維持管理事業で、道路清掃、透水性舗装洗浄、
カラー舗装洗浄などを行い、道路の機能を保持
し、安全で円滑な交通を確保していく。

適切な維持管理をするには、 低限、現状維持が必要である。
道路管理者として、道路施設の維持管理を適切に行い、環境の保全、陳情に対応するため、現状維持とする。

街路樹の落葉時期には清掃回数を増やして対応しているが、天候の予想がつかず対応が難しい路線がある。柔軟に対応
をする必要性がある。街路樹の路線では、落葉時期や台風後にパトロールを強化し、より効率的に清掃作業を実施する
必要がある。

維持・推進

区道の美化衛生と環境保全を図る。
舗装の透水機能の回復を図る。　

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010702020400
道路維持用原材料費 道路公園課

8,099

当該道路を利用する車両、歩行者及
び周辺住民。

道路の維持管理のため直営作業により実施する
小規模な陥没等の維持補修工事に必要な原材料
（ガードパイプ・雨水桝・カーブミラー・Ｌ
型・アスファルト材など）を購入する。

直営作業に係る職員の減員により、徐々に委託や小規模工事（単価契約）による維持補修へ移行させている。ただ
し、道路施設の維持管理を適切に行うためには原材料は必要であり、常に必要数を保持し、道路の安全な往来の確
保に努める。　

道路陥没や道路付属物の破損に対する補修は、迅速に対応する必要があるため、機動力を保つための資器材備蓄及び人
員確保（民間委託もしくは指定管理者制度の導入）が必要となる。

縮減

陳情に対して早急に対応するため、原材
料を購入して良好な状況に現状復旧す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702020500
昇降施設設置歩道橋等管理費 道路公園課

37,538

当該エレベーターやエスカレーター
を利用する区民。

道路と同様な機能を保持するために、エレベー
ターやエスカレーター施設の維持管理作業を委
託により行っている。

バリアフリー化によるエレベーター・エスカレーター施設であり、引き続き円滑な維持管理を実施していくため現
状維持とする。今後新たなバリアフリー施設が整備された段階で増額していく。

いたずらや汚損、利用者同士のトラブル等が多発している。
老朽化した施設の維持補修や大規模修繕等の計画策定を検討しなくてはならない。

維持・推進

エレベーターやエスカレーター等のバリ
アフリー施設を適切に維持管理してい
く。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702020600
道路維持管理費 道路公園課

57,823

当該道路を利用する車両、歩行者及
び周辺住民。

道路の機能を保持し、安全で円滑な交通を確保
するため、以下の作業を委託により行ってい
る。
①雨水桝清掃委託、②産業廃棄物処理委託、③
へい死犬猫処理委託、④駅前広場等清掃委託、
⑤地下道電気設備保安点検委託、など

道路の維持管理については、経年劣化もあり住民からの要望も多く、適切に道路を管理していくためにも速やかな
維持補修が求められている。引き続き住民に良好な道路を提供していくためには、現状維持が必要である。

区道の清掃の陳情は多く、他の箇所の清掃時間等を減らし清掃している。今後も陳情は減らないと思われる。

維持・推進

道路行政の維持管理事務及び必要な物品
の取得及び修理清掃等を実施し、円滑な
事業の推進を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010702020700
道路施設点検・補修等事業費 道路公園課

165,543

当該道路施設を利用する歩行者及び
車両。

区が管理する全ての道路施設に対して、計画的
に点検・補修を実施する。

道路の維持管理については、老朽化し耐用年数を迎える道路施設も多々ある中、計画的な維持補修が求められてい
る。道路施設の破損による第三者被害を防ぐためにも現状維持が必要である。

平成24年12月に起きた笹子トンネル天井版落下事故を受けて、老朽化する道路ストックを適切に維持管理できるよ
う、安全性の徹底調査・総点検、老朽化対策を重点的に実施する機運が全国的に高まっている。北区においても、施設
設置後から一度も点検をしていない道路附属物等を多数抱えており、道路利用者及び第三者への被害防止のため、道路
ストックの点検の推進が必要である。

維持・推進

区が管理する道路施設を震災時等に事故
が起きないよう点検・補修を行うことで
安全で災害に強いまちにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702050100
街灯清掃及び巡回委託費 道路公園課

20,603

当該道路を利用する歩行者、車両及
び周辺住民。

街灯グロープ内外の清掃を行い、照度を適切に
保つ。

道路管理者として、適切な維持管理と住民の交通安全及び夜間の防犯上の安全をより確保するため、 低限、現状
維持とする。

夜間の照明の明るさが、道路管理上（３ルックス）と安全条例（５ルックス）で違いがあり、住民より区道が暗いので
明るくしてほしいとの要望が多数ある。
街路灯の設置と照明器具等を明るくすることは、設置費及び電気料が増大するので、どのような照明（ルックス）で管
理していくか検討する必要がある。

維持・推進

街灯の照度を適切に保ち快適な交通環境
を形成する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702050200
街灯、橋梁灯補修費 道路公園課

47,885

当該道路を利用する車両、歩行者及
び周辺住民。

街灯の不点灯、昼間点灯などに伴いランプや自
動点滅器等の修繕・取替えを行う。

街灯・橋梁灯等は、防犯上からも現状水準の機能維持、修繕に努めるため、維持・推進をする。

夜間の照明の明るさが、道路管理上（３ルックス）と安全条例（５ルックス）で違いがあり、住民より区道が暗いので
明るくしてほしいとの要望がなくならない。
街路灯の設置と照明器具等を明るくすることは、設置費及び電気料が増大するので、どのような照明（ルックス）で管
理していくか検討する必要がある。

維持・推進

街灯、橋梁灯を正常に機能させ適切な照
度を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010702050300
街路照明ＬＥＤ化事業費 道路公園課

120,913

夜間における道路の歩行者及び通過
車両、周辺住民の利便性や安全性を
目的とした街路照明施設。

区内の老朽化した街路灯の水銀灯や蛍光灯を発
光ダイオード（ＬＥＤ）タイプの照明器具に取
り換える。

区内の街路照明施設（約12,000基）を全てＬＥＤ化するためには、現在の事業ベースでは約20年を必要とする
が、今後、ＬＥＤ照明器具の改良や低価格化が推進される可能性もあり、事業内容及び事業費共に現状維持でＬＥ
Ｄ照明器具に関する生産メーカー等の動向を見守る必要がある。

発光ダイオード（ＬＥＤ）タイプの照明器具は、開発の歴史が浅く、生産メーカーの数や各メーカーの在庫が限られて
いる。また、ＪＩＳ規格などの統一規格が未整備であり、現段階では、高圧水銀ランプ等と比較して、照明器具の価格
が割高となっているが、将来的には、各社生産メーカーの参入による競争の結果、ＬＥＤ照明器具の改良や低価格化が
推進される可能性がある。

維持・推進

街路灯の明るさを確保しつつ、使用電気
量を抑制する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702060100
私道私下水改修費 道路公園課

82,246

当該道路を利用する車両、歩行者及
び周辺住民。

私道の舗装および下水施設の設置工事を区の補
助制度に基づいて実施している。
現在、８３％の私道は舗装されているが、経年
による舗装の破損箇所について、地元権利者か
らの申請に基づき、再舗装、既設下水施設の改
修及び管渠の清掃を実施している。

住民からの申請に基づき、予算の範囲内で実施しているが、整備要望の申請件数が多く、沿道住民の生活環境を向
上させるため、 低限、現状維持が必要である。

私道の下水管は、公共下水の普及と同時に施工され、経年劣化等、耐用年数が経過しており、多数の私下水管が布設替
えの時期に来ている。

維持・推進

私道舗装及び私下水管を補修し、沿道住
民の良好な生活環境を維持する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010702070100
私道防犯灯改修費 道路公園課

9,787

当該道路を利用する車両、歩行者及
び周辺住民。

私道防犯灯を管理する町会及び自治会の申請に
基づき、私道防犯灯の新設・改修を全額補助事
業として実施している。

改修工事の依頼が多く、 低限、現状維持が必要である。
町会・自治会からの申請については、予算の範囲内で受託を図るため、現状維持とする。

防犯の上からも 近、区民より暗いとの陳情が多く寄せられ、自治会等からの私道防犯灯の申請も増加の傾向にある。

維持・推進

私道防犯灯を設置し沿道を明るくする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010702070200
町会・自治会防犯灯補助金 道路公園課

19,200

私道防犯灯を設置し沿道を明るくす
る。

私道防犯灯を維持管理している自治会・町会に
補助金（かかった電気代1本あたり3000円を
限度とする）を交付する。

私道防犯灯の維持管理に要する経費を補助することで、私道通行の安全及び防犯を図り、安心で快適なまちづくり
を進めるため、引き続き推進する。

補助金交付額は、防犯灯にかかった電気料金として1本あたり3000円を限度としている。蛍光灯をＬＥＤに交換するこ
とで電気料金の削減が図られ、同時に補助金交付額も減額できるので、省エネのためにもＬＥＤ化を促進したいが、灯
具を交換するため初期費用が大きい。

維持・推進

私道通行の安全及び防犯を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010703010100
河川等維持管理費 道路公園課

175,069

区民の生命と財産及び河川利用者 石神井川（管理延長3,810m）、公共溝渠（管
理延長1,910m）について、円滑な流水の保
持、河川利用者の安全利用を確保するため、各
施設の点検・清掃及び樹木等の手入れを行う。

特別区における東京都の事務処理に関する条例に基づき、石神井川の維持管理を行うため、事業費としては現状維
持とした。なお、区民からの苦情・要望の多い石神井川の臭気対策（水質改善）については、積極的な推進を図る
ため、事業の進捗に応じて事業費の増額を行いたい。

石神井川の王子駅上流部の護岸等の河川施設は、老朽化に伴い劣化が進んでおり長期的な計画で維持補修を行っていく
必要がある。
また、王子桜橋から隅田川にかけての下流部ではスカムによる臭気が長年の課題となっており、対策工事や調査等を継
続的に行う必要がある。

維持・推進

石神井川の治水施設や公共溝渠を適切に
維持管理することにより、河川施設等の
安全対策及び環境美化が図られている。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010703010400
水辺環境維持管理費 道路公園課

10,439

荒川、隅田川等の河川敷施設利用者
及び河川美化運動参加者。

区民が利用する水辺公共施設（公園緑地、船着
場等）について、施設を適正に管理するととも
に、河川敷でのイベントへの住民参加を促し、
河川愛護精神の啓発と施設の機能の保持を行
う。

河川敷施設を適正に管理するとともに、区民とともに河川愛護啓発の一層の高揚を図るため、現状維持とする。

バーベキューサイトでは、ゴミの放置や大人数での占用などの利用者のマナーに対する苦情に対応するため、平成２８
年度から指定管理者による管理を開始する。今後の管理状況を見ながら、魅力的な水辺空間の創出を目指し、桜堤、芝
桜、北区・子どもの水辺などの一体的な管理も検討を進める。

維持・推進

うるおいと安らぎのある河川空間を創出
することで、区民の河川愛護の機運が高
まる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

荒川岩淵関緑地バーベキュー場及び駐車場指定管理者導入準備
平成29年4月より導入

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010703010500
石神井川遊歩道維持管理費 道路公園課

15,539

石神井川遊歩道等の利用者。 河川管理通路を遊歩道として整備し、緑豊かな
うるおいのある歩道として維持管理を行う。

遊歩道として整備されている音無橋から上流の石神井川管理通路は、低木類の刈り込み、中高木（サクラ、モミジ
ほか）の剪定など適切なコストで良好に管理していくため現状維持とする。

転落防止柵沿いに多数ある実生木の対応を先行したため、護岸内に枝を垂らすサクラの枝の剪定が遅れている。
今後は、増水時に支障となるサクラの枝の剪定を計画的に取り組むとともに、サクラの巨木化に伴いレンガ舗装が持ち
上がる等の影響も見られることから計画的な舗装の修繕工事も実施していく必要がある。

維持・推進

通勤通学のための生活道路だけでなく、
うるおいのある水辺空間を身近に感じな
がら、安全かつ快適に散策できるように
する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010703010600
荒川知水資料館等管理運営費 道路公園課

14,388

荒川知水資料館利用者 職員及び委託業者により、荒川知水資料館の設
備等を適正に管理し、施設の円滑な維持に努め
る。

　来館者が良好に利用できるよう、引き続き管理運営を行うため、現状維持とする。

平成10年度に開設した荒川知水資料館は、建物・設備等の老朽化に伴い、給水管など大規模修繕工事を行っている。ま
た、来館者のニーズも時代とともに変化しており、資料館自体の今後のあり方・方向性も含めて、共同運営者である国
土交通省と協議していく。

維持・推進

来館者が快適に館内で過ごすことができ
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010703010701
集中豪雨等対策費（雨水浸透施設助成事業） 道路公園課

400

個人が所有する住宅 敷地内に雨水浸透施設を設置する。

浸水被害の低減を図るには、個人が所有する住宅にも雨水浸透施設を設置していくことが効果的である。今後も浸
透施設に対して助成し、民間住宅敷地内の雨水流出抑制対策を促進させるため、現状維持とする。

個人宅の雨水ますの設置件数増加を目指すため、積極的なＰＲ・周知が必要である。

維持・推進

敷地内雨水の流域への流出を抑制する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010703010702
集中豪雨等対策費（貯留槽・止水板） 道路公園課

1,000

区民 自宅の雨どいからの雨水を一時貯留する貯留槽
設置に助成する。

水害の軽減に努めるよう事業推進を図る。

水害の軽減策の一つであるが、申請件数が漸減傾向にある。

維持・推進

集中豪雨時に下水道等への雨水流出を軽
減し、また、雨水を貯留することにより
節水できる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010704010300
公園等維持管理費（総括） 道路公園課

1,124,786

公園等利用者及び公園等周辺の居住
者

公園等の維持管理作業を、直営作業や委託作業
にて実施し、管理水準を一定に確保する。また
公園等の運営管理に必要な光熱水費等の経費を
支出する。

現在の公園管理水準を確保する必要があるため現状維持とする。施設の破損や施設老朽化のため事業費は増額とし
たい。

道路公園管理事務所の職員数の減少により、簡易な修繕の処理件数が減少したため公園等維持管理費が増加している。
また、公園利用者のモラル低下による施設の破損や施設老朽化のため、維持経費が増加している。　２９年度は、区民
サービスへの向上を図るため指定管理者制度の導入を検討していく。

維持・推進

公園等を安全、かつ快適な環境を形成す
るとともに、公園等周辺の地域環境を向
上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010704010301
公園等維持管理費（園地清掃） 道路公園課

140,000

公園等利用者及び公園等周辺の居住
者

シルバー人材センターや公園等美化推進員など
により、公園等を日常的に清掃する。

北区シルバー人材センターへの委託や公園等美化推進員への委嘱、並びに企業組合等への事業委託で適切に業務を
執行しており、現在の体制を維持する。

家庭ゴミの持ち込みや、不法投棄が目立ち苦情件数が増加傾向にある。

維持・推進

公園等を清潔、かつ安全、快適な環境と
するとともに、公園等周辺の地域環境を
向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010704010302
公園等維持管理費（公園トイレ清掃） 道路公園課

70,000

公園等利用者及び公園等周辺の居住
者

公園トイレの清掃作業を民間業者に委託し、年
間を通じて毎日実施する。なお、利用頻度の高
い公園トイレについては、清掃時間の見直しや
清掃回数を増やす。

維持管理の作業内容等については、ほぼ適切に執行されており、現在の管理委託内容を維持する。

トイレについては、臭気に対する苦情も増加しており清掃の質の向上が求められる。
また、一部の心ない利用者による施設の破損が後を絶たない。

維持・推進

公園トイレを清潔、かつ快適な環境と
し、併せて公園等周辺の地域環境を向上
させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010704010303
公園等維持管理費（特定公園） 道路公園課

250,000

特定公園（大規模な公園、循環設備
など特殊施設を併設した公園）の利
用者及び当該公園周辺の居住者

特定公園内の流れ噴水施設の保守点検や清掃、
並びに公園内の巡視や高中低木・芝等の手入れ
の他、河川敷緑地等の維持管理業務を業者委託
などで行う。

現在の公園管理水準を確保するため現状維持とする。施設の破損や施設老朽化のため事業費は増額としたい。

魅力ある公園づくりについての検討を進めており、他の公園にはない特徴を備えた利用者（来園者）も多い特定公園に
ついては、これらの検討結果を踏まえた維持管理が必要である。

維持・推進

特定公園等を安全、かつ快適な環境とす
るとともに、特定公園等周辺の地域環境
を向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010704010304
公園等維持管理費（ゴミ処理） 道路公園課

32,000

公園等利用者及び公園等周辺の居住
者

公園等で発生したゴミ・落ち葉・不法投棄など
を公園外のゴミ置き場へ委託等により搬出し、
法律等に基づく適正な方法で処分する。

公園増によりゴミの増量が予想されるが、前年度の状況等から極端な増量はないと予想されるため、現状維持とす
る。

　利用者のゴミ分別意識の向上を図るとともに、処理施設のリサイクルの視点に立った取り組み強化の徹底を図る。

維持・推進

公園等を清潔、かつ安全、快適な環境と
するとともに、公園等周辺の地域環境を
向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010704010305
公園等維持管理費（設備維持管理） 道路公園課

50,000

公園等利用者及び公園等周辺の居住
者

流れ噴水施設の保守点検や電気保安施設の点検
業務、並びに時計塔などの点検調整業務を業者
委託で行う。

　公園時計の点検調整や循環設備の保守点検は、公園利用者の便益性や快適性の確保に必要であり、現状維持とす
る。

施設点検の結果、施設の老朽化による故障が目立ってきており、修繕で対応できずに、施設全体の更新を検討しなけれ
ばならい状況にある。

維持・推進

公園等を安全、かつ快適な環境とすると
ともに、公園等周辺の地域環境を向上さ
せる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010704010306
公園等維持管理費（浮間つり堀公園管理運営費） 道路公園課

17,000

　釣り人や釣りに興味のある人々、
並びに近接する小学校関係者など。

　民間企業日本製紙総合開発（株）による委
託。えさ代・貸し竿代は利用者負担。魚は和金
と銀ブナを購入し放流する。公園内には、地元
小学校の体験学習用の田んぼを設置し運営す
る。　　

　事業内容については、現状の管理体制のもとで公園利用者の拡大を図る。将来的には、多種多様な魚類や水中生
物が生息できる施設とし、集客数の拡大を図る必要がある。事業費については現状維持とする。

コイヘルペスウイルス病発症以来、東京都からの行政指導に従ってコイの放流を中止しており（平成15年度以降）、現
在は、和金（金魚）・和フナを放流している。利用者（来園者）も多いことからも、状況に応じて指定管理者制度を導
入するなど適切な事業運営を検討しなければならない。

維持・推進

　区民の余暇を充実させるとともに、体
験学習の場を確保し、学童教育を充実さ
せることにより、魅力ある公園形成の場
とする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010704010307
公園等維持管理費（公園施設維持補修） 道路公園課

280,000

公園等利用者及び公園等周辺の居住
者

公園施設（遊器具、外柵、機械設備、電気設備
等）の定期的な点検や園路広場の改修及び維持
補修を直営作業と請負工事で実施する。

　施設の老朽化やいたずらによる損傷の処理については、維持補修し、公園施設の機能確保を図る。
　施設の老朽化及び震災の影響により、公園施設の維持・補修工事が必要な箇所が出てきており、事業費の増額を
行いたい。

公園施設の老朽化等により補修箇所が増加傾向にあるため、平成25年度に公園施設長寿命化計画を策定した。今後、こ
の計画に沿って、効率的で計画的な公園施設の維持・修繕を行っていく。

維持・推進

公園等を安全、かつ快適な環境にすると
ともに、公園等周辺の地域環境を向上さ
せる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010704010308
公園等維持管理費（樹木管理） 道路公園課

85,000

公園等利用者及び公園等周辺の居住
者。

業者委託により、公園等の樹木剪定や施肥、並
びに樹木の病虫害防除を行う。

公園等の樹木を「みどり」の効用として有効ならしめるために、定期的に手入れをする必要がある。また、公園管
理事務所職員の減員に伴い、業務委託による樹木管理の必要性が増しており、委託事業費の増加を必要としてい
る。

公園樹木の巨木化、老木化が進んでおり、公園に近接する区民からの剪定を要望する件数が急増していることから、公
園樹木においても強剪定を施すことが多くなっており、樹木本来の樹形を維持することが難しく伐採などの計画的な樹
木管理が必要となっている。

維持・推進

公園等が緑豊かで明るく、かつ安全、快
適な環境とするとともに、公園等周辺の
地域環境の向上を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010704010309
公園等維持管理費（維持経費） 道路公園課

200,000

公園等利用者及び公園等周辺の居住
者。

直営作業による公園等の維持管理で使用する原
材料や消耗品を購入する他、公園灯や流れ噴水
施設の運転、並びに公園トイレや水飲み台など
の給水施設に必要な光熱水費等の経費を支払
う。

公園等の水施設については、運転期間の延長を望む要望がある。また、既設公園等の改修や新設公園等が増加して
おり、年々維持経費の増大が見込まれるが、今年度も効率的、効果的な事業執行を図って事業費を現状維持に抑え
る。

　公園施設の適正な管理を行うためには、光熱水費や原材料、消耗品等の購入による支出が不可欠であるが、今後も区
民の要望に応えながら、経済的な管理運営に努めていく。

維持・推進

公園等を安全、かつ快適な環境とすると
ともに、公園等周辺の地域環境を向上さ
せる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010704010500
緑のリサイクル事業費 道路公園課

26,185

公園等で発生する剪定枝等や落ち葉 剪定枝や伐採樹木をチップ化し、公園内の舗装
材やクッション材として再利用する他、チップ
材や落ち葉を堆肥化し、肥料として公園等で使
用する。

　次年度においても、計画的に事業を進める必要があるため、現状維持で実施する。

公園樹木の巨木化、老木化が進んでおり、以前と比べて台風・大雪による倒木が増加傾向にあり一方で一時保管場所の
確保や、生産されたチップや堆肥の利用促進が難しいため、事業を縮小している。

維持・推進

剪定枝や落ち葉等がゴミとならない。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010704030100
公衆便所維持管理費 道路公園課

27,120

北区民及び来区者 駅前公衆トイレ等の清掃業務を民間業者に委託
し、毎日、定期的に清掃する。また、トイレ施
設の故障や破損については、工事請負や委託修
繕により、適時適切な処置を行う。

清潔さを保つように、清掃内容及び清掃回数等の現状維持を図り、引き続き適正に管理していく。このため事業費
も現状維持とする。

トイレについては、臭気に対する苦情も増加しており清掃の質の向上が求められる。
また、いたずら等による施設の故障・トイレットペーパーの盗難が見受けられる。

維持・推進

駅前公衆トイレ等がいつでも快適に利用
できる状態に保つ。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

01080103300
家庭教育力向上プログラム事業費 教育政策課

3,887

０歳から中学校卒業までの子どもと
その保護者

家庭教育力向上アクションプランの作成・推進

家庭の教育力の向上は親自身の成長を促していくことが大切であるため、家庭の主体的な実践とそれを支えるため
の家庭への支援について、具体的でより実効性のある取り組みを『家庭教育力向上アクションプラン』に位置付け
る。
「早寝・早起き・朝ごはん」運動をはじめ、親子のきずなづくりや生活習慣の形成事業等を積極的に展開する。

北区家庭教育力向上アクションプランに位置付けられた事業のうち、新規事業７件について、モデル実施を行うなどし
て、効果的な事業展開を図る必要がある。

拡充

家庭の教育力を向上させる

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

01080103310
小中一貫校設置検討費 教育政策課

852

施設一体型小中一貫校。 施設一体型小中一貫校の対象校の選定等を検討
するための小中一貫校配置検討委員会を設置す
る。

北区における小中一貫教育のさらなる充実と発展を図るためには、目的の達成に向けて全サブファミリーを牽引す
る先導的な推進力が必要であり、その推進役となる「施設一体型小中一貫校」の設置に向けた施設や教育内容に関
する具体的な内容を検討する。

（１）北区では、他区に先駆けて小中一貫教育を推進してきたが、施設が離れていることを前提とした連携型の小中一
貫教育を推進してきたため、施設一体型の小中一貫校の設置にあたっては、連携型との整合や調和が必要となる
（２）現在の小中一貫教育の基盤となっている各サブファミリーについては、１つの中学校と近隣複数の小学校・幼稚
園で構成されている。施設一体型の小中一貫校についても、学校ファミリー構想との整合を図る必要がある。
（３）各サブファミリーのエリアは、中学校の通学区域を基に設定されているが、一部の小学校の通学区域について
は、複数の中学校の通学区域に跨っている。そのため、施設一体型の小中一貫校の設置にあたって、対象となる小・中
学校の通学区域を見直すことが必要となる可能性がある。
（４）施設一体型の小中一貫校の設置には、９年間の一貫した教育活動に適した施設環境（校舎や校庭等）を確保する
ために、十分な校地面積が必要である。
（５）施設一体型の小中一貫校を設置する際には、地域やＰＴＡ等への十分で丁寧な説明を行い、理解を得る必要があ
る。

維持・推進

小中一貫校配置検討委員会において、対
象校の選定にあたっての基本的な考え方
を整理した上で、候補校を絞り込み、絞
り込んだ候補校について比較検討を行
い、対象校を決定する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

手段：基本方針に基づく施設一体型小中一貫校の全体構想策定に必要な内容を検討するための神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校開校推
進協議会（以下協議会」という。）を設置する。

 意図：協議会において、全体構想策定に必要な教育内容の骨子及び学校施設の配置及び規模等について検討を行う。
結果：協議会における検討内容を取りまとめた上で、全体構想を策定する。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010802010700
学校用務業務委託事業費（小学校） 教育政策課

67,719

用務主事の退職不補充方針により、
定年退職に伴って欠員の生じた学校

専門知識に精通した民間企業へ学校用務業務を
民間委託する

　区費用務職員の高齢化及び退職不補充の方針に伴い、学校用務職員については今後も一定数の退職者が見込まれ
ている。欠員が生じる学校に対して適正な用務委託を推進することで円滑な学校運営を実現し、さらなる教育環境
の充実を図る。

　学校用務業務委託は用務従事者に対する指揮命令系統が曖昧になる可能性もあり、業務の遂行にあたっては委託事業
者の配置する業務責任者から明確な指揮命令が行われるよう所管課で十分注意する必要がある。
　また、学校が教育現場であることを鑑みると用務従事者が頻繁に変わることは望ましくなく、委託事務審査会に諮
り、安定的な人員配置を行えるよう考慮する必要がある。

維持・推進

施設環境を良好な状態に保ち、児童が安
全で安心な学校生活を送れるよう教育環
境を整備する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010803011700
学校用務業務委託事業費（中学校） 教育政策課

33,696

王子桜中学校、十条富士見中学校、
明桜中学校、赤羽岩淵中学校、桐ケ
丘中学校及び滝野川紅葉中学校の清
掃・用務・植栽管理・開放受付業
務、定期的な設備保守点検等。

専門業者と委託契約を結び包括的な学校管理補
助を行う。

　平成２７年度から学校用務業務委託費に変更となり事業を継続している。また、従来の学校管理補助委託事業費
は学校改築施設管理課が所管する学校設備保守点検費として事業を継続する。

施設設備の老朽化が進むにつれ維持費も高額になることが予想される。中長期的なライフサイクルコストを考慮した設
備更新の必要がある。また、学校が教育現場であることを鑑みると従事者が頻繁に変わることは望ましくないため、委
託事務審査会に諮り、安定的な人員配置を行えるよう考慮する必要がある。

維持・推進

施設環境を良好な状態に保ち、生徒・教
職員の安全を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010802010400
校舎等維持修繕費（小学校） 学校改築施設管理課

390,702

校舎、体育館等の学校施設 学校施設の危険個所や破損個所の補修・改修工
事、修繕を行う。

児童の安全に対する配慮を 優先したうえで、他の計画との整合性を図りながら適切な維持修繕を行なっていく。

校舎等学校施設の老朽化が進んでおり、部分的な修繕工事では対応できないものも多くなっている。北区立小・中学校
改築改修計画との整合を図りながら、校舎・プール・体育館・校庭改修等を計画的に進めていく必要がある。

維持・推進

安全・良好な状態に維持管理する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

④結果　【変更前】建物の適切な改修を延ばすことができる。
　　　　　 【変更後】建物の適切な維持修繕により、健全な状態を少しでも長く保つことができる。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

102 ページ 平成29年度 事務事業評価



※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010802050100
学校改築事業費（小学校） 学校改築施設管理課

2,579,366

改築時期を迎える区立小学校 老朽化した校舎等を改築する。

北区基本計画や北区立小・中学校改築改修計画等に基づき、計画的かつ効率的に事業を推進する。

・1校の改築につき約26億円の事業費を見込んでおり、さらに震災復興や東京オリンピック・パラリンピックの影響で
工事費の増大が予想されるため、財政への負担が大きい。
・現在47校の区立学校のうち改築が未済の学校のほとんどが昭和30～40年前半の建設であり、築45年を超えている
学校が4分の3を占め、大規模な更新の時期を迎えている。
・「北区公共施設再配置方針」に基づき、学校を改築する際に周辺の公共施設との複合化、集約化を検討する必要があ
る。

維持・推進

老朽化対策とともに、時代の進展や社会
の変化に対応する「教育先進都市・北
区」にふさわしい学校施設を整備する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010802050200
学校リフレッシュ改修費 学校改築施設管理課

347,762

昭和４０年以降に改築され適正配置
協議の終了した学校

学校改築改修計画に基づく代表的な改修メ
ニューの工事の実施による

老朽化した小学校について、「北区立小中学校改築改修計画」により順次改築を行いながら、当面改築時期に至ら
ない小学校について改修を行っていくことは、学校施設の機能維持、教育環境の充実等から非常に重要であるた
め、引きつづき事業を進める。

改築までの間の施設の長寿命化を図りながら、今後さらに多様化する学校の利用形態を見据え、施設の基幹的機能の更
新とともに、学校の個性を生かす柔軟な計画が求められる。

維持・推進

施設の長寿命化し、教育先進都市・北区
にふさわしい教育環境を整備する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010803010400
校舎等維持修繕費（中学校） 学校改築施設管理課

120,405

校舎、体育館等の学校施設 学校施設の危険個所や破損箇所の補修・改修工
事、修繕を行う。

生徒の安全に対する配慮を 優先したうえで、他の計画との整合性を図りながら適切な維持修繕を行なっていく。

校舎等学校施設の老朽化が進んでおり、部分的な修繕工事では対応できないものも多くなっている。北区立小・中学校
改築改修計画との整合を図りながら、校舎・プール・体育館・校庭改修等を計画的に進めていく必要がある。

維持・推進

安全・良好な状態に維持管理する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

④結果　【変更前】建物の適切な改修を延ばすことができる。
　　　　　 【変更後】建物の適切な維持修繕により、健全な状態を少しでも長く保つことができる。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010803050100
学校改築事業費（中学校） 学校改築施設管理課

2,527,055

改築時期を迎える区立中学校 老朽化した校舎等を改築する。

北区基本計画や北区立小・中学校改築改修計画等に基づき、計画的かつ効率的に事業を推進する。

・1校の改築につき約26億円の事業費を見込んでおり、さらに震災復興や東京オリンピック・パラリンピックの影響で
工事費の増大が予想されるため、財政への負担が大きい。
・現在47校の区立学校のうち改築が未済の学校のほとんどが昭和30～40年前半の建設であり、築45年を超えている
学校が4分の3を占め、大規模な更新の時期を迎えている。
・「北区公共施設再配置方針」に基づき、学校を改築する際に周辺の公共施設との複合化、集約化を検討する必要があ
る。

維持・推進

老朽化対策とともに、時代の進展や社会
の変化に対応する「教育先進都市・北
区」にふさわしい学校施設を整備する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

08020105
学校施設整備費（小学校） 学校改築施設管理課

467,995

改築やリフレッシュ改修工事に至ら
ない区立小中学校

校舎棟の増築やトイレの便器の洋式化、防犯カ
メラ整備など

現状の事業規模を確保し、既存校の安全性や快適性について改築校との格差是正に努めていく。尚、トイレの洋式
化については80％以上を目標とした事業計画を検討する。

　生活洋式や教育を取り巻く環境の変化が著しいため、中長期的な計画立案と効果的な整備手法の検討が必要となる。
　また、学校改築やリフレッシュ改修の実施時期との調整により、無駄な投資を防ぐことも必要である。

維持・推進

・新学習指導要領等、現在の教育に求め
られる教育環境を整備する
・生活スタイルの変化に対応した施設整
備を図る

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

08030105
学校施設整備費（中学校） 学校改築施設管理課

0

改築やリフレッシュ改修工事に至ら
ない区立小中学校

校舎棟の増築やトイレの便器の洋式化、防犯カ
メラ整備など

現状の事業規模を確保し、既存校の安全性や快適性について改築校との格差是正に努めていく。尚、トイレの洋式
化については80％以上を目標とした事業計画を検討する。

生活洋式や教育を取り巻く環境の変化が著しいため、中長期的な計画立案と効果的な整備手法の検討が必要となる。
　また、学校改築やリフレッシュ改修の実施時期との調整により、無駄な投資を防ぐことも必要である。

維持・推進

・新学習指導要領等、現在の教育に求め
られる教育環境を整備する
・生活スタイルの変化に対応した施設整
備を図る

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010801021200
区立認定こども園開設準備費 学校支援課

0

区立認定こども園の平成29年4月
開園に向けた準備

備品・消耗品の購入や園舎の整備

平成29年4月に認定こども園を開園した。

開設にあたり関係部署との連携により無事に開園を迎えたが、今後、当初では計画していなかった備品や消耗品等の購
入が予定されている。

終了

平成29年4月に滞りなく開園できる状態

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年度予算より「区立認定こども園開設準備費」から「認定こども園運営費」に変更。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010802011000
学校運営費（小学校） 学校支援課

396,883

区立小学校の児童 学校運営上必要な経費を学校へ予算令達すると
ともに、学校備品の購入、廃棄物処分等の実
施、学校事務補助員の雇用、各種分担金、補助
金の執行等を行う。

今後は設備品においての学校間の格差を解消できるよう予算配分の割合変更を検討するとともに、設備品により学
校運営が滞ることのないように備品更新を適宜行っていく。

　改築校を除く学校の施設・設備品（備品等）の老朽化が進んでおり、設備品等修理・修繕が増加している。等しく教
育を受ける環境を整備していくため、設備品においての学校間の格差を解消させるよう需用費及び備品購入費等の予算
配分を検討していく必要がある。　　

維持・推進

国民の教育を受ける権利に基づく教育の
機会均等を図るべくその水準の維持向上
を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0108020113
パソコン経費（小学校） 学校支援課

394,367

全区立小学校 パソコン教室のリース契約更新に合わせ、タブ
レット端末に切り替えるとともに、各教室で使
用できるようＬＡＮ環境を整備する。

平成２７年度から５年間の計画で全小学校へ計画的に順次導入していく。

小学校３５校の、パソコン教室のリース契約更新時期がずれているため、５年間をかけて順次導入せざるを得ない。

維持・推進

各教室でタブレット端末を使用できるよ
うにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

パソコン教室の機器更新の際に２台導入している可動式プロジェクターを固定式プロジェクター２台設置に変更。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010802011600
交通安全対策費 学校支援課

131,026

区立小学校の児童 小学校通学路の要所に通学路標識を設置する。
また、交通量の多い交差点などに児童交通指導
員を配置する。

区内の道路については交通量も多く、事故を未然に防ぐためには児童交通指導員等の配置は必須である。また、全
国で登下校中の児童を巻き込む重大な交通事故が相次いでおり、適宜、通学路合同点検を警察署、学校、ＰＴＡ及
びまちづくり部と共同で実施している。その中で、学校・保護者から児童交通指導員増員の要望も強くなってお
り、また、学校統廃合や仮移転のための通学路が変更されることによる新たな危険個所にも対応するため、一層の
拡充を図る必要がある。

通学路の安全点検を通じ危険個所を発見し、関係機関と連携を図って迅速に安全策を講じることが必要である。

拡充

登校下校時の通学路上の交通安全を図
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010802020100
就学援助費（小学校） 学校支援課

214,207

経済的な理由により、児童に義務教
育を受けさせることが困難な保護者

生活保護受給世帯である要保護世帯、世帯の総
所得金額が生活保護基準の1.2倍未満の準要保
護世帯に対して、給食費・教材費・クラブ活動
費等々の学校生活に必要な経費を援助する。

平成30年度から小学校新入学学用品等購入費の就学前支給を実施するため、計画的に準備を進めていく。

就学援助新入学学用品等購入費の前倒しを平成30年度からの実施に向け、小学校就学前予定者の情報をシステム改修に
あたりどのように反映させていくか検討する。また、対象となる小学校就学前予定者に対し漏れのないよう、どのよう
に周知していくか検討する。

維持・推進

必要な援助を行うことにより、学齢期に
達した児童の就学を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0108020301
学校給食管理需要費（小学校） 学校支援課

58,014

　区立小学校の児童 　調理器具の修繕、破損食器の回収、廃棄を業
者に委託して行う。給食室及び調理設備の清
掃、点検（食器洗浄機、炊飯器、生ごみ処理機
等）を行う。

安全で衛生的な給食を提供するため、継続して事業を行う。特に、食中毒の発生やアレルギー疾患に対応する除去
給食提供での誤りは、生命にかかわる場合があり、安心・安全な給食の提供は重要な事業である。

　委託導入時から使用している給食室消耗品の老朽化が進んでいる。トレイをはじめとする消耗品を計画的に転換して
いく必要がある。

維持・推進

　安全で魅力のある食事を提供する環境
に整備する。

　

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010802030300
給食調理業務委託事業費（小学校） 学校支援課

894,791

　区立の公立小学校の児童 　小学校の学校給食の調理業務を民間会社へ委
託し、食事内容の充実・給食形態の多様化を推
進する。

衛生管理やアレルギー対応食の誤配膳防止などへの助言指導を行い、各学校の栄養職員、給食調理業者と連携を図
りながら、安全・安心な給食の提供に努める。

　学校、委託事業者と引き続き連携を密にし、衛生管理の徹底などに努めていく必要がある。

維持・推進

　民間活力を導入し、より豊かな楽しい
給食を目指す。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010803011000
学校運営費（中学校） 学校支援課

187,275

区立中学校の生徒 学校運営上必要な経費を学校へ予算令達すると
ともに、学校事務補助員、各種分担金、補助金
の執行等を行う。

今後は設備品においての学校間の格差を解消できるよう予算配分の割合変更を検討するとともに、設備品により学
校運営が滞ることのないように備品更新を適宜行っていく。

　改築校を除く学校の施設・設備品（備品等）の老朽化が進んでおり、設備品等修理・修繕が増加している。等しく教
育を受ける環境を整備していくため、設備品においての学校間の格差を解消させるよう需用費及び備品購入費等の予算
配分を検討していく必要がある。　　　

維持・推進

国民の教育を受ける権利に基づく教育の
機会均等を図るべくその水準の維持向上
を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

本事業のうち、部活動外部指導補助員予算を分離、別事業「プール指導費（中学校）」と予算を統合した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0108030113
パソコン経費（中学校） 学校支援課

123,787

全区立中学校 パソコン教室の端末・サーバーの更新時期に合
わせタブレット端末を配備し、併せてＬＡＮ環
境を整備する。

パソコンリース契約の更新に合わせ順次導入・整備していく。

中学校１２校でパソコンリース契約の更新時期が異なるため、全校一斉の導入が難しい。

維持・推進

各教室でタブレット端末が授業で使える
ようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010803020100
就学援助費（中学校） 学校支援課

226,811

経済的な理由により、生徒に義務教
育を受けさせることが困難な保護者

生活保護受給世帯である要保護世帯、世帯の総
所得金額が生活保護基準の1.2倍未満の準要保
護世帯を対象として、給食費・教材費・修学旅
行費等々の学校生活に必要な経費を援助する。

就学援助の認定者が全生徒の約３３％を占めるなど、子どもの貧困対策を進めていくうえでも重要な事業であるた
め、引き続き推進していく。

維持・推進

必要な援助を行うことにより、学齢期に
ある生徒の就学を確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010803030100
学校給食管理需要費（中学校） 学校支援課

22,146

　区立中学校の生徒 　調理器具の修繕、破損食器の回収、廃棄を業
者に委託して行う。給食室及び調理設備の清
掃、点検（食器洗浄機、炊飯器、生ごみ処理機
等）を行う。

安全で衛生的な給食を提供するため、継続して事業を行う。特に、食中毒の発生やアレルギー疾患に対応する除去
給食提供での誤りは、生命にかかわる場合があり、安心・安全な給食の提供は重要な事業である。

　委託導入時から使用している給食室消耗品の老朽化が進んでいる。トレイをはじめとする消耗品を計画的に転換して
いく必要がある。

維持・推進

　安全で魅力のある食事を提供する環境
に整備する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010803030300
給食調理業務委託事業費（中学校） 学校支援課

266,360

　区内の公立中学校の生徒 　中学校の学校給食の調理業務を民間会社へ委
託する。委託校には食器の拡充、施設・設備の
改善、栄養職員等への指導助言を行い、食事内
容の充実・給食形態の多様化を推進する。

衛生管理やアレルギー対応食の誤配膳防止などへの助言指導を行い、各学校の栄養職員、給食調理業者と連携を図
りながら、安全・安心な給食の提供に努める。

　学校、委託事業者と引き続き連携を密にし、衛生管理の徹底などに努めていく必要がある。

維持・推進

　民間活力を導入し、より豊かな楽しい
給食を目指す。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010805010800
幼稚園運営費 学校支援課

27,135

区立幼稚園在園児 幼稚園運営に係る備品・消耗品を購入する。
園舎の維持（修繕・保守点検）に係る経費を支
出する。
幼稚園運営に係る用務業務を民間委託する。

一人ひとりの個性と能力を尊重した質の高い教育を組織的・体系的に行っていくとともに、就学前教育の充実にむ
けてこれまで蓄積したノウハウを活用していく。また、平成２９年度に開設したさくらだこども園について検証
し、引き続き区立幼稚園の認定こども園への移行について検討していく。

少子化の進展の中で、就学前教育のさらなる充実を図るとともに区民ニーズにも積極的に応えるため、区立幼稚園の認
定こども園への移行が求められている。

維持・推進

在園児が良好な環境で教育を受けられる
ようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

目名変更（旧：幼稚園管理費→新：区立幼稚園費）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010805010802
学校支援課事務費 学校支援課

6,649

小学校、中学校、幼稚園、こども園 学校・園運営に必要な事務費の執行

円滑な学校運営と教育環境及び保育環境の提供に努めるとともに、平成２９年度に開設されたさくらだこども園に
ついて検証し、引き続き区立幼稚園の認定こども園への移行について検討していく。

少子化の進展する中で、就学前教育のさらなる充実を図るとともに区民ニーズにも積極的に応えるため、区立幼稚園の
認定こども園への移行が求められている。

維持・推進

教育環境及び保育環境の整備

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

認定こども園を対象とし、保育環境整備も加わった。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

01080103250
学校支援ボランティア活動推進事業（教育支援ボラ
ンティア）

生涯学習・学校地域連携
課

3,290

教員を目指す大学・短大・専門学校
等に在学中の学生

・教育支援ボランティア（学生ボランティア）
による、区内小中学校における授業補助、放課
後・長期休業中補習などの支援
・活動にあたっては、１回上限2,000円の図書
カードを支給する

・平成２９年度より区立全小中学校に対象を拡大し、30年度以降も継続・推進する。
・学校関係者や近隣大学等に当該事業について積極的な周知を図るとともに、教育支援ボランティアの登録・活動
支援システムづくりをすすめることで活動機会を拡充していく。

・ボランティア人材の確保
・学校関係者や近隣大学等への周知が十分でない
・教育支援ボランティア登録・活動支援システムの整備に向けた学校のニーズの把握

維持・推進

・学生が実際の教育現場に触れる機会を
得る
・児童生徒の実態に即したきめ細やかな
指導を行う

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010801033001
家庭教育力向上プログラム事業費（親子きずなづく
り）

生涯学習・学校地域連携
課

600

主な対象：小学校の児童及びその保
護者
その他の対象：幼稚園・こども園・
中学校の保護者

①親子のコミュニケーションをテーマにした
「講演会」を実施
②「ステップ・バイ・ステップ」
日常生活の中で、家庭で取り組める身近な目標
を児童自ら設定して親子で実践する。

事業内容としては、事業アンケート結果等を踏まえ、繰り返し取り組むことにより、子どもの基本的生活習慣がよ
り確実に定着すると考え、維持・推進していく。

①家庭教育に対する無関心層へのアプローチの仕方の工夫が必要である。

維持・推進

親子のきずなづくりや生活習慣の定着を
図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010801030400
科学教育費 教育指導課

37,080

①科学移動教室参加児童（小学校４
年生）
②区立小学校児童
③区立中学校生徒（１～３年生）
④小学校教員
⑤中学校教員

①科学移動教室（プラネタリウムでの星空観
察）を実施する。
②理科支援員を配置する。
③小学校児童科学展

平成１９年度より配置を開始した小学校理科支援員については、その資質・能力の維持及び向上を図るための研修
を実施している。平成２８年度より実施している中学校理科支援員に対しても、専門的な研修を実施している。
プラネタリウム観測については、授業速度に沿った体験学習となっており、引き続き実施していく。
平成２７年度より実施している小学校児童科学展は、全小学校が作品を応募している。展示等も継続して行ってい
く。

配置している理科支援員の資質の維持向上と人材確保。

維持・推進

①星や天体についての興味・関心・理解
を深める。
②理科教育についての興味・関心・理解
を深める。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

理科実験支援事業委託をグローバル人材育成プロジェクト事業費から移動

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010801030500
グローバル人材育成プロジェクト事業費 教育指導課

103,999

①②北区立小・中学校児童生徒、教
員
③北区立中学３年生
④北区立中学１～３年生

①小・中学校全校にＡＬＴ（外国語指導助手）
を配置。外国語アドバイザーによる全小中学校
への授業巡回指導。　②授業の中に新聞を活
用。教員向け研修を実施。　③英語検定料補助
の実施。　④身近に英語とふれあえるイング
リッシュプラザを実施。

児童・生徒の「生きる力」を育成するためには、確かな学力の定着が不可欠である。これまで北区が先駆的に取り
組んできた外国語教育や理科教育に新聞教育を加え、総合プロジェクトとしてさらに積極的に推進することで、国
際化や情報化等の社会の変化に対応するための学力向上を図っていく。
外国語教育については、中学校生徒海外派遣交流事業における派遣・受入人数が２５名から４０名に拡大すること
に加え、国の動向を見据えて取り組む必要がある。

英語が使える北区人づくり事業は、中学校における基礎・基本の定着度調査の英語科の区平均点に改善が見られるが、
ALTの活用状況や児童・生徒のコミュニケーション能力について検証していく必要がある。新聞活用については第４回
となる「比べて読もう新聞コンクール」を開催し、昨年をさらに上回る6909点の応募があり、優秀な作品が集まっ
た。今後は研究指定校の研究成果を各学校の活動に活かすとともに、児童・生徒の言語力・情報活用能力について検証
していく。

維持・推進

①③④英語に親しみ、外国の生活や文化
等に興味・関心をもち、また、「聞く・
話す」実践的コミュニケーション能力が
向上する。②新聞に親しみ、社会の出来
事やしくみに興味・関心をもつとともに
言語活動の充実を図る。　　

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010801030600
心の教育推進事業 教育指導課

13,219

①北区の幼児・児童・生徒 ①地域美化清掃等の教育活動を行う。②心の教
育推進委員会を年間５回開催し、健全育成の課
題について検討しする。③学校で道徳授業地区
公開講座を実施し学校と地域社会が連携、交流
する場を設ける。

子どもたちは、地域のさまざまな人々とかかわりをもちながら、地域で育っていくものであり、引き続き「心の教
育推進委員会」での課題検討結果を生かしながら、地域ぐるみで児童・生徒の健全育成を図ることが必要である。

道徳授業地区公開講座や「心の教育発表会」に多くの区民が参加できるよう、開催方法及び周知方法等を検討し、継続
していく。
いじめ防止条例について引き続き広く周知していく。

維持・推進

心の教育推進委員会の活動成果により、
北区としての心の教育に関する取組方針
や学校・家庭・地域での取組方針を明ら
かにし、地域の中で青少年の健全育成を
図っていく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010801031100
文化体育等行事費 教育指導課

18,467

北区立小・中学校児童生徒 文化的行事と体育的行事を開催する。
①文化行事　小学校：音楽会、学芸会、展覧
会、音楽鑑賞教室、書写展覧会　中学校：音楽
会、学芸会、展覧会、音楽鑑賞教室
②体育行事　小学校：陸上記録会、水泳記録会
　中学校：連合体育大会、各競技春・夏・秋体
育大会　　　　　

連合行事については、校長会と歩調を合わせ、円滑な運営実施を図っていく。小・中学校音楽鑑賞教室の演奏経費
については、引き続き東京都生活文化局の支援方針等を確認しながら進めていく。体力向上施策として、中学生と
東洋大学との交流事業を実施していく。

児童生徒が十分な力を発揮できるような行事を継続して企画・運営していく。大学との連携事業を活用し、中学生東京
駅伝の交流事業等の充実を図っていく。

維持・推進

連合文化体育行事を通して、日頃の練
習・学習の成果を発表し合い、他校と活
動をともにすることにより、学校間の連
携や連帯感、達成感、充実感を味わい、
一人ひとりが個性を生かし充実した学校
生活を送れるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010801031400
児童生徒適応指導教室運営費 教育指導課

23,378

区立小・中学校の不登校児童生徒及
び保護者

①不登校児童・生徒の通級施設として適応指導
教室を設置し、不登校児童・生徒の学校復帰を
支援する。②不登校対策室では、学校訪問等に
より、不登校の実態調査や指導状況の情報交
換、連絡調整を行う。③通級生を対象とした
「親子おもしろ教室」や体験事業を開催する。
学校と家庭の連携推進事業を活用した支援員等
を配置し生活指導上の課題に対応していく。

学校、家庭、地域、子ども家庭支援センター等関連機関が連携しながら、児童・生徒適応教室通級生及び通級して
いない不登校児童・生徒に対する総合的な対策を講じ、実施していく。
教育相談所に配置したスクールソーシャルワーカーや各校のスクールカウンセラー、学校と家庭の連携推進事業の
ボランティアや広域スーパーバイザーとの連携をより強化し、児童・生徒の不登校等の対応を充実させる。

適応指導教室の存在を広く周知し、より良い形で学校へ復帰できるように支援体制を整えていく。学校と家庭の連携推
進事業の「家庭と子供の支援員」の配置されない小学校に対しても不登校の未然防止となる支援方法を検討していく必
要がある。

維持・推進

①不登校児童生徒の活動する場を通級施
設として確保し、自主的な活動や体験活
動等を通して、集団生活への適応力を高
めながら学校へ復帰できるようする。②
不登校児童生徒の実態を調査把握し、早
期対策により不登校の状態が長期化しな
いようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010801031600
学力パワーアップ事業費 教育指導課

23,839

①北区立小学校の児童
②北区立中学校の生徒

各小学校には学級数に応じて１～6名程度、各
中学校には2名の非常勤講師を配置する。

児童・生徒の基礎的・基本的な知識・技能の定着や、思考力・判断力・表現力等の育成を目指し、効果的に非常勤
講師を配置していくために、非常勤講師の資格要件や単価、配置人数、配置日数等について再検討し、学校の状況
にあったシステムを検討し、再編していく。

小学校を中心に、学級経営上の課題解決や特別な支援が必要な児童・生徒の支援のための人の配置希望が増加してい
る。中学校では、教科の専門性のある非常勤講師の配置を希望している。
学校の多様なニーズを踏まえながらも、事業の目的にあった非常勤講師の配置等を行う必要がある。
補習等のモデル実施を踏まえながら新しい学力向上策を実施検討していく。

維持・推進

児童・生徒一人一人に対して個に応じた
指導を行うことにより、指導内容の理解
を深める。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010801031700
魅力ある学校図書館づくり事業費 教育指導課

35,352

北区立小・中学校の児童・生徒 学校図書館の蔵書を充実させる。学校図書館へ
専門員を配置する。

児童・生徒が主体的に読書活動に取り組んだり、問題解決的な学習において積極的に学校図書館を活用できるよう
に、蔵書や学校図書館指導員の充実を図るとともに、引き続き中央図書館との連携、学校図書館の運営支援を実施
していく。
特に、サブファミリーの特色として取り組む場合の支援策を充実させ、また、新たに学校図書館指導員の配置を検
討する。
国の学校図書館支援の動向等にも注視していく。

本事業により、学校図書館の蔵書の充実を図っているが、引き続き児童生徒の学習意欲・興味関心を高めるような蔵書
を補充していく必要がある。各小中学校で導入した図書館システムの機能が十分に発揮されるように、北区立図書館と
の連携を図り、学校図書館の指導員の取組の充実や配置拡大、学校図書館ボランティアの活用についても引き続き検討
していく。

維持・推進

児童・生徒が主体的・意欲的に読書活動
や調べ学習ができるよう、学校図書館を
魅力ある空間として再生する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010801031900
コミュニティ・スクール運営費 教育指導課

3,557

北区立小学校の児童、教職員、地域
住民

学校運営協議会制度を導入する。

３校のコミュニティ・スクールがそれぞれの地域や学校の特色を生かしながら取組を進めている。今後も、地域が
学校運営に参画する特色のある学校づくりを推進するために、新たな学校を指定する。

地域に開かれた学校づくりを推進するため、より自律的な学校運営協議会の運営を促進するとともに、新たなコミュニ
ティ・スクールの指定について引き続き検討していく。

維持・推進

保護者や地域住民等が一定の権限と責任
を持って学校運営に参画する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010801032910
中学校スクラム・サポート事業費 教育指導課

39,254

北区立中学校教員及び生徒 ①数学専科の教育ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（非常勤職員）を配
置し、全区立中学校の数学科教員の巡回指導を
行う。②数学と英語の家庭学習ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（外部
講師）を配置し、生徒の家庭学習を支援する。

本事業は、教員への指導と生徒への支援を両面から実施することで、相乗効果が得られる。家庭学習アドバイザー
は平成26年度から中学全校に配置した。学校、生徒及び保護者から、生徒自身の課題に沿った個別指導が受けられ
るため好評である。事業を継続することで、生徒の基礎学力の定着・向上を推進する。

教育アドバイザーの巡回指導を通じて、教員の意識や授業の改善された状況について、生徒の実態や意識調査を実施
し、更なる授業改善につなげるとともに、事業の成果を検証していく。家庭学習アドバイザーの配置を継続していくた
めに、人材の発掘が重要な課題である。

維持・推進

①数学科教員の資質・能力の向上と授業
の改善を推進する。
②家庭学習において既習事項の定着を図
ることで、学習のつまずきを克服し、生
徒の学習意欲が高まり、学習に対する習
熟度を向上させる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010801031300
スクールカウンセラー運営費 教育支援担当課

52,807

区立の幼稚園や小学校、中学校の児
童・生徒及び保護者、学校教職員

小・中学校全校に都費のスクールカウンセラー
を配置するとともに、区費のスクールカウンセ
ラーをサブファミリーを中心に１２名配置し、
各地区の小学校を３～４校受けもつ。また、1
名は教育相談所に配置している。

　 スクールカウンセラーがその立場と役割を明確化し、学校や家庭との連携を図り、相談方法や校内委員会での検
討等の組織的な関わりをもち、児童・生徒一人ひとりが抱える課題を適時、相談を通じ解決に向けた取り組みを強
化していく。また、教育相談体制について見直しをしていく予定である。
　 さらに、教育委員会として、日常的に学校及びスクールカウンセラーと意思疎通や意見交換等を図り、情報の共
有に努めると共に、スクールカウンセラーとしての専門性の向上のために研修等を推進していく。

　児童・生徒のいじめや不登校問題のみならず、友人関係、親子関係、学習関係に起因する問題や、さらに心身に起因
する問題行動、貧困化の問題等の多岐にわたる様々な相談内容に対応していく必要がある。
　その状況のなか、スクールカウンセラーは、学校で働く職員の一員として、学校との連携や教員との情報の共有し、
児童・生徒の臨床心理に関する専門的な知識や経験があり、質の高い人材を確保していくことが課題である。
　学校教育法施行規則の改正により、スクールカウンセラーの法的な位置付けが明確化なり、平成31年度までに原則と
して全公立小中学校に配置する目標を掲げているため国の動きを注視していく。　

維持・推進

いじめや不登校等、児童・生徒の心の問
題に起因する問題行動等の対応のため
に、区立小・中学校へ児童・生徒の臨床
心理に関して高度な専門知識や経験を有
する専門家として、適切に対応すること
により、児童生徒の問題行動等の予防、
解決を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010801032100
スクールソーシャルワーカー事業費 教育支援担当課

12,496

区立の幼稚園、小学校、中学校の児
童・生徒及び保護者、学校教職員

教育に関する知識や社会福祉等の専門的な知識
や技術をもつスクールソーシャルワーカーが、
児童・生徒が置かれた様々な環境へ働きかけた
り、関係機関等とのネットワークを活用し、問
題の解決に向けた支援を行う。

　 学校現場で多様化する児童・生徒の不登校やいじめの問題や家庭における虐待、養育困難、子どもの貧困等に対
し、スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーター等の学校内の専門職と連携を図り、お互いの専門性を

大限に高め、社会資源等の活用を進めていく中で、課題をより多く終結していくよう推進していく。
　また、子どもの貧困化対策等を推進していく上で、学校と家庭、地域とのネットワークを構築し、より専門性を
発揮できるスクールソーシャルワーカーの活用体制を強化していく。

 　児童・生徒のいじめや不登校問題、友人関係、親子関係、学習関係に起因する問題や、さらに心身に起因する問題行
動、貧困化の問題等の多岐にわたる様々な相談内容に対し、学校との連携や教員との情報を共有し、社会福祉資源との
関わりをもつ質の高いスクールソーシャルワーカーの確保していくことが必要である。また、専門性と資質向上のため
の研修等を実施していくことが課題である。
　学校教育法施行規則の改正により、スクールソーシャルワーカーの法的な位置付けが明確化なり、平成31年度までに
原則として全公立小中学校に配置する目標を掲げているため国の動きを注視していく。

拡充

多様化する児童・生徒の問題に対処する
ことで、児童・生徒の取り巻く環境が改
善される。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

組織改正により、事業課を教育支援担当課に変更した。（旧事務事業名：先生サポートほっとらいん事業費）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010802012100
特別支援教育推進費（小学校） 教育支援担当課

76,855

ア、通常の学級に在籍する発達障害
等の特別な教育的支援を要する児童
　　
イ、知的障害を有しない肢体不自由
児等
ウ、知的障害を有する児童

ア、校内委員会、特別支援委員会等の検討によ
り方針を定め、特別支援教室における巡回指導
による支援を実施する。
イ、学校の基礎的環境の整備を行うと共に、介
助員を配置し、学校生活における身体介助や移
動支援を行う。
ウ、個々の教育ニーズに応じて、通常の学級と
の交流及び共同学習を行う。

　 特別支援学級に在籍する児童や特別支援教室での巡回指導を受ける児童の増加を踏まえ、より専門性の高い指導
の充実に向けた取り組みを強化していく。また、介助員の配置を必要とするケースの増加が想定され、合理的配慮
の提供を充実させていく。
　さらに、「第三次東京都北区特別支援教育推進計画」を進めていく中で、特別支援教育シテスムの構築や交流教
育の強化等、新たなる特別支援教育を推進していく。
　

  平成２８年度より区内全小学校に「特別支援教室」が設置され、在籍校で支援が受けられる利点等から対象となる児童
が増加傾向にある。対象児童の情緒面等の課題を解決に向けて、巡回指導教員の専門性を高めるための研修や指導方法
の工夫等が求められている。
　また、特別支援学級に在籍する児童への専門的な指導や交流学習等での取り組み、また合理的配慮への取り組み等を
計画的に推進していくことが課題である。　

拡充

ア、学校での支援体制・判定システムに
より把握された特別な教育的支援を要す
る児童に対し、適切な指導方法による対
応ができる。
イ、学校での教育が円滑に受けられる環
境にする。
ウ、一人ひとりに応じた教育が受けら
れ、通常の学級の児童との交流を深め
る。　　　

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010803011800
特別支援教育推進費（中学校） 教育支援担当課

29,827

ア、通常の学級における発達障害等
の特別な教育的支援を要する生徒
　　
イ、知的障害を有しない肢体不自由
等の生徒
ウ、知的障害を有する生徒

ア、校内委員会、特別支援委員会等の検討によ
り方針を定め、特別支援教室における巡回指導
による支援を実施する。
イ、学校の基礎的環境の整備を行うと共に、介
助員を配置し、学校生活における身体介助や移
動支援を行う。
ウ、個々の教育ニーズに応じて、通常の学級と
の交流及び共同学習を行う。

　「第三次東京都北区特別支援教育推進計画」を進めていく中で、区立中学校での特別支援教室の整備をはじめ、
特別支援教育シテスムの構築等の新たなる特別支援教育を推進していく。
　また、個に応じた適切な指導を実施するため、教職員の資質や指導力等の向上を強化していく。

   中期計画において、中学校での特別支援教室の設置を計画的に進めていくことが位置づけられており、平成30年度か
らの試行、さらに実施に向けた取り組みを推進していくことが求められている。
　また、特別支援学級に在籍する知的障害の生徒や通常の学級に在籍する発達障害等の生徒の複雑な行動特性に対する
多様な指導や支援方法の充実を図るために教職員の資質向上、対応力の向上が求められている。
　

拡充

ア、学校での支援体制・判定システムに
より把握された特別な教育的支援を要す
る児童に対し、適切な指導方法による対
応ができる。
イ、学校での教育が円滑に受けられる環
境にする。
ウ、一人ひとりに応じた教育が受けら
れ、通常の学級の生徒との交流を深め、
心身の向上や学ぶ姿勢を身につける。
　　　　

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010806011300
埋蔵文化財発掘調査事業費 飛鳥山博物館

15,865

周知の埋蔵文化財包蔵地において開
発事業（個人専用住宅等の建設）が
計画され、埋蔵文化財を現状のまま
保存できない場合、当該埋蔵文化財
及び周知の埋蔵文化財包蔵地外にお
いて、遺跡の有無を確認するための
調査が必要とされている土地。

発掘調査を行い、報告書を作成して記録保存す
る。

区民及び事業者の理解・協力を得ながら、適切・的確に業務を進めていくと共に、遺跡の内容や出土資料について
展示や講座などを開催することで広くＰＲしていく。また、中里貝塚においてはその保存活用方法を検討していく
ために、地域代表を含めた検討委員会を立ち上げ、調整を図っていく。

区民並びに開発事業者の文化財保護に対する理解と協力を得て発掘調査を実施することができ、区内各所で貴重な文化
財の出土があった。今後、さらに文化財保護に対する理解を深め、またこれら出土資料を広く普及・活用していくこと
が課題である。また、国史跡に指定されている中里貝塚を適切に保存・活用するために総括報告書の作成に着手すると
ともに、保存活用計画策定にむけて関係諸機関との調整・協議を行った。今後はその保存活用計画の策定を進め、整備
していくことが必要である。

維持・推進

破壊されてしまう可能性のある埋蔵文化
財の記録・保存を行い、出土品等の文化
財を収蔵・管理する。また、その中から
北区文化財保護審議会で指定をするか審
議を経て活用する。発掘調査により出土
されたものを博物館において活用する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010806020100
博物館管理運営費 飛鳥山博物館

132,741

あらゆる年齢層の区民や近隣の住民 ○来館し館内観覧　○常設展示の個人、団体で
の観覧　○小中学校との学習の場としての利活
用　○所蔵資料の提供　○様々な場面を活用し
ての館のＰＲ　○飛鳥山３つの博物館として事
業、ＰＲの実施　○設備維持管理、空調管理を
適正に行い、清掃を徹底し、清潔で快適な利用
環境を維持する。　　

　博物館利用者の一層の増加のためにPRに努め、常設展示等の充実を図り、利用者の満足度を向上させていきた
い。また、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック大会に向けて、諸外国からの来館者の増加も見込まれ
ることから、ユニバーサルデザインに基づく公共サイン等の見直しや多言語に対応する案内や展示のあり方の検討
を進めたい。
　経年劣化した施設・設備の補修・改善を計画的に行っていく。

　平成３０年３月で開館２０周年を迎えるが、その間に博物館資料の増加や調査研究における新たな事象の解明があっ
た。このことを広く一般に公開するための工夫が必要である。
　また、設備・機器の経年劣化のための故障が増えたことから整備が必要である。

維持・推進

飛鳥山博物館を北区における、歴史や文
化について学び育み、創造的に発展させ
る拠点にする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010806020300
北区ふるさと農家体験館運営費 飛鳥山博物館

15,629

一般公開並びに募集による区民等の
参加者を対象として、

施設の一般公開や、地域の伝統文化や生活・民
俗行事の講座、体験事業等を実施する。平成
１９年度に区民を主体として設置された北区ふ
るさと農家体験館運営協議会に施設運営、事業
開催を委託し、区と協働で一層の拡充を図って
いく。

利用者数も増加しており、講座等の参加者からも大変好評を得ている。体験館の運営にあたっては、区民の有志か
らなる北区ふるさと農家体験館運営協議会と更に連携協力し、事業の充実、運営の向上、PRにつとめ、区の内外か
らより多くの人に足を運んでもらえるよう事業を推進していく。
また、開館10年を経過し、茅葺屋根をはじめ、修理を要する箇所が増えてきているため、計画的に施設の保全に努
めていく。

　平成19年度より、施設の管理・運営の一部を北区ふるさと農家体験館運営協議会に委託し、区民との協働のもとに事
業を行っている。２１年度から協議会への委託業務に日常管理業務を加え、専従職員を雇用して、主体性・自立性の向
上をすすめている。区指定文化財の旧松澤家住宅である体験館の保存・活用を、区民との協働により、より良く行って
いくために、運営協議会との協議・情報共有を十分に行うとともに、協議会組織の機能向上に協力していくことが必要
である。

維持・推進

区指定文化財である古民家の保護を図り
ながら、区民の参画による地域文化の体
験学習等が実施され、歴史や民俗への理
解が深まり、地域文化の振興・発展を図
られる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010806030100
図書館運営費 中央図書館

208,350

自己の教養の向上、調査研究、レク
リエーション等のために必要な資料
及び情報を希望する区民

図書資料の充実を図り、館内閲覧、館外貸出等
の方法で利用者に提供する。他にもＤＶＤ等の
視聴覚資料を充実させるなど、身近な学習の場
の充実を図る。

　図書資料について、区民の知的要求にこたえるため、資料収集方針に基づき計画的、効率的な収集を行うととも
に、引き続き電子書籍等含めた電子媒体による資料提供について調査、研究を行う。
　また、学校図書館と地区図書館の連携を強化し、児童・生徒の利用促進を図るための検討を行う。

　生涯学習の推進を図るため、蔵書管理における中央図書館、拠点館、地区館それぞれの役割の再確認及び資料収集方
針の見直しを常に行う必要がある。また、電子書籍を含めた電子媒体による資料提供について検討を行い、区民の知的
要求に応えるべく、あらゆる角度から支援を行う体制を整える。
　高齢者の、図書館利用に向けたサービスを検討・実施する必要がある。又、学校図書館と地区図書館の連携により、
小中学生の児童・生徒の地区図書館の利用促進を検討する必要がある。

維持・推進

生涯学習の拠点として、区民が自己の教
養を高め、調査研究をし、レクリエー
ションなどのために必要なあらゆる資料
を提供し援助する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

117 ページ 平成29年度 事務事業評価



※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010806030300
図書館視聴覚等事業費（総括） 中央図書館

21,710

子どもから大人、障害者、高齢者を
含むあらゆる区民

児童、障害者及び一般区民に向けたサービスの
充実を図るため、各種行事、ボランティア養成
講座、読書や地域資料に関する講座・講演会等
の事業を実施するほか、ＤＶＤ化された映像資
料の活用や、16ミリフィルムの貸出等も行う。
これにより、身近な学習の場の充実、区民との
協働、図書館活動の意義の理解促進を図る。

　学習環境を整備し、障害のある方もない方にも生涯学習の場を提供するために、今後も視聴覚資料の充実及び読
書に関する講演会その他事業を継続していく。また、北区に関する映像資料含む歴史的資料の保存活用から、新た
な利用者層の拡充も図る。
　今まで同様に障害者・高齢者・外国人居住者などの、図書館の利用が困難と思われる潜在的利用者の、図書館利
用をさらに促進していく。

　身近な学習の場の充実を図るため、講演会等各種事業を展開するとともに、職員研修、ボランティア研修を通じ、計
画的な人材育成（質の向上）を図ることが重要である。
　ＤＶＤ化された貴重な映像資料（地域資料）の保存、活用や、「映像アーカイブによる街おこし」事業の協働を進め
る必要がある。
第三期子ども読書活動推進計画（平成27年度～平成31年度）に基づき、小中学校等と連携し子どもたちと読書をつな
ぐ環境を整備する必要がある。

維持・推進

生涯学習の拠点として、区民に自己の教
養の向上や問題解決のために必要な情報
等を提供し、区民のレクリエーションに
資するとともに問題解決を支援する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010806030301
図書館視聴覚等事業費（区民とともに歩む図書館委
員会）

中央図書館

801

おおむね２０歳以上の区民 公募委員３人を含め、学識経験者、区内各種団
体代表、関係職員から成る「区民とともに歩む
図書館委員会」を設置し、年４～５回程度の会
議を開催する。

　区民と協働して発展する図書館を目指すため、引き続き「第五期区民とともに歩む図書館委員会」の中で図書館
サービスのあり方を検討し、その検討結果を今後の運営に活かしていく。併せて、委員会のあり方についても検討
していく。

平成２７・２８年度に第五期委員会を開催し、２９年３月に第五期報告書を教育委員会に提出した。限られた年間開催
数の中で、委員同士の充実した意見交換が可能となるようスムースな委員会運営を行う仕組み作りが課題である。ま
た、１０年（各期２年で五期）の委員会活動が終了した節目でもあり、これまでの報告内容の実践状況の精査や、今後
の委員会の在り方を検討することも必要である。

維持・推進

図書館運営に関する情報を積極的に公開
し、区民との協働により区民が誇れる図
書館を創る検討の場とする。活動を通じ
て図書館の情報公開が進み、図書館運営
に区民の声が反映される。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010806030302
図書館視聴覚等事業費（障害者等サービス） 中央図書館

2,209

障害者をはじめ、図書館利用に不自
由がある方

対面音訳の実施、点訳、音訳資料の作成など、
サービスの充実を図る。音訳されたＣＴを他区
図書館、「サピエ」から借受け、郵送貸出しす
る。外出困難者への宅配サービスを実施する。
区民と協働したサービスを推進するため、音訳
者・点訳者養成講座を実施する。

　ボランティアによる対面音訳、録音・点字資料の作成・貸出、資料の宅配サービス等、あらゆる障害者が利用し
やすいサービスの提供を常に検討していく。　
「北区図書館活動区民の会」や障害者団体との連携を図り、図書館利用のサポート体制を充実させる。また、図書
館サービスを受けにくい人に対する支援という視点から、高齢者等を視野に入れた障害者サービス拡大の可能性を
検討する。

　対面音訳、宅配サービスについて、障害者の方が利用しやすいサービス提供環境の整備を図るとともに、そのＰＲ方
法を充実させていくことが必要である。
　また、録音図書・点字図書については、資料数、利用者ニーズともにDAISY図書（デジタル録音図書）・マルチメ
ディアDAISYへと移行している。これら、新たなメディアが高齢者や学習障害の児童生徒へのサービスとしても有効で
あることから、障害者サービスの位置づけについて再検証する必要がある。

維持・推進

図書館サービスを受けにくい人々に対
し、図書館利用を制限することのないよ
う、サポート態勢を整え、幅広い区民の
利用向上を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010806030303
図書館視聴覚等事業費（児童サービス） 中央図書館

14,426

０歳～乳児、幼児、小学生とその保
護者、および中高生

「北区図書館活動区民の会」、ボランティアと
協働してブックスタート、各館での子ども、保
護者を対象にしたおはなし会等を開催する。講
座・講習会を開催し、子ども読書活動支援にか
かわる人材の育成を図る。学校図書館との連
携・協力を密にし、児童・生徒の読書習慣つく
りに努める。

　　幼稚園・保育園・学校・児童館やボランティア団体との連携をさらに深め、利用者のニーズに合わせた事業を
展開し、子どもの読書環境の整備に努める。また、第三期子ども読書活動推進計画に基づき子ども未来部との連携
をより一層強め、子ども読書活動の推進を図る。　　

　読書習慣の入り口であり、基礎づくりの場である乳児向けおはなし会の充実、魅力的な学校図書館づくりに向けての
学校・教諭との連携・協力、学校と連携をしての小中学生の読書習慣づくり、ビブリオバトル開催などによる中・高校
生世代への働きかけ。
　また、新規ボランティアの育成、活動しているボランティアのスキルアップの機会の提供。　

維持・推進

子どもたちが本を読みたいときはいつも
本を手にすることができるようにする。
子どもたちが“本を読みたい”気持ちが
起きるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010806030304
図書館視聴覚等事業費（その他の事業） 中央図書館

4,273

　地域において学習活動の場を設
け、それを実施しようとする人た
ち、図書館でボランティアをしよう
とする人たち、北区の部屋を活用し
地域に関する学習を深めようとする
人たち。

　図書館ボランティア基礎講座の開催、地域の
歴史、古文書に関する講座の開催、子ども向け
地域資料「北区の歴史はじめの一歩」の該当地
域小学校への頒布、16ミリ映写機、フィルムの
貸出及び映写機検定の実施。

　地域コミュニティの形成と活性化を図るため、北区に関する情報を様々な形で発信していく。全地区揃った『北
区の歴史はじめの一歩』について、学校等での活用を推進していく。
また、北区に関する映像資料など新たな地域資料の活用にも注視し、図書館資料に結び付けた幅広いテーマの講座
開催など、図書館活動の積極的な情報発信を継続的に行い、区民との協働をさらに深めていく。

　地域資料専門員を中心とした「北区の部屋」における事業、「北区の歴史はじめの一歩」の活用方法の検討などを行
い、図書館から情報発信を継続していくことで、図書館活動の意義の理解促進を図る。なお、そのためには関係機関や
区民と幅広く連携していく必要がある。また、資料保存の新たな方法として、　ＤＶＤ化された貴重な映像資料（地域
資料）の保存、活用、電子アーカイブ等に関する情報収集・検討を行う必要がある。

維持・推進

　協働及び図書館活動に対する意識を高
め、ボランティア活動の充実を図る。地
域資料の充実とＰＲを進め、区民の生涯
学習を推進する。視聴覚機材の貸出によ
り、図書館外での学習機会の場の提供を
行う。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010801020700
学校適正配置関係経費 学校適正配置担当課

17,170

区立小学校 東京都北区立学校適正配置計画に基づき、対象
ブロック毎に、小学校適正配置検討協議会を設
置し、小学校の適正配置に向けた協議を推進す
る。また、適正配置に向けた協議終了後は、統
合新校開設に向け、統合を円滑に進めるための
協議を行う。

東京都北区立学校適正配置計画に基づき、対象ブロック毎に、小学校適正配置検討協議会を設置し、小学校の適正
配置に向けた協議を推進する。また、適正配置に向けた協議終了後は、統合新校開設に向け、統合を円滑に進める
ための協議を行う。
なお、事業費については、統合新校の開設に向けた経費、教育環境整備に向けた経費が必要となるため、増額とす
る。

　区民に適正配置の目的をご理解いただくためには、協議を重ねていくことが必要不可欠であるため、東京都北区立学
校適正配置計画においては統合新校開校までに要する期間を３年としている。

拡充

適正規模の確保を基本としながら、地域
やその他の状況を勘案し、全ての区立小
学校が、少なくとも当面存続規模以上を
確保する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304011200
子ども医療費助成費 子ども未来課

1,303,582

0歳から中学校３年生（１５歳の年
度末）までの児童及び高校生等
（１８歳の年度末まで）

　子どもに係る健康保険適用の通院・入院医療
費の自己負担分を助成する。
　高校生等については、入院医療費の自己負担
分を助成する。

　少子化傾向の中、安心して子どもを産み、育てることができる環境整備の一環として、子育て世代の経済的負担
の軽減を図るため、国・都の動向や他区、近隣市の状況を踏まえつつ事業を継続して実施していく。
　なお、事業内容については維持・推進だが、北区では近年、年少人口が増加傾向にあり、事業費の増額が見込ま
れる。

　少子化が進行するなかで、安心して子どもを生み育てることができる環境整備が求められている。全国 高水準の助
成事業で、区民の子育てを支援していく。
　なお、北区では保育園の待機児童解消策等が奏功し、年少人口が増加傾向にある。反面、それに伴い助成費の財政負
担が重くなっている。

維持・推進

子育て家庭の経済的負担の軽減を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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010304011400
地域ふれあいパトロール事業費 子ども未来課

31,131

児童館・学童クラブ利用児童及びそ
の地域の子どもたち

シルバー人材センターに委託し、４月及び、
１０月から翌２月までの間に児童館・学童クラ
ブの周辺をパトロールする。

　引き続き、子どもたちの安全安心を確保するため、現状水準を維持して事業を継続していく。
　なお、事業費については、学童クラブの新設に伴い増額する。

子どもの安全確保の観点から、年間を通じたパトロールを求める声もある。

維持・推進

放課後における子どもたちの安全を確保
する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304050100
児童館運営費 子ども未来課

497,591

児童館は、児童福祉法による児童厚
生施設として０歳から１８歳未満の
児童を対象

○各児童館では、その地域の子ども達が共に利
用し、様々な遊びを考えたり、昔からの伝承遊
びを指導したりしている。
○乳幼児の子育て支援として、乳幼児クラブの
集い（午前）を行う。
○地域の青少年団体等と共催事業を行い地域、
家庭共に協力し合って、子育ての支援を強化し
ていく。　

　２９年度までに栄町・浮間・神谷南・西ケ原東の４児童館を子どもセンター（浮間はティーンズセンター併設）
へ移行した。今後も放課後子ども総合プランの導入など周辺環境が整った児童館から順次移行していく。　　ま
た、岩淵・中里・上十条児童館に続き、２９年度末にも１館を機能統合により廃止する予定である。

　平成２６年８月に策定した子どもセンター及びティーンズセンターの事業計画・配置方針を踏まえ、平成２９年度ま
でに栄町児童館・浮間児童館、神谷南児童館、西ケ原東児童館の４館を「子どもセンター」へ移行した（浮間はティー
ンズセンター併設）。これらの実績を踏まえ、今後も他の児童館を同センターへ円滑に移行していく必要がある。
　あわせて、平成２９年３月末までに岩淵児童館、中里児童館、上十条児童館を統合・廃止した。今後も配置方針に基
づく適正数まで児童館を統合する必要があり、地元の理解を得ながら円滑かつ着実に進めていかなければならない。

縮減

地域の子どもたちが気軽に立ち寄って、
学びや交流ができるようになる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

「子どもセンタ－事業計画」「同配置方針」等を踏まえ、①２９年４月に西ケ原東児童館を子どもセンターに移行した。（移行済み計４箇所）　②上十条児
童館を２９年３月末に統合・廃止した。（統合・廃止済み計３館）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304050200
子どもセンター等運営費 子ども未来課

96,857

　児童福祉法による児童厚生施設と
して、子どもセンターは主に乳幼児
親子を、ティーンズセンターは中・
高校生を対象

子どもセンターでは、乳幼児親子が一日過ごせ
る居場所を提供するとともに、「子どもの育
ち」や「親育ち」に着目した事業を展開する。
ティーンズセンターでは、中高生世代が「安心
していられる居場所」を提供するとともに、存
在感や達成感を充足できる事業を展開する。
　　　　　

　平成２９年度までに栄町・浮間・神谷南・西ケ原東の４児童館を子どもセンターへ移行した（浮間はティーンズ
センター併設）。平成３０年度は、放課後子ども総合プランの導入により周辺環境が整った２児童館を子どもセン
ターへ移行する。

　特に児童館からティーンズセンターへの移行に関しては、既存の施設を転用するため、中高生からの要望が多い「音
楽室（防音設備が必要）」「体育館（球技ができる規模）」等を提供することができない。ハード面の制約がある中
で、いかにして中高生世代から魅力を感じてもらえるティーンズセンターとしていくか工夫が求められる。

拡充

　居場所の確保と乳幼児親子に対する支
援の充実、中高生世代への自己実現の
場・社会体験機会の提供や抱えている課
題への対応・支援等を行う。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成２８年度に栄町児童館、浮間児童館、神谷南児童館の３館を、平成２９年度に西ケ原東児童館を子どもセンターへ移行した。（浮間はティーンズセ
ンター併設）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010304050400
留守家庭児童対策費 子ども未来課

471,977

区内の小学校に在学する児童、区内
に居住し区外の小学校に在学する児
童で、放課後帰宅しても、保護者が
就労等のため留守になる家庭の児童
（対象児童：平成２６年度までは１
年生～３年生。２７年度からは小学
校全学年（児童福祉法の改正））

平日は下校時から午後６時まで（延長利用：午
後６時～７時）、学校休業日は午前８時１５分
から午後６時まで（延長利用：午後６時～７
時）児童を育成する。
※４年生～６年生は学童クラブ特例利用とし
て、児童館または放課後子ども総合プランの一
般登録の中で対応する。

　引き続き、小学校毎の利用者数の偏在や児童数、学級数の増加を考慮しながら、待機児童解消に向けて学童クラ
ブの新設や定員拡大等の環境整備に努めていく。
　また、計画事業である「放課後子ども総合プラン」の全校実施に向けて、校外設置学童クラブの学校内移転を進
めていく。

　毎年学童クラブの新設や定員拡大等を行い待機児童の解消に努めているが、地域により利用申請者が偏在するため、
平成29年4月1日現在で１１５名の待機児童が発生するなど、待機児童は急増傾向にある。
　待機児童を発生させないための施設確保や弾力的な学童クラブの運営が本事業の課題であり、「わくわく☆ひろば」
の全校導入、それに伴う学校外設置学童クラブの校内移転を進めていくため、学校や学校改築施設管理課をはじめ関係
各課等との連携を一層強化していく必要がある。

拡充

留守家庭の児童の安全を図るとともに、
異年齢集団の良さを活かした健全な遊
び、基本的生活習慣を身につけ、児童の
健全育成を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成２９年度から全ての学童クラブで育成時間を拡大した。（２８年度には、区直営クラブ４０箇所のうち２１箇所で時間拡大を先行実施していた。）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304050600
放課後子ども総合プラン推進事業費 子ども未来課

680,300

学童クラブ利用児童を含むすべての
小学生

①平日の放課後や土曜日、長期休業期間に小学
校を会場に、子どもが安全で安心して遊びや学
習、体験・交流活動できる居場所を提供する。
②実施校ごとの実行委員会を組織し、地域住
民・保護者等の参画を得て実施する。

平成３０年度は新たに新規校５校を開設し、実施校数を２９校とする。

 ・運営スタッフや地域のボランティア等人材の確保。
 ・実施校が増加することによって増える執行体制についての強化。

・活動場所の確保。

拡充

①子どもたちが地域の中で安心して過ご
せる環境が生まれるとともに、学習意欲
が高まり様々なことが体験できる。また
遊びをとおして他学年の児童とふれあう
ことができる。②周辺地域の大勢の大人
たちが活動に関わることができる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

実施校は合計２４校。これまでの１９校に加えて、新たに５校（王子第二小・十条台小・西が丘小、滝野川第三小・西ケ原小）で放課後子ども総合プラン
を実施した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010304051200
親育ちサポート事業費 子ども未来課

3,425

乳幼児（０～５歳）を育てる親 地域の子育て支援施設である児童館でカナダ生
まれの親支援プログラム「ノーバディズ・パー
フェクト・プログラム（ＮＰプログラム）」を
開催する。
プログラム開催にあたり、児童館職員をファシ
リテーター（進行役）として養成する。

　児童館の統合や児童館での実施事業の多様化に伴い、ＮＰプログラムの開催回数は減少しているが、受講者アン
ケートによる満足度は高い。
　平成２９年度には新規講座としてワーキングマザーを対象とするＮＰを土曜日に実施したところ好評を博したの
で、来年度は回数増も視野に検討していく。

平成２５年度から父親向けの講座や再受講者限定の講座など事業の充実を図っているところであるが、更にニーズを反
映した事業を展開していくほか、親たちが一過性の講座参加にとどまらず、その後のつながりが広がるような支援をし
ていく必要がある。

維持・推進

親がいきいきと自信を持って子育てがで
きるよう支援する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201011300
外国人学校児童生徒保護者負担軽減費 子育て施策担当課

12,630

外国人学校に園児・児童・生徒を通
学させている保護者

外国人学校に児童等を通学させている保護者か
らの申請により、保護者に対し補助金を交付す
る。

幼稚園や保育施設の保育料に対する負担軽減の状況や、外国人学校の授業料の動向を見極めつつ、事業を継続す
る。

保護者の教育費に対する経済的負担軽減並びに多文化共生のまちづくり推進の観点からも、今後も必要な事業であると
考える。

維持・推進

外国人世帯における教育費に対する経済
的負担を軽減する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201070100
私立幼稚園等保護者負担軽減事業費 子育て施策担当課

336,044

北区内に住所を有する園児を私立幼
稚園に通園させている保護者

子ども・子育て支援新制度に移行しない幼稚園
に通園する園児の保護者（区内在住者に限る）
に対し、実際に納入した入園料・保育料の範囲
において、保護者の申請により補助金を交付す
る。

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るために、国や東京都が進める負担軽減策についてはきちんと対応しつつ、区
内区立幼稚園及び私立幼稚園の保育料等を勘案しながら、事業を継続していく。

　平成２７年度からの子ども・子育て支援新制度の本格実施に伴う新制度園への移行がなかなか進まない中で、国が進
める幼児教育の段階的無償化の進捗、さらには公私格差・幼保格差解消の動きにも注視しつつ、事業を実施していく必
要がある。

維持・推進

公私格差を緩和し、子育てに伴う経済的
負担を軽減する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年度より、補助金算定に係るシステムを導入。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201070200
私立幼稚園就園奨励費 子育て施策担当課

276,720

北区内に住所を有する園児を私立幼
稚園に通園させている保護者

子ども・子育て支援新制度に移行しない幼稚園
に通園する園児の保護者（区内在住者に限る）
に対し、実際に納入した入園料・保育料の範囲
において、保護者の申請により補助金を交付す
る。

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るために、国や東京都が進める負担軽減策についてはきちんと対応しつつ、区
内区立幼稚園及び私立幼稚園の保育料等を勘案しながら、事業を継続していく。

　平成２７年度からの子ども・子育て支援新制度の本格実施に伴う新制度園への移行がなかなか進まない中で、国が進
める幼児教育の段階的無償化の進捗、さらには公私格差・幼保格差解消の動きにも注視しつつ、事業を実施していく必
要がある。

維持・推進

公私格差を緩和し、子育てに伴う経済的
負担を軽減する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

例年の国の幼児教育の段階的無償化の取り組みに伴い、低所得世帯を中心とした保護者負担の軽減を図られ、北区の要綱も改正。また、平成29年
度より、補助金算定に係るシステムを導入。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

0102010703
私立幼稚園施設型給付費 子育て施策担当課

53,551

北区民児童が通園している新制度に
移行した私立幼稚園

対象園に通う北区児童数に公定価格を乗じた額
より、対象児童の世帯の所得により決定する保
育料を差し引いた施設型給付費を支給する。

　今後とも私立幼稚園に対しては、認定こども園及び新制度の幼稚園の移行を支援していくが、今のところ、運営
者からは、移行については慎重に検討したいとの声が多く寄せられている。

　平成２７年度から本格実施となった子ども・子育て支援新制度に基づく新しい制度である。処遇改善等の公定価格加
算が変更される等、毎年、複雑化しており、国の動向に注視するとともに、園運営者に対し丁寧に説明する必要があ
る。　　

維持・推進

対象園の園の運営が円滑に行われるよう
にする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

例年、国による公定価格等が見直しよる単価や加算項目の変更がある。（H２８年度から、認定こども園は、別の科目に移行）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201070500
私立幼稚園入園祝金支給費 子育て施策担当課

44,267

北区内に住所を有する園児の保護者 北区内に住所を有する園児の保護者で、当該年
度に私立幼稚園に入園し入園料を支払った者か
らの申請に基づき祝金を交付する。

今後も、子育て家庭を支援し経済的負担の軽減を図るために、区内区立幼稚園及び私立幼稚園の入園料や近隣他区
の状況等を勘案しながら、事業を継続していく。

　入園祝い金でありながら、手続きの関係から支給が８月となってしまっていたが、事務のあり方を見直し、早期に支
給できる形を検討していく。

維持・推進

公私格差を緩和し、子育てに伴う経済的
負担を軽減する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年度より、補助金算定に係るシステムを導入。また、平成29年度は、昨年度よりひと月早い保護者への振込をめざし、処理を実施。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201070600
私立幼稚園幼児教育振興費 子育て施策担当課

29,212

区内私立幼稚園 私立幼稚園の預かり保育事業と、安全管理及び
幼児の安全確保のために実施する非常通報装置
（学校１１０番）の保守経費に対し、設置者の
申請により補助金を交付する。

今後も区内私立幼稚園が行う預かり保育事業と安全管理を支援するため、事業を継続していく。
また、待機児童解消のため、東京都が実施する預かり保育の補助、及び北区の補助を精査し、園へ預かり保育の推
進を図る。

　昨年度、保護者ニーズの高い長時間預かり保育の拡充するための補助を創設したが、実施園数の増にはなかなかつな
がっていない状況である。また、私立幼稚園からは、特別な配慮が必要な児童の受け入れに対する助成や、園児の健康
管理を行う上での嘱託医報酬等に対する助成等について要望が挙げられている。

維持・推進

保護者が幼児を安心して預けられるよ
う、幼稚園の預かり保育事業及び安全管
理体制の充実を図る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

長時間預かり保育補助の運営費補助の交付開始（実施園４園）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304060100
保育所改修費 子育て施策担当課

321,029

保育施設
保育園への入園希望者

保育需要を正確に把握したうえで、既存保育施
設の整備・拡充する。

　保育園待機児童解消は区政の 重要課題の一つであり、今後も保育所併設している施設が遊休化となれば、改修
工事を行い、定員拡大を図っていく。ただし、平成２８年度、平成２９年度に実施する緊急対策の中で、ある程度
の伸びを想定した保育需要には対応できる見込みであることから、平成３１年度以降の計画については、ある程度
慎重に対応していく。

　今後も保育需要の増加が見込まれることから、既存保育所と併設している施設が遊休化した際に、保育所として使用
できるよう改修工事を行う。また、老朽化した保育所については、今後長期的に耐用できるよう必要な改修工事を行
う。　　　

維持・推進

待機児童解消を図る

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304070200
私立保育所整備費助成 子育て施策担当課

1,966,427

保育施設
保育園への入園希望者

保育需要を正確に把握したうえで、保育施設を
整備する。

　保育園待機児童解消は区政の 重要課題の一つであり、今後も喫緊の課題としてスピード感をもって対応してい
くが、平成２８年度、平成２９年度に実施する緊急対策の中で、ある程度の伸びを想定した保育需要には対応でき
る見込みであることから、平成３１年度以降の開設については、ある程度慎重に対応してく。

　今後も保育需要の増加が見込まれることから、更なる受け入れ数の増加を図る。また、整備については、民間施設の
誘致を基本としながらも、あらゆる方策を検討し、地域の保育需要及び既存民間施設との立地に配慮しながら進めてい
く。ただし、具体的な保育ニーズの伸びを予測することはたいへん困難である。

縮減

待機児童解消を図る

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

03040308
私立認定こども園施設型給付費 子育て施策担当課

121,489

北区民児童が通園している新制度に
移行した私立認定こども園

対象園に通う北区児童数に公定価格を乗じた額
より、対象児童の世帯の所得により決定する保
育料を差し引いた施設型給付費を支給する。

　今後とも私立幼稚園に対しては、認定こども園及び新制度の幼稚園の移行を支援していくが、今のところ、運営
者からは、移行については慎重に検討したいとの声が寄せられている。

　平成２７年度から本格実施となった子ども・子育て支援新制度に基づく新しい制度である。処遇改善等の公定価格加
算が変更される等、毎年、複雑化しており、国の動向に注視するとともに、園運営者に対し丁寧に説明する必要があ
る。また、従来制度の幼稚園から認定子ども園の移行が、なかなか進捗していない状況にある。

維持・推進

対象園の運営が円滑に行われるようにす
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

事業ＩＤが変更となる。（福祉費から教育費へ）
例年、国による公定価格等が見直しよる単価や加算項目の変更がある。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

08050203
私立認定こども園補助事業費 子育て施策担当課

9,612

北区民児童が通園している新制度に
移行した私立認定こども園に通園し
ている園児保護者および施設

・対象園児の保護者（区内在住者に限る）に対
し実際に納入した入園料・保育料の範囲におい
て、保護者の申請により補助金を交付する。
・また施設の教職員配置に対して、設置者の申
請により補助金を交付する。

　今後とも私立幼稚園に対しては、認定こども園及び新制度の幼稚園の移行を支援していくが、今のところ、運営
者からは、移行については慎重に検討したいとの声が寄せられている。

　認定子ども園においても、施設型給付に加え、従来型の私立幼稚園と同様に園児が安全に幼稚園生活を送れるような
環境づくりのため、当事業は有効に活用されており、また、従来型園から新制度園への移行を促進するうえでも必要な
事業と考えている。

維持・推進

・対象園児の世帯の保護者負担軽減
・園の円滑な運営

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

事業ＩＤが変更となる。（福祉費から教育費へ）

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304011100
私立保育所補助費 保育課

785,576

保護者の就労などのために保育が必
要な０～５歳児までの児童と一時預
かり、年末保育を利用する区内在住
の児童、それらの児童を養育してい
る保護者、及び私立保育園。

区内の私立保育園に対し、在籍児数を算定基準
として、特別支援児保育、寝具乾燥、施設整
備、延長保育、保健衛生、運営事務費、年末保
育実績等についての補助を実施する。

保育行政の一翼を担う私立保育園の安定的経営と児童の安全、保育サービスの質の確保を図るため、公定価格に含
まれない補助項目について本事業による支援を継続実施していく。

待機児の解消をはじめ、保護者が安心して子どもを預けられる保育園の体制を図るために、今後も多様な保育サービス
を推進する必要がある。子ども子育て制度による公定価格が導入されたことにより従来よりも幅広い項目について補助
対象となったが、引き続き保育園運営に必要な支援を行い、利用者へのサービス充実に努めなければならない。

維持・推進

（区内私立保育所）円滑な園運営が行え
るようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

子ども子育て新制度の開始に伴い、国の補助内容に新たな加算が設けられた。そのため、従来の補助項目、内容、単価について整理を行った。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010304011600
認証保育所等保育料補助費 保育課

77,760

認証保育所や定期利用保育施設等、
自治体が運営を助成する認可外保育
施設（家庭福祉員は除く）に、通所
する児童の保護者

保育料の一部を助成するため、月額で
１５,０００円を交付する。

都補助金を活用し認可保育園保育料との差額に応じた補助体系としたことにより、認証保育所及び定期利用保育施
設に通所する児童の保護者の経済的負担の緩和に一定の効果が期待できる体制づくりを図ってきた。しかしながら
都補助金が時限であることから、引き続き補助体系の見直しを検討するとともにバランスを考慮し推進していく。

認可保育園保育料との差額に応じた補助体系としたことにより、保育ママ等他の保育施設の保育料と不均衡が生じる可
能性があるとともに財源を支えている東京都補助金が時限であることから、引き続き補助体系の見直しを検討する必要
がある。

維持・推進

認可保育所に入所できない保護者の経済
的な負担を軽減緩和する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

一律補助１５，０００円としていたものを、認証保育所等における基本保育サービス（保育標準時間の範囲内）と、認可保育園に通園した場合の保育料
の差額に応じた補助体系とする。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304020100
保育所運営費 保育課

2,446,155

保護者の就労などのために保育が必
要な０～５歳児までの児童とそれら
の児童を養育している保護者

区直営保育園において、保護者等の委託を受け
て保育を実施する。

指定管理者制度の導入や調理用務業務の全園委託化を計画的に実施するなど、運営費の抑制に努めている。
今後も、効率的な運営を継続するとともに、保育環境の改善を計画的に実施するなど、さらなる保育の質の向上を
図っていく。

指定管理者制度の導入や調理用務業務委託を全園で行うなど、効率的な運営費執行を図る取り組みを進めている。
一方で、施設老朽化に伴う修繕等の維持経費や定員増への対応などにより運営費は増加傾向にある。

維持・推進

共働き世帯、親族の介護などの事情によ
り、家庭で保育のできない保護者が安心
して質の高い保育サービスが受けられる
ようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

音無つぼみ保育園及び清水坂つぼみ保育園を新たに開設した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304030100
私立保育所委託費 保育課

4,884,369

保護者が就労などで保育が必要な０
～５歳児までの児童とそれらの児童
を養育している保護者

「北区内在住の保育が必要な児童」の保育を実
施する区内外の私立認可保育所及び区外公立保
育所を運営する自治体に対し、保育に携わる人
件費等を支払う。

私立保育園は公立保育園とともに待機児童解消の重要な役割を担っている。本事業は国や都が定める私立保育園運
営のための 低限必要な基礎的費用であり、今後も推進していく。

公立保育園と同様に、私立保育園は待機児解消のための重要な柱となっており、継続して支援を行う必要がある。公定
価格の導入と旧東京都基準の継続を行うとともに、保育士の処遇改善の実施等各保育施設の運営に効果的なものとなる
よう、定着させていかなければならない。

維持・推進

各保育施設で安心して質のよい保育サー
ビスが受けられるようにする。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010304030200
家庭福祉員（保育ママ）費 保育課

38,520

保護者が就労などで家庭で保育でき
ない０～２歳児までの児童とそれら
の児童を養育している保護者

児童の保育について保育士などの資格があり保
育経験を有する人を家庭福祉員として認定し、
児童の保育を委託する。

待機児解消において、地域の人材、資源を活用するにあたり、家庭福祉員は有効な事業である。現在、認可保育園
の開設を推進しており、本事業については、現状維持とする。

保育が必要な児童を家庭的な環境の中で保育する事業であり、区民に潜在する子育て力を保育ニーズに役立てることの
できる制度である。現在、家庭福祉員には子ども子育て制度と旧制度の２種類あり、各施設や規模に合わせた制度選択
が求められている。

維持・推進

保護者が就労などで家庭で保育できない
０～２歳児までの児童を家庭的環境の中
で保育する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304030300
定期利用保育施設補助費 保育課

49,184

保護者が就労などで家庭で保育でき
ない０～２歳児までの児童とそれら
の児童を養育している保護者

保育を必要とする児童の保育を目的とする基準
を満たした施設に対して助成する。

待機児童対策において、現在、認可保育園の開設を推進しており、本事業については、現状維持とする。

待機児童解消のため、パートタイム就労などの多様化した保護者の就労形態に対応できる施設であり、継続して支援を
行う必要がある。なお、定期利用保育事業は平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度では、施設給付の枠
外事業であるが、引き続き、都事業として実施していく必要がある。

維持・推進

認可保育園では満たしきれない０～２歳
児までの保育を必要とする児童を保育す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304030500
地域型保育事業費 保育課

804,197

保護者が就労などで家庭で保育でき
ない０～２歳児までの児童とそれら
の児童を養育している保護者

区内在住の保育を必要とする児童の保育を目的
とする区が認定した施設に対して補助を行う。

待機児童対策においては現在、認可保育所を中心に開設を推進しているが、地域型保育事業は低年齢児の待機児童
解消に有効な事業であることから、認可保育所を補完する形で拡充する。

低年齢児の待機児童解消のため、子ども・子育て支援制度の開始とともに地域型保育事業として小規模保育事業所を開
始した。現在は事業所内保育所も開始となったほか医療ケアが必要な児童を対象とした居宅型も実施している。低年齢
児に特化した施設であることから卒園後の受け皿となる等の連携施設の設定が課題である。

拡充

認可保育所では満たしきれない０～２歳
児までの保育を必要とする児童を保育す
る。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

４月から始まった子ども・子育て支援新制度の地域型保育事業の一つである小規模保育事業へ移行した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010304030600
認証保育所補助費 保育課

343,452

保護者が就労などで保育が必要な０
～２歳までの児童とそれらの児童を
養育している保護者

区内在住の児童が入所する認証保育所に対し補
助を行う

公私立の認可保育園と同様に待機児童解消のための重要な役割を担っている。本事業は都が定める施設運営のため
の 低限必要な基礎的費用であり、今後も推進していく。

公私立の認可保育園と同様に待機児童解消のための重要な柱となっており、継続して支援を行う必要がある。入所調整
を必要としない契約制度であり、一定のニーズがあることから利用者向けの保育料補助とともに運営を支えていく必要
がある。

維持・推進

各保育施設で安心して質の良い保育サー
ビスが受けられるようにする

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成27年度の子ども子育て支援制度開始に伴い、児童保育委託費にあった認証保育所への補助費を分けて編成した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304030700
病児・病後児保育サービス事業費 保育課

20,125

就労等により保育が必要な６か月か
ら就学前までの児童で、病気及びそ
の回復期のため集団保育が困難な時
期の児童

・専門の保育施設での保育（施設型）
・居宅訪問型保育サービスを利用した際に利用
料金の一部を助成

子育て中の保護者にとって、病中や病気回復期の保育及び看護ケアに対応する事業として重要な役割を担ってお
り、子育てと就労の両立支援を今後も推進していく。

病児病後児保育施設は、できるだけ身近な場所に設置することが望ましいと考えられる。従来の施設型病後児１施設に
加え、民間による居宅訪問型病児サービスの利用料の一部助成を平成27年度に開始した。平成29年度には病院併設型
の病児病後児保育も開始、今後は利用者数の推移を注視していく。

維持・推進

病気等により、保育施設では預かれない
保育の必要な児童を保育する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成29年度から、病院に併設される病児病後児保育施設にて病児保育サービス事業を新たに開始した。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201070300
配偶者等からの暴力防止対策費 男女いきいき推進課

9,322

①夫婦、恋人、親子間など親密な関
係者間の暴力及び家庭、地域、職場
などの問題に起因する様々な悩みを
持つ女性及び男性。
②パートナーから深刻なＤＶを受け
ていてる被害者
③区民全般

①女性の臨床心理士や専門相談員による「ここ
ろと生き方・ＤＶ相談」により心のケア及び各
種情報提供等相談者の状況に応じた支援を行
う。
②また、配偶者暴力防止相談支援センターにＤ
Ｖ専用ダイヤルを設置し、身体や生命に危険を
生じているＤＶ被害者に対して迅速な対応をす
るとともに相談証明書等の発行や関係部署、機
関と連携により支援の行う。
③ＤＶ防止について広く理解が得られるよう啓
発講座やチラシ、パンフレット等により周知を
図る。

平成２８年４月に「ＤＶ専用ダイヤル」を開設した。「こころと生き方・ＤＶ相談」とともに、寄せられた相談等
に対して、迅速かつ適切な対応をするため、庁内各所管や警察等外部の関係機関との連携を更に強化する。

「こころと生き方・ＤＶ」相談及びＤＶ専用ダイヤルに寄せられる相談等にについて、状況により迅速に支援を行う必
要があるため、引き続き関係部署及び関係団体等との連携強化を更に進める必要がある。また、相談窓口の周知につい
てはリーフレットやＤＶ専用ダイヤルカード等により粘り強くＰＲを行っていく必要がある。さらに今後、性的少数者
に対する相談のあり方を検討する必要がある。

維持・推進

①相談者は困難な問題や悩み事等につい
て、解決に向けて進む。
②状況に応じてＤＶ被害者は一時避難
し、安全等を確保する。加害者に対して
防御する等の対策をとる。、
③配偶者等からの暴力の防止及び被害者
の支援の必要性について、区民の理解が
深まる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010201080100
男女共同参画推進事業費 男女いきいき推進課

16,556

あらゆる分野における区民一人ひと
りとこれらが形成する地域社会。

北区男女共同参画行動計画「第５次アゼリアプ
ラン」に基づき、施策を推進し、男女共同参画
に関する意識啓発を行う。　　　

北区男女共同参画行動計画「第５次アゼリアプラン」に基づき、施策の継続的な推進を図り、男女共同参画社会の
実現をめざす。また、プランの実効性を更に高めるため、社会情勢の変化等を勘案しながら、事業の見直しを行
う。

１、男女共同参画条例や北区男女共同参画行動計画（アゼリアプラン）を積極的に区民に対し周知を図る。
２、北区男女共同参画行動計画（アゼリアプラン）の成果指数の達成をめざして施策、事業を着実に推進する。

維持・推進

男女が社会の対等な構成員として、自ら
の意思によって社会のあらゆる分野にお
ける活動に参画する機会が確保され、男
女が均等に政治的、経済的、社会的及び
文化的利益を享受することができ、とも
に責任を担うべき社会を形成することの
重要性を認識する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

アゼリアプラン策定３年目での「中間の見直し」を行う。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010201080200
スペースゆう運営費 男女いきいき推進課

16,162

あらゆる分野における区民一人ひと
り。男女共同参画を推進する団体。

北区さんかく大学をはじめ、各種啓発講座等の
開催。男女共同参画推進団体の交流及び活動場
所の提供、情報の収集と提供並びに各種相談事
業の実施。

北区の男女共同参画活動拠点施設である当センターが、区民に広く認知され、男女共同参画推進のための利用が一
層促進するよう、活動団体との連携を図り、事業の更なる充実を図っていく。

１、センターの認知度の向上を図る。
２、センターの活性化を図るため、センター登録団体のあり方等について見直しを図る。
３、保育ボランティアの確保が困難な状況から、今後、セミナー及び相談事業における託児事業のあり方を検討する必
要がある。

維持・推進

男女共同参画に関する知識が深まり、男
女共同参画の視点が養われる。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

施設の名称が「男女共同参画センター」から「スペースゆう（男女共同参画活動拠点施設）」に変更になった。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010601040400
女性の活躍推進事業費 男女いきいき推進課

0

「キャリアアップセミナー」は、主
に現在就労中でキャリアアップ等を
目指している女性。また「起業家支
援セミナー」は、これから「起業」
を考えている女性。

「キャリアアップセミナー」ではキャリアアッ
プ及びリーダーシップに関して、また、「起業
家支援セミナー」では事業コンセプトシート作
成までの知識・情報の習得を図る。

引き続き「キャリアアップセミナー」、「起業家支援セミナー」ともに、セミナー終了後のフォローアップ講座及
び個別相談、交流会により、モチベーションの維持を図り、キャリアアップ並びに起業につなげるよう、事業を展
開していく。また、再就職支援及び職場復帰準備セミナーにより、いわゆるＭ字カーブの下支えを行う。さらに事
業の特性から託児の受入体制の拡充を検討する。

各セミナー事業ともに、セミナー終了後の参加者のモチベーションの維持をどの様に支援するかが課題である。また、
起業家支援については、事業コンセプトの改善・向上や起業情報等の提供などの継続的な支援が必要であり、個別相談
をはじめ産業振興課及び産業関係団体等との連携支援の強化を更に進める必要がある。また、保育ボランティアの確保
が困難な状況から、今後、セミナーにおける託児事業のあり方を検討する必要がある。

拡充

キャリアアップセミナーでは、自身のレ
ベルアップが図られ、職務上、より責任
のある立場に就く。起業家支援セミナー
では、自身の目指していた分野・業態の
事業を行い、活躍する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

事業内容の充実を図るために、再就職準備セミナー及び職場復帰準備セミナーを新たに加えるとともに企業経営者の理解を深めるために、中小企業
者を対象とした女性活躍推進セミナーを行う。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

130 ページ 平成29年度 事務事業評価



※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010601040500
ワーク・ライフ・バランス支援事業費 男女いきいき推進課

3,162

区内に本社又は主たる事業所があ
り、常時雇用の労働者が300人以
下の中小企業者、一般社団法人及び
一般財団法人等の事業者とその従事
者等　　　

ワーク・ライフ・バランスに取組んでいる企業
を認定・顕彰し、その取組等を広く区内にＰＲ
する。広告費用の補助等により企業の支援を行
う。また、推進を目指す企業や更なる取組を目
指す企業に推進アドバイザーを派遣し、支援を
行う。

ワーク・ライフ・バラン推進企業認定制度の応募企業の拡大を図るため、各種法人の会合等の場で制度のＰＲをす
るなどの工夫を図り、引き続き事業を推進していく。

認定企業については概ね目標値に達してきてはいるが、推進アドバイザー派遣は、目標値を下回っている。全体として
は、両制度ともに応募企業が少ない。今後、企業にとってワーク・ライフ・バランスの取組が、優秀な人材確保を含
め、安定した企業経営に必要であることなどを認識してもらうため、当該制度の周知の一層の強化を図る必要がある。

維持・推進

ワーク・ライフ・バランの必要性を企業
が理解し、取り組む企業が増える。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

対象を中小企業者の他に一般社団法人、一般財団法人等を加えた。また、手段における支援内容にワーク・ライフ・バランス研修費用等を新たに加え
充実を図った。

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010303031000
さくらんぼ園運営費 子ども家庭支援センター

43,490

就学前の発達障害児またはその疑い
のある乳幼児、家族、関係者

１．日常における基本的生活習慣の支援、集団
への適応援助を行う。２．医師や言語療法士、
作業療法士などの専門スタッフの指導、助言を
行う。３．健康相談係、保育園、幼稚園、特別
支援学校等と連携し、情報交換等を行ってい
く。

就学前の発達障害に関する相談や療育を必要とする乳幼児の需要の急増に対し、相談機能と療育機能の連携を強化
し、利用の対応や事業内容等を充実させていく。
　また、利用者や家族が抱える課題の解決に向けたサービスの利用及び地域支援のあり方等を検討しつつ、当面は
現状の運営体制の中で事業を維持・推進していく。

（１）さくらんぼ園と発達相談室が別な場所にあるため、連携や一体化が図りづらい。同じ施設内で一連の流れができ
るようにする必要がある。
（２）併用先からの相談に的確に対応し、さくらんぼ園での取り組みと併用先幼稚園・保育園等との連携を深める必要
がある。
（３）児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業を平成２７年８月に開始したことにより、事務量が増大したため、
職員の更なる資質向上と業務の効率化を図る必要がある。

維持・推進

子どもの発達に関する総合窓口として相
談機能を充実させ、子どもの特性を家族
や関係者に理解を促すとともに、療育が
必要な子どもには、療育支援を通じて、
生活能力や身体能力等の向上を促す。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010304050700
ファミリーサポートセンター事業費 子ども家庭支援センター

14,463

　区内在住在勤で、産休明け（生後
５７日）から小学校６年生までの子
どもを持つファミリー会員

研修を受けたサポート会員が保育園の送迎や保
護者のリフレッシュ時等に育児の支援を行う。
謝礼金の支払いあり。　

ファミリー・サポート・センター事業は、多様化する保育ニーズに対応し区の保育行政を補完する重要な役割を果
たしている。平成２３年度から病気等により会員登録説明会に参加が困難な方について出張説明会や個別登録を実
施するなど柔軟な対応を行い、会員数、活動実績数は着実に増加している。今後も利用者（ファミリー会員）の増
加が見込まれるため、援助者（サポート会員）の獲得を促進しつつ、引き続き事業を実施していく。

・事業本来の目的である住民相互の関係づくりやボランティア的な要素を大きく越えて、障害児対応などの専門性を求
められるケースが増えている。
・ファミリー会員に対し、サポート会員が少ない現状がある。今後もサポート会員数の増加を図るため、年３回の養成
講座の実施を計画し、北区ニュースで広報する。また、サポート会員の少ない地域の町会、自治会を中心に、募集チラ
シを配布し、周知を図る。　
・メンタル面を抱えた親への配慮や多様なニーズに対応するため、サポート会員のスキル向上を目的に「ステップアッ
プ講習会」を実施する。

維持・推進

　子育てと仕事の両立を支援するととも
に、在宅で子育てをしている家庭を支援
する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略

010304050800
子ども家庭支援センター事業費 子ども家庭支援センター

51,325

　すべての子ども（0歳～18歳）
と家庭

北区在住する、0～18歳までの総合相談窓口。
おおむね3歳までの子どもは、子ども家庭支援
センター内にある「あそびのひろば」に自由に
来館いただき、同じ年齢の子どもを持つ親同志
で子育ての悩みを話し合い、必要時には、栄養
士、助産師、臨床心理士などの専門職が相談に
応じる。また、北区の児童虐待の一義的な通告
窓口となっており、虐待対策ワーカーや、家庭
支援ワーカーが、児童相談所と連携し対応に当
たり、児童虐待の未然防止、養育支援訪問事業
を実施している。

　要保護児童対策地域協議会、実務者会議の分科会として、特定妊婦の妊娠・出産・育児までの支援強化を図ると
ともに、学校等との連絡会を開催し、学齢期の要保護児童についての情報共有を図る。
　大正大学の協力を得てペアレントトレーニングを実施し要保護児童等の親子関係の改善を図るとともに職員が実
施できるよう人材育成を図る。
　児童相談所の移管を見すえて児童相談所への職員の派遣、児童福祉司任用資格を持った職員の確保、また研修等
を活用して人材育成を図る。

①ひろば事業
・児童館、子どもセンター事業との機能分化、役割分担。
②虐待相談
・虐待件数の増加に伴い、複雑困難ケースが増加しており、対応できる職員の人材育成。

維持・推進

　①育児不安からくる、児童虐待の未然
防止。
　②子育て相談、仲間づくりから、育児
不安の解消をはかり、より生活しやすい
状況にしていく。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

【継続事業】
・子どもカードの学校への配布
・児童虐待未然防止啓発活動（一般向け講演会、オレンジリボンキャンペーン）の実施
・児童相談所移管にむけた、職員の人材育成（職員向け講演会、課内研修の実施）
【平成26年度～】
・子育てに不安が高い保護者へ、ペアトレーニング事業を実施し、親子関係の改善をはかる。
・産前・産後育児支援サポート事業
【平成27年度～】
・養育支援訪問事業の一部委託開始（家事援助、生活支援、学習支援）
【平成28年～】
・利用者支援事業（子育てナビ）の実施
・子育て応援事業「はぴママ・たまご面接」の実施

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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※平成30年度方針は、事業費ではなく事業の内容に着目した評価です

010304050900
子ども家庭在宅サービス事業費 子ども家庭支援センター

8,982

①子どもショートステイ事業（１
泊）
②子どもトワイライトステイ事業
（13：00～22：00）病気、出産
や出張などの理由により一時的に子
育てが困難になった保護者
③産前1ヶ月前から生後4か月にな
るまでの乳児を養育する育児支援者
がいない、家事又は育児が体調不良
で一時的に困難になった母親

①②短期間児童を児童養護施設で預かる。
③ヘルパーを派遣して家事又は育児などの支援
を行う。

育児不安の緩和や虐待防止抑制効果のため、事業を継続して実施していく。

　産前産後支援育児支援ヘルパー事業を見直し、利用者の利便性を図るとともに、家事支援のほかに育児支援も含め安
心ママヘルパー事業とした。27年4月から開始した事業のため、年度の全般は事業の周知が行き届かず、利用者数伸び
なかったが、28年1月に開始された妊婦対象にしたはぴママたまご面接において紹介され、利用率は伸びた。
　産前・産後でのサービスやショートスティ・トワイライトスティ事業などを通して、児童虐待のリスクのある家庭を
支援することで、予防を図る必要がある。

維持・推進

①②一時的に子育てが困難になった保護
者を支援する。
③産前産後の母親に対し、育児不安解消
を支援する。

対    象 手    段 意    図 

課題

29年度予算

平成28年度事業概要

平成30年度事業課長方針

事業ＩＤ

（単位：千円）

子ども・かがやき戦略 元気・いきいき戦略 花＊みどり・やすらぎ戦略 安全・安心・快適戦略
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