北区事務事業評価
平成３１年度方針一覧

政 策 経 営 部
経営改革・公共施設再配置推進担当課
平 成 ３ ０ 年 ９ 月

平成３１年度方針一覧の見方

平成30年度事務事業評価
平成23年度 事務事業評価

事業ＩＤ

事業費名
子ども・かがやき戦略

平成29年度事業概要
平成22年度事業概要
対 象

事業課名

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

安全・安心・快適戦略

意

段

図

平成２９年度に実施した事業の概要についての説明です。
課題

事業の課題を記入しています。
平成２９年度と比べて、平成３０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。

平成31年度
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

★

23年度予算
30年度予算

（単位：千円）

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。

重点評価対象事業
（節目事業）

※節目事業として、平成３０年度
に２年目および５年目を迎えた
事業を選びました。

平成３０年度重点評価対象事業（節目事業）一覧

部

課

名

称

２年目 ５年目

頁

総務部

総務課

国際化推進事業費（米国ウォルナット
クリーク市への青少年交流団派遣）

○

1

危機管理室

防災課

感震ブレーカー設置促進費

○

1

地域振興課

地域のきずなづくり推進プロジェクト
事業費

○

2

東京オリンピック・パラリンピック推
進事業費

○

2

北区版スポーツアカデミー事業費

○

3

地域振興部
東京オリンピック・
パラリンピック担当
課

みんな元気！健やか長寿支援事業費
（健康チェック事業、ウォーキングポ
イント事業）

○

4

妊産婦保健相談事業費（産後ショート
ステイ事業）

○

4

介護保険課

介護予防・生活支援サービス事業費
（いきいき生活援助サービス）

○

5

道路公園課

公衆便所整備費

○

5

学校改築施設管理課

学校リフレッシュ改修費

学校支援課

認定こども園運営費

○

6

保育課

病児・病後児保育サービス事業費（施
設型病児保育サービス事業）

○

7

健康推進課
健康福祉部

土木部

○

6

教育振興部

子ども未来部

平成30年度 事務事業評価

事業ＩＤ
010201012301

総務課

国際化推進事業費（米国ウォルナットクリーク市への青少年
交流団派遣）

平成29年度事業概要
対 象
区内在住の高校生

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

米国ウォルナットクリーク市へ派遣し、ホー
ムステイ及びワークショップへの参加を通
じ、現地青少年等との交流を深める。

図

区内在住高校生が外国の生活や文化
に対する認識を深める。広い視野を
持つことにより、国際的な視野を持
つ人材となる。また、北区とウォル
ナットクリーク市の友好親善の礎と
なる。

課題 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、子どもや青少年に対する多文化教育の推進を図っ
ている。世界の人々の生活や文化を理解し尊重するとともに、国際的な視野を持って進んで国際社会に参加する力を育
むことが必要である。
派遣高校生の満足度は高いが、事業の認知度はまだ高くない。ウォルナットクリーク市におけるホストファミリーの確
保に苦慮している。

30年度予算
9,887 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
国際的視野を持った人材の育成とともに、北区のパートナーシティであるウォルナットクリーク市との友好親善の懸け橋となるこ
とが期待される事業であり、継続実施することが適当である。なお、事業費については、参加者人数や為替レートの変動により多
少の増減が生ずると予想される。
事業部長方針
維持・推進
北区基本計画においても、グローバルな視点で考え行動することができる「地球市民」の意識づくりや、国際社会に柔軟に対応で
きる豊かな人間性を育む等が掲げられており、本事業はこれに資するものである。また、パートナーシティ協定を締結したウォル
ナットクリーク市との交流事業の柱となっている。
政策経営部長方針
維持・推進
異文化への理解を深めると同時に友好親善の礎となることを期待し、推進とする。

事業ＩＤ
0102010614

防災課

感震ブレーカー設置促進事業

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区内の不燃化特区指定地域で木造住宅（防 該当地域において町会自治会単位で事業概要
火造含む）に居住する世帯に、簡易型の感 及び器具の取り付け方に関する説明会を実施
し、その場で希望者は申請書を記入し器具を
震ブレーカー（リンテック21社製・
受け取る。また、防災課窓口でも随時申請を
YAMORI）を無償配布する。
受け付ける

安全・安心・快適戦略

意

図

内閣府「首都圏直下地震対策検討
ワーキンググループ」の普及率目標
に倣い、３年かけて該当地域内の木
造住宅約10,000世帯の25%＝
2,500世帯へ配布する。

課題 地域によって関心の高低があり、休日夜間に説明会を実施してもほとんど人が集まらないこともあった。また、電気工
事等が不要で誰でも取り付けることができ、様々な分電盤の形状に対応した汎用性に富んだ製品を選定したが、特に高
齢者については受け取ったはいいものの取り付けられていないままの恐れがある。

30年度予算
2,526 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
近年の地震による被災地での人的被害では、家具の転倒と火災を原因とするものが多くなっている。木造住宅が多い当区の特性を
踏まえ、まず東京都が指定した不燃化特区内を対象に面的に感震ブレーカーを設置していくことは、地域の復興に大きな意義があ
るため、積極的に実施していく。
事業部長方針
維持・推進
阪神・淡路大震災で多くの方が亡くなった通電火災を防ぐには、感震ブレーカーの設置が重要であり、国でも推奨していることか
ら、区として積極的に取組むべき事業である。

政策経営部長方針
維持・推進
延焼火災の発生リスクの低減を図り、通電火災による危険性の周知及び感震ブレーカーへの意識啓発の必要性から推進とする。

1 ページ

平成30年度 事務事業評価

事業ＩＤ
0103012000

地域振興課

地域のきずなづくり推進プロジェクト事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

区民及び町会・自治会等の地域活動団体

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

①地域円卓会議の開催（7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提供

図

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、住民
自らが地域の課題を考え、地域への
愛着を深める。

課題 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、地域包括支援センター会議等を地域円卓
会議と位置付ける等、地域の負担感を軽減していく必要がある。
講演会や講座は、地域への愛着の醸成及び町会自治会の加入促進につながるような内容を検討していく必要がある。

①地域の拡大
地域円卓会議（7地域→14地域）

30年度予算
2,904 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
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、最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、引き続き事業を推進していく。
事業部長方針
維持・推進
「地域のきずなづくり」は区政の最重要課題の一つである。
地域円卓会議や担い手研修など、様々なツールを利用しながら地域団体の強化のため引き続き推進していく。

政策経営部長方針
維持・推進
地域における人と人とのつながりを再認識し、北区への愛着を深めるとともに、町会自治会への加入につながるよう、きずなづく
りに取り組んでいく。

事業ＩＤ
010204011100

東京オリンピック・パラ
リンピック担当課

東京オリンピック・パラリンピック推進事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

北区内外の住民、来日外国人

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

ROUTE2020トレセン通りの景観整備
体育施設のバリアフリー化整備
イベントの実施とＰＲグッズの製作
他国競技団体の事前キャンプ誘致
スポーツボランティアの育成

安全・安心・快適戦略

意

図

東京2020大会を見据えた気運醸成
を図る。
区内外及び来日外国人等に対して、
北区の魅力をアピールするため、ソ
フト・ハード面ともに整備を行う。

課題 東京2020大会終了後のレガシー創出。

東京2020大会の気運醸成のため製作したＰＲグッズやハード面（トレセン通りの看板・照明・フラッグ、手形モニュ
メント）の管理、スポーツボランティアの活用方法等、大会終了後にいかに有効に活用していくかが課題である。

事業費で一括して事業概要を説明している。

30年度予算
56,427 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
拡充
東京2020大会が近づくなか、さらなる気運醸成を図る。
また、事前キャンプ誘致、聖火リレー、大会・都市ボランティア等の直接的な事業の概要が徐々に明らかになり、事業規模が拡
大することは避けられない。
事業部長方針
拡充
東京2020大会の気運醸成を図り、「トップアスリートのまち・北区」を具現化するうえで必要な事業と考える。
今後の事業拡大に向け、組織の体制を十分にしておく必要がある。

政策経営部長方針
拡充
２年後に迫った東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、様々な事業を実施し、気運醸成やレガシーの創出、地
域の魅力発信につなげられるよう本事業を推進していく。

2 ページ

平成30年度 事務事業評価

事業ＩＤ
010204011200

平成29年度事業概要
対 象
ア）区内小中学生
イ）車いすフェンシング競技者

課題

東京オリンピック・パラ
リンピック担当課

北区版スポーツアカデミー事業費
子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

区内にある味の素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。

30年度予算
9,621 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
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。

事業部長方針
維持・推進
東京2020大会の気運醸成を図る上で主要な事業である。スポーツを通した子どもたちの健やかな成長のため、また、障害者に対
する理解を深める意味でも、本事業の継続は不可欠であると考える。

政策経営部長方針
維持・推進
子どもたちの運動能力の向上を図るだけでなく、夢と希望を与える事業であり、加えて、北区から東京2020 オリンピック・パラ
リンピック競技大会へ日本代表選出の輩出を目指していくため、今後も推進していく。

3 ページ

平成30年度 事務事業評価

事業ＩＤ
010401010801

健康推進課

みんな元気！健やか長寿事業費（健康チェック事業、ウォー
キングポイント事業）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

①健康診断の受診機会がない、または健康 ①健康チェック事業：当日申込制で生活習慣
病の関連項目のセルフチェックを実施。即日
づくりに関心が低い世代の区民
で結果説明、生活アドバイス。区内のイベン
②運動習慣が少ない働き盛り世代の区民
ト（区民まつり等）に合わせて実施。②
ウォーキングポイント事業：スマートフォン
で利用できる歩数計測アプリを活用し、日常
生活の中で楽しみながら継続してウォーキン

図

区民が、若い世代から健康に関心を
持ち、健康づくりを意識した生活ス
タイルを獲得する。

課題 ①健康チェック事業：気軽に立ち寄れる事を目的に、集客のあるイベントと合わせた実施としたが、チェック項目のう
ち自己採血によるＨｂＡ１ｃは、屋外での実施が不可のため、イベントが限られ、開催日の設定が難しい。また、平成
３０年度は若年健診が始まるため、健診受診につながるよう普及啓発を意識した事業展開が必要である。
②ウォーキングポイント事業：運動習慣の少ない働き盛りの区民にウォーキングアプリを知り、ダウンロードしてもら
うためには、普及啓発に様々な工夫が必要である。

実施回数増：１回１００件
ウォーキングポイント事業モデル実施

30年度予算
10,214 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
拡充
人生100年時代、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、ウォーキングポイント事業は自らとりくむ健康づく
りとして、全世代に向けた事業に拡充を検討し一層の普及に努める。健康チェック事業については、事業の意義と成果を見極め、
事業内容を検討する。
事業部長方針
拡充
健康づくりは区民一人ひとりの意識と行動が基本である。場所にとらわれず、スマートフォンを活用して取りくめるウォーキング
ポイント事業を拡大し、健康づくりに取り組むきっかけの提供・支援を拡充する。

政策経営部長方針
拡充
今後も、働いている方々が参加しやすい事業を実施することで、若い世代から健康づくりを意識した生活スタイルを獲得すること
を目指していく。

事業ＩＤ
010403050207

健康推進課

妊産婦保健相談事業費（産後ショートステイ）

平成29年度事業概要
対 象
産後４か月までの母子

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

助産師のいる専門的な施設に宿泊する。

安全・安心・快適戦略

意

図

心身の負担や育児不安を軽減する。

課題 利用日数が１泊２日に限られているため、利用日数拡大の要望がある。

30年度予算
6,420 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
事業設計時は、当事業の実施区は少なく、先進事例を参考に現利用日数としたが、現在では１５区が実施している。利用日数拡大
の要望が多いことから、他区の実施状況を精査したうえで、利用日数の拡大を検討し、利便性の向上と利用者数の増加を図ってい
く。
事業部長方針
維持・推進
課長評価のとおり、事業効果を精査し、事業の拡充を図っていく。

政策経営部長方針
維持・推進
産じょく期における母体のケアを通して良好な親子関係の基盤を築く必要性から、本事業の充実について検討していく。

4 ページ

平成30年度 事務事業評価

事業ＩＤ
060301010200

介護保険課

介護予防・生活支援サービス事業費（いきいき生活援助サー
ビス）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

主として要支援認定者、笑顔で長生き調査 区の研修を修了した生活援助員またはヘル
（基本チェックリスト）の結果、生活機能 パー資格を持っている方が必要な生活援助
サービスを行う。
の低下が認められた65歳以上の高齢者
で、訪問型サービスを利用される方のうち
専門的な支援を必要としない方

図

利用者ができることは利用者が行
い、そのほか必要な生活支援を行う
ことで、本人ができること増やし、
日常生活の自立を目指す。

課題 地域包括ケアシステムを推進するため、既存サービスに加え、NPO法人・民間企業・ボランティアなど多様な主体の一
つとして、区の研修を修了した生活援助員を新たな担い手として養成する。
・当初の想定より、申込者数が少なかったため及びいきいき生活援助サービスの利用者数が多かったため、生活援助員
は不足している。引き続き生活援助員の養成が必要である。
・利用者のニーズと生活援助員のミスマッチが生じている。
・研修修了者166名（平成29年度末）に対して、実際に従事している方は5割未満。効率的な養成の検討が必要

組織改正に伴い、予算を介護保険課へ移管

30年度予算
0 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
引き続き生活援助員の養成を進め、いきいき生活援助サービスの安定的な運営基盤を整える。また、効率的・効果的な養成のた
め生活援助員の従事率向上の検討や、介護人材不足の中にあって過去の研修修了者を地域資源として活用する方法の検討も行って
いく必要がある。
事業部長方針
維持・推進
介護人材不足の解消のためには、引き続き、生活援助員を養成する必要がある。また、効果を着実にあげるため、就業率の向上や
修了者へのフォロー等、生活援助員の定着について検討する必要がある。

政策経営部長方針
維持・推進
地域における支えあいを通じて介護予防を進め、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域づくりを進めていく。

事業ＩＤ
010704030200

道路公園課

公衆便所整備費

平成29年度事業概要
対 象
利用頻度の高い駅前公衆トイレ

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

内装のリフォーム工事

安全・安心・快適戦略

意

図

多言語案内板設置、便器の洋式化
内装全面リフォーム

課題 利用頻度が高い駅前公衆トイレのため、器物破損や落書き等のいたずらが多い。
清掃の方法や時間帯を工夫し、リフォーム後の維持管理強化に努める。

30年度予算
74,175 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
駅前公衆トイレ等の汚い・臭いというイメージを払拭し、清潔でだれもが快適に利用できるトイレにするため、平成３０年度は利
用頻度の高い赤羽、王子駅前公衆トイレのリフォーム工事に着手する。また、平成３１年度は田端駅前公衆トイレのリフォームを
予定している。
事業部長方針
維持・推進
平成31年度までに計画通りリフォーム工事を実施していく。また、リフォーム後の清掃の方法や時間帯を工夫し、維持管理強化
に努めていく。

政策経営部長方針
維持・推進
東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、清潔でだれもが快適に利用できるトイレを目指し本事業を推
進していく。

5 ページ

平成30年度 事務事業評価

事業ＩＤ
010802050200

学校改築施設管理課

学校リフレッシュ改修費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

昭和４０年以降に改築され適正配置協議の 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
終了した学校

図

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。

課題 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。

30年度予算
1,061,515 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
当面改築時期に至らない小学校について、学校施設の機能維持、教育環境の格差是正を目的として、一定規模の改修を計画的に推
進する。

事業部長方針
維持・推進
本事業は、改築校と既存校の教育環境格差を是正し、安全で快適な教育環境を確保する大変重要な事業であり、今後も計画的に進
めていきたい。
なお、本事業と学校施設の長寿命化について整理する必要があり、現在、改築改修計画と整備方針を見直しする中で検討を進め
ているが、基本的には、長寿命化の視点を重視したリフレシュ改修の計画的推進が重要と考える。
政策経営部長方針
維持・推進
施設の長寿命化、教育環境の整備・充実を図るため、今後も本事業を推進していく。

事業ＩＤ
01080601060

学校支援課

認定こども園運営費

平成29年度事業概要
対 象
区立認定こども園在園児

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

認定こども園運営に係る備品、消耗品費を購
入する。
園舎の維持（修繕・保守点検）に係る経費を
支出する。
こども園運営に係る調理用務業務を民間委託
する。

安全・安心・快適戦略

意

図

子どもの健やかな成長が図られるよ
うな環境を与えて、その心身の発達
を助長するとともに、保護者に対す
る子育ての支援を行えるようにす
る。

課題 １号認定子ども、２号認定子どもがともに生活する施設であることから、２号認定子どもの教育及び保育時間の在園時
間の違いによる保育教諭の研修時間確保による資質向上と、園運営における働き方の管理が課題である。

30年度予算
105,279 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
心身ともに調和のとれた人間性豊かな幼児の育成を目指し、質の高い教育及び保育を行っていくため、運営面、保育サービスの充
実に努めていく。また、開設二年目であるさくらだこども園について検証を行い、課題を整理したうえで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。
事業部長方針
維持・推進
就学前教育・保育の充実と未就学児童を有する家庭の支援を図るため、開設二年目であるさくらだこども園の課題等を十分に検証
したうえで、今後も継続実施していく。

政策経営部長方針
維持・推進
区立幼稚園から認定こども園へ移行した初めてのケースであり、これまでの運営の課題等を整理し、今後の改善に努めていく。
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事業ＩＤ
0103040306

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区内在住の認可保育所や幼稚園等の教育保 病院等に付設された専用スペースで選任のス
育施設に通園している満１歳から小学校就 タッフが保育を行う。
学前で、医師が病児病後児保育施設の利用
が可能と判断した児童
※当面症状の急変が認められない児童

課題

保育課

病児・病後児保育サービス事業費（施設型病児保育サービス
事業）

安全・安心・快適戦略

意

図

病気等により、通常の保育施設では
預かれない保育の必要な児童を、保
護者が仕事により家庭で保育できな
い場合に保育する。

施設型病児保育施設は利用ニーズが高いため、東京北医療センターの利用状況等を踏まえ、新たな施設の整備も含め
た検討を進めていく必要がある。また、利用者の送迎負担を考慮し、地域バランスにも配慮していく必要がある。

30年度予算
11,156 （単位：千円）
平成31年度 事業課長方針
維持・推進
女性の社会進出や就労形態の多様化等により、多様な保育サービスに対するニーズは今後増々高まっていくことが予想される。施
設型病児保育サービス事業については、子育てと就労の両立支援として、今後も推進していく必要がある。

事業部長方針
維持・推進
キッズタウン東十条保育園の病後児保育事業及び東京北医療センターの病児保育事業の利用状況等を踏まえ、新たな施設の整備も
含めた事業内容の検討を進めていく。

維持・推進
政策経営部長方針
保護者が安心して子どもを育てながら働くことができるよう、多様な保育サービスの充実を図る観点から維持・推進とする。
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事業ＩＤ

010201040100

中期計画策定費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

「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。

課題

企画課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

平成29年度から31年度を計画期間とする中期
計画の進行管理を行う。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。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,346 （単位：千円）
現中期計画（平成２９年度～３１年度）の進捗管理を行うとともに、基本計画改定作業と同時に中期計画の改定作
業を行い、新中期計画（平成３２年度～３４年度）を策定する。
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。

事業ＩＤ

010201040300

経営改革推進事業費

平成29年度事業概要
対

子ども・かがやき戦略

象

行政経営、事務事業、職員

課題

30年度予算

経営改革・公共施設再配
置推進担当課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
6,424 （単位：千円）
「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。なお、次期の経営改革プラ
ンについて検討していく。
指定管理者制度においては、区独自のモニタリング・評価制度に加え、外部有識者（公認会計士、社会保険労務
士）による調査を実施し、適切な指導・監督を行う。
「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。
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※平成31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
事業ＩＤ

010201020100

北区ニュース発行費

平成29年度事業概要
対 象

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。視覚障害の希望者には、声の広報や
点字広報を送付している。ホームページで、Ｐ
ＤＦ版による掲載も実施。

区内全世帯

課題

子ども・かがやき戦略

広報課
図

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。

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を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。 配付については、高齢化の進展等により配布委託に支障が生
じている町会・自治会も出てきているため、配布方法の検討が必要である。

30年6月20号掲載分から1号広告・２号広告の広告料を改定し、２号広告の枠数を増やした。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

98,487 （単位：千円）
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最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。

事業ＩＤ

010201020600

30年度予算

「北区ミステリー文学賞」表彰費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

広報課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

北区内外のすべての方及び内田康夫 北区アンバサダーとして活動された内田康夫氏
氏や同氏の作品のファンの方、文学 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
に興味関心を持つ方
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

例年200作品を超える作品応募があり、最終選考後、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。
なお、平成２９年度から受賞作品等の掲載を行っていた月刊誌がＷＥＢへ移行したことに伴い、ブックレットを作成し
記念イベント等で来場者や関係者等へ配付することで応募意欲の向上やＰＲ強化につなげていく。
また、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な
ど本事業の活性化に向けた工夫・検討が求められる。

授賞作品等を掲載してきた文学書籍が平成29年5月号をもってＷｅｂへ移行し、紙面での掲載がなくなったため、新たに（仮称）文学賞ブックレットを作
成し、受賞者・来場者等へ配布することで、応募意欲の向上やＰＲ強化につなげる。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

9,537 （単位：千円）
本事業は、北区アンバサダーとして活動された内田康夫氏の協力により平成14年度に創設し、平成30年度で17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、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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201011500

平和都市宣言記念事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

区民全般

課題

総務課
図

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。

幅広い世代の区民が、平和について考える機会となるよう、引き続き事業の普及啓発について、工夫していく必要があ
る。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

5,915 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201011700

法規・訴訟事務費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

総務課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

区民・職員

課題

30年度予算

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進
30年度予算
26,609 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201012300

国際化推進費

平成29年度事業概要
対 象
日本人区民と外国人区民

課題

総務課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区民まつりや異文化を理解し合うための交流事
業及び国際交流紙を活用した情報提供。

安全・安心・快適戦略

意

図

地域レベルの国際化を推進していくこと
により、日本人と外国人が地域等におい
て、互いの文化の違いを認め合い、互い
を構成員として尊重し合っていること。

平成１６年６月に策定した「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
進を図ってきたが、区内在住外国人の増加に伴い、新たな課題に対応するため、平成２９年５月に「北区多文化共生指
針策定検討会」を設置し、検討を進めてきた。今後、平成３０年７月に策定した同指針に基づき、具体的な行動計画を
策定・実施していく必要がある。

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4月
北区多文化共生指針 平成30年7月

平成31年度事業課長方針

拡充

18,057 （単位：千円）
日本人と外国人が地域で相互理解を深め、ともに安心して心豊かに暮らせるまちを目指して、全庁を挙げて北区多
文化共生指針に基づく行動計画を実施する。また、国際化推進の既存事業についても引き続き推進していく。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201013100

新庁舎建設計画検討費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

総務課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区役所本庁舎（第１～第５、別館） 調査研究について、先進自治体視察などを重
建設予定地（国立印刷局王子工場用 ね、結果をとりまとめる。
地の一部）

課題

安全・安心・快適戦略

図

調査研究にあたり、基本計画策定時に参
考となる基礎資料を作成するとともに、
全庁的に新庁舎建設計画計画に関する意
識を高める。

新庁舎建設予定地が選定されたが、新庁舎の敷地形状については、王子駅周辺まちづくり整備計画との整合を図って
確定させる必要がある。
基本構想策定から６年を経過しており、基本計画策定にあたっては、最新の情報をもとに基本構想の内容を再確認す
る必要がある。また、庁内の検討体制を整えるとともに、区民意見を計画に反映させる仕組みを検討する必要がある。

新庁舎建設予定地が選定されたため、新庁舎建設基本計画策定の作業を行う。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

17,872 （単位：千円）
新庁舎建設基本計画は、新庁舎建設基本構想で掲げた基本理念、めざすべき庁舎像、備えるべき機能等を具体化し
て表現し、設計段階においてこれらを実現するために必要な諸条件について、その方向性を定めるものである。
よって、新庁舎建設の設計にあたり必要である新庁舎建設基本計画を、平成３１年度中に策定する。

事業ＩＤ

010201090100

30年度予算

庁舎耐震対策費

平成29年度事業概要
対 象

総務課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

耐震補強工事の可能な庁舎については、暫定
区役所第一庁舎、第二庁舎、第四
耐震工事を行う。
庁舎及び別館庁舎
耐震工事により耐震性を確保できない庁舎に
ついては、建替もしくは庁舎機能の移転を行
う。
不足する庁舎スペースに対応するため、滝野
川分庁舎を整備する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

新庁舎が完成するまで、既存庁舎の耐
震性を確保して、使用し続けることがで
きるようにする。

庁舎の安全性は概ね確保したが、地震発生時の避難や被害状況のチェック体制を確立するなど、さらなる安全対策を
検討していく必要がある。
新庁舎は完成が概ね10年後であるため、それまでの間、既存庁舎の機能を良好に維持させる必要がある。
また、庁舎が狭隘であることから、庁舎スペースの確保に努める必要がある。
なお、第四庁舎は耐震性が不足しているため当面は閉鎖管理とするが、売却する方針であるので、そのための整理及
び準備が必要となる。

平成31年度事業課長方針

終了

8,540 （単位：千円）

30年度予算

別館完成により庁舎耐震対策が完了したため、事業を終了する。
なお、第四庁舎については、今後用地と併せて売却する予定としている。

事業ＩＤ

010201012600

職員健康管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

職員課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

心身の総合的な健康増進として、職員健康診断
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 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
勤職員を含む）
職場環境向上を目指す安全衛生委員会を運営す
る。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

「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。

「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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

54,740 （単位：千円）
・がん検診は国の指針に基づいて実施しており、今後もこの指針の見直し状況などをふまえ、効果的、効率的な検
診を実施していきたい。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201012700

旧職員住宅解体費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

職員課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

閉寮管理を行っていた、旧北区職員 建物の解体を行い、旧北区職員中里寮跡地は中
里保育園の園庭として整備し、旧北区職員豊島
中里寮および旧北区職員豊島寮。
寮跡地は、私立保育園を誘致する。

図

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

課題

平成31年度事業課長方針

終了

0 （単位：千円）

30年度予算

平成29年度で事業終了

事業ＩＤ

01020101280

防災職員住宅管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

職員課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

民間住宅を借り上げ、職員に住宅を提供する。
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

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

現在の入居状況は、赤羽地区１か所１２名、滝野川地区２か所１７名、計３か所２９名となっている。
今年度は入居募集人数に対し、入居申込み人数が下回ったが、近年の傾向としては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いる。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。

平成31年度事業課長方針

拡充

31,740 （単位：千円）

30年度予算

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。

事業ＩＤ

010201012900

職員研修費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

「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・技能等の習得機会を提供
する。

全職員

課題

職員課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

４月に改正された行政系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。
３０年度においては、行政系人事制度の改正により新設した「主任職（２級職）」が、係長職への昇任を前提とした職
であることから、係長職昇任への意識徹底を図るとともに、調整・折衝・交渉能力や職場統率能力など、係長職に必要
とされる能力を主任職の段階から習得するよう、カリキュラム等の再構築を検討していく。
また、引き続き時代の流れやニーズに合った研修を実施していく。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

33,580 （単位：千円）
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、主任職への職層研修を再構築すると共に、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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201060200

震災訓練費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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。

課題

防災課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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を区内消防
署と連携しつつ協力支援する。区職員は参集訓
練等を行う。

図

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
災害対応の最前線に立つという自覚を持
ち、責務の理解を深める。

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中、平成２８
年度より防災運動会を実施し一定の成果を得られているが、もっと地域（自主防災組織）が主体的に取り組むようサ
ポートしないと持続が困難である。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る必要がある。

区職員の災害対応能力をさらに強化するべく、災害対策本部立ち上げ訓練を行う。

平成31年度事業課長方針

拡充

8,230 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201060400

30年度予算

区民自主防災組織育成費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

防災課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

町会・自治会単位で結成している自 自主防災組織の活動経費の一部を助成するとと
もに、資機材や防災倉庫の配備・修繕等を行い
主防災組織を対象とする。
活動を支援する。２９年度は、２年前に一斉配
備したスタンドパイプセットをさらに活用でき
るよう、応急給水栓や小型消防ポンプとの媒介
金具を追加配備する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

主に幹線道路沿いに位置している等の理由でＣ級ポンプを配備している自主防災組織において、当該ポンプの更新を行っていく。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

32,488 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201060600

30年度予算

防災施設等管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

防災課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

地域防災行政無線（災害情報システ 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
ム・Ｊ-ＡＬＥＲＴを含む）、給
水・給電・散水設備・貯水槽、備蓄 する。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

261,117 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201060700

備蓄物資購入費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

防災課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

図

主に、災害時に被災生活をする区民 区内12箇所の災害備蓄倉庫及び区立小・中学校 災害発生から3日間の間、区民が最低限
（閉校施設含む）等の災害備蓄室に物資を保管 の生活を送るための物資及びその後の中
全体に
し、区有施設の異動（学校の統廃合等）に伴
長期的な避難所生活で必要となる物資を
い、新たな物資の購入や移動を行う。
備蓄する。

課題

備蓄食料については、期限間近の物資を回収・補充し、入替を行っている。回収した物資は地域の炊出し訓練等へ提供
し、利活用を図っているが、一部の備蓄物資はそのまま期限が切れてしまうため、さらなる活用方法を見出す必要があ
る。
また、女性や高齢者等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。

避難所への配備より長期間経過した応急給水用タンクの更新を５ヶ年計画で行う。
また避難所生活でし尿を一時的に保管するための圧縮袋を５ヶ年計画で各避難所へ配備する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

66,467 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201060800

30年度予算

防災センター管理運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

防災課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

「地震の科学館」として、地震発生 防災センター来館者に、展示案内、地震体験等
の仕組みから地震災害の状況等の情 の指導を行なう。また、区職員の研修の場とし
報を提供し、住民の日頃からの備え ても機能している。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。
また、２０２０年よりセンター内で使用している空調機器のフロンガスは生産中止のため、順次空調機器の更新を行っ
ていく必要がある。

震災訓練費より防災キャンプ経費を移管された。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

72,301 （単位：千円）
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。２０２０年よりセンター内で
使用している空調機器のフロンガスは生産中止のため、順次空調機器の更新を行っていく。

事業ＩＤ

010201061400

30年度予算

避難所機能強化対策事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

防災課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

災害時に避難所開設・運営を行う区 避難所生活において衛生的なトイレ環境を整備
民等（避難者、運営する自主防災組 するため、各福祉避難所に児童ラップ式トイレ
の配備を行う。また、全避難所に配備している
織、学校関係職員等）。
濾水器を使用する際に必要となる試薬を更新す
る。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

避難所開設・運営において必要な手順や道具類をパッケージ化した「避難所開設キット」を全避難所に配備する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

11,025 （単位：千円）
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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201061500

地域防災力パワーアップ事業

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

防災課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区民全体（事業によって中学生、商 中学生に対しては土曜授業の時間を利用した約
半日の防災教室、自主防災組織や子育て世代に
店街、子育て世代に特化）
対してはセミナー（勉強会）や避難所運営ゲー
ム等を業者委託により実施する。また、商店街
にはスタンドパイプセットを配備する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

中学生や子育て世代など、普段はなかな
か防災訓練等の機会がない人たちには防
災を身近に感じる機会とする。すでに防
災に携わっている人はさらなる専門知識
を得られるようにする。

中学生防災学校は、帝京大学との協定により応急救護の指導において学生の協力を得られているが、大学側の都合によ
り実施が困難な場合もあるため、持続可能な体制が求められている。また、スタンドパイプを設置した商店街において
は定期的に訓練を実施できるよう消防署と連携していきたい。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

4,416 （単位：千円）
地域における防災力の向上や防災対策については、町会・自治会を主体とした自主防災組織がその役割を担ってい
るが、災害は地域に住まうすべての区民に共通の課題であるため、自主防災組織だけではなく、中学生や地域の
様々な団体が地域一体となって防災・減災に関与することが不可欠なため、今後とも工夫を凝らし積極的に実施し
ていく。

事業ＩＤ

010201061600

帰宅困難者対策費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

防災課
元気・いきいき戦略

手

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。

課題

30年度予算

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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・救助活動を最
優先とし、人命の安全確保を図る。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

201 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201061800

防災対策管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

防災課の事務事業全般を対象とす
る。

課題

30年度予算

防災課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

防災課の事務事業を円滑に執行する。

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。

平成30年度、区民に知ってほしい防災情報をまとめた「北区防災地図」の見直しを行い、内容を最新のものに更新するとともに、広く防災情報を周知で
きるよう外国語版の地図も作成する（配布は31年度）。また、新たな土砂災害警戒区域の指定に伴い、平成28年度に作成した「北区土砂災害ハザード
マップ」を更新し、区民の土砂災害に対する防災意識の高揚を図るべく、各戸配布する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

44,694 （単位：千円）

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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201061701

地域生活安全環境整備事業費（１.生活安全推進）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

・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

課題

元気・いきいき戦略

危機管理課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

・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
・自動通話録音機の購入及び配布

図

・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。

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28年は3,511件と若干増加したが、
平成29年は3,157件まで再び減少している。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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

（単位：千円）

30年度予算

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高齢者を対象とした特殊詐欺被害が
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。
事業ＩＤ

010201061703

地域生活安全環境整備事業費（２．防犯協会）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

防犯協会等（王子防犯協会・赤羽防 事業活動費の一部を助成する。
犯協会・滝野川防犯協会、滝野川母
の会）

課題

危機管理課
安全・安心・快適戦略

意

図

地域における防犯活動及び防犯対策活動
の支援を行う

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

（単位：千円）

30年度予算

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。

事業ＩＤ

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）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

課題

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ防犯協力会（王子・赤 事業活動費の一部を助成する。
羽）
※滝野川は24年度末にて解散

危機管理課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

（単位：千円）

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。

9 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

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）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

防犯カメラを設置している地域団体 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等の電気料金
（商店街、町会・自治会等）
や電柱共架料、維持管理費の一部等、運営費を
補助する。

課題

危機管理課

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

（単位：千円）

30年度予算

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。
事業ＩＤ

010201061706

防犯設備整備補助事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

・町会・自治会
・商店街
・共同住宅の管理組合及び所有者

課題

危機管理課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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大な事務量が発生している。
また、今後は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等に関し、町会・自治会や商店街から意見・要
望が寄せられることが予想される。

東京都北区地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱
東京都北区防犯設備の整備に対する商店街等補助金交付要綱
東京都北区共同住宅防犯設備整備補助金交付要綱

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

（単位：千円）

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。

事業ＩＤ

010201062000

地域安全・安心パトロール事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

危機管理課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

委託警備業者が青色回転灯を装備した車両によ
・区民
・保育園や児童館、小学校、公園等 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
の公共施設
園などの公共施設を重点的に行う。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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

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り、青色回転灯装備車両（通称青パト）を常時巡
回させることにより、犯罪の抑止効果が期待できると共に、区民に安心感を与えることができる。また、学校の下校時
等、子どもに対するパトロールの区民要望は増加している。平成２８年度から業者へ完全委託となり、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

（単位：千円）

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。今後も実績
を検証しながら、引き続き委託により実施したい。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010203010300

町会・自治会委託料

平成29年度事業概要
対 象

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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
区民

課題

子ども・かがやき戦略

地域振興課
図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

145,600 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010203010500

町会・自治会会館建設費等補助費

平成29年度事業概要
対 象
町会、自治会、区民

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

地域振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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・改修費及び耐震診断
費の一部を助成する。

図

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。

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。

平成29年度からは、耐震診断費の一部助成も実施している。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

36,000 （単位：千円）

30年度予算

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。

事業ＩＤ

010203010900

区民まつり開催費

平成29年度事業概要
対 象
区民まつり来場者

課題

子ども・かがやき戦略

地域振興課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

・ふるさと北区への愛着と誇りを深める契機とするため、区民まつり開催日を含む１０月を「北区地域のきずなづく
り月間」と定めた。今後も区民まつりの各会場において、町会・自治会への加入促進を含めた地域のきずなの普及活動
を実施する。・開催費の大半を区の補助金に依存しており、区民まつりの安定開催に向け、新たな財源確保策や委託内
容の精査が必要と考える。・主催団体である町会・自治会や青少年地区委員会の役員が高齢化し、運営に向けての人材
確保が難しくなっている。今後、各部会の業務分担の見直しや、担い手を含めた運営体制の見直しについて検討してい
く必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

16,742 （単位：千円）
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17年目となる。平成
28年度からは区の推進する「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展開している。
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、北区最大のイベントとして賑わいをみせている。
今後も区民意識高揚のシンボルとして推進していく。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010203011000

友好都市（国内）交流事業

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

地域振興課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

山形県酒田市、群馬県甘楽町、群馬 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
県中之条町
ント開催に向けた準備。親子ふるさと体験事業
の実施

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

友好都市間相互の交流となる新しい連携事業を検討する必要がある。
北区では4番目となる友好都市協定を締結するための候補自治体を検討する必要がある。
現在休止している、酒田市との「農業体験事業」の今後の方針を検討する必要がある。

友好都市間の新たな連携に向けて「体験教室イベント」を実施。４都市間の「きずな」をさらに確かなものとし、連携・交流事業を更に促進させるととも
に、自治体間相互に交流する新しい事業を構築する。

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31年度事業課長方針

拡充

1,938 （単位：千円）
29年度においては、友好都市交流協定締結20周年の節目となった。今後も、3都市との交流を発展させていくと
ともに、自治体間相互の新しい連携事業を検討していく。また、4番目となる友好都市協定を締結するための候補
自治体を具体化していく。

事業ＩＤ

010203011100

北区文化振興財団関係費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

地域振興課
元気・いきいき戦略

手

区民（子ども、ファミリー層・
青年層・高齢者層等）

課題

30年度予算

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。
また、少子化を迎え、日本人だけを対象とするのではなく、外国人客を増やす工夫も求められる。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

266,399 （単位：千円）
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４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。また、田端文士村記念館と、平成35年開館予定の（仮称）芥川龍之介記念館との連携についても検
討する。

事業ＩＤ

010203011600

子どもかがやき文化芸術事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

区内在住･在学の幼児・小学生～高
校生

課題

30年度予算

元気・いきいき戦略

手

地域振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。②北区ゆかりの芸術家等を
講師に迎え、体験型事業を実施。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。④幼
児・小学生～高校生対象のダンス、発声、演劇
を通じて、快活な子どもを育てる事業を実施。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

子ども文化教室夏休み1日体験講座を開催

平成31年度事業課長方針

維持・推進

27,332 （単位：千円）
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、国内最
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
事業であり、引き続き実施する意義は大きい。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010203011700

協働による地域づくり推進費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

課題

元気・いきいき戦略

手

（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

地域振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

（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最大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。

図

（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。

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。

（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31年度事業課長方針

維持・推進

12,568 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010203011800

30年度予算

文化芸術の「卵」育成事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

地域振興課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

文化・芸術分野の専門家（プロ）を 文化芸術活動拠点ＰＲイベント、文化芸術活動
目指す中学生・高校生を含めた若手 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
アーティスト
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

文化芸術活動拠点での支援を通して、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。

・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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

4,814 （単位：千円）
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年度に開始した若手アーティスト応援サポーター事業を通し、若手アーティストの一層の認知度向上を図
る。
30年度予算

13 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010203020400

区民センター管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

地域振興課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

文化、芸術、健康づくりなどの様々 集会施設等の貸し出しに伴う受付業務や、附帯
設備を含む施設の保守、維持管理を行う。
な活動を行う区民。

課題

安全・安心・快適戦略

図

利用者にとって利用しやすい施設を提供
する。

施設の老朽化に伴い改修や修繕の必要性が高まる中、区民施設ごとの改修計画がないことで、計画的な改修ができない
という課題がある。築年数、稼働状況、劣化状況等を踏まえ、「区有施設保全計画（営繕課）」の考え方を踏襲した
「（仮称）区民施設の長寿命化計画」の策定をめざし、検討を行う必要がある。
ふれあい館を含む集会施設の貸し出しについて、利用者の用途も多様化する中で、適正な利用に向けたルールづくりを
見直してい必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

550,024 （単位：千円）
施設の維持管理を計画的に行い、公平性のある運営を継続的に実施していくために、施設のあり方検討会を開催し
ていく。施設の特性、地域コミュニティの実情を把握し、適切な対応ができるよう検討を重ねていく。

事業ＩＤ

010203020500

30年度予算

ふれあい館管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

地域振興課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

文化、芸術、健康づくりなどの様々 ふれあい館の集会施設等の貸出しに伴う受付業
務や、施設の保守、維持管理を行う。
な活動を行う区民。

課題

安全・安心・快適戦略

図

利用者にとって利用しやすい施設を提供
する。

運営については規則を遵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。また、単
独ふれあい館については自主管理による運営を目指しているが、高齢化による担い手不足などが課題となっている。施
設の劣化とともに社会的劣化も課題の一つである。高齢者イコール和室ではなく、近年では正座ができないことなどを
理由に洋間化を求める声が多く挙がっていることや、高齢者に特化した集会室の利用ではなく、子育て世代にも開放し
てほしいという声もあることから、高齢者福祉コーナーのあり方を見直していく必要がある。

志茂東ふれあい館が閉館し、志茂ふれあい館（直営）が開設された。
堀船ふれあい館は、指定管理者が撤退し直営施設となった。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

90,744 （単位：千円）
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一方、直営となった堀船ふれあい館に
ついても、再度、自主管理による運営が行えるよう、地域に働きかけていく。
高齢者福祉コーナーのあり方については、北区基本計画事業に見合った施設となるよう、あり方を検討していく。

事業ＩＤ

010203020700

区民斎場管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

・ご葬儀をされる区民の方
・ご葬儀を主宰される区民の方

課題

30年度予算

地域振興課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

施設の利用に関する予約、案内などの受付業務
や、施設の保守、維持管理を行う。

安全・安心・快適戦略

意

図

安心して廉価で利用出来る施設を提供す
る。

北区民の高齢化に伴い、葬儀参列者等にも高齢者が多く、畳より洋間を求める声が増えたため、畳の上にテーブルと椅
子を配置する洋式化対応を行った。
葬儀形態の変化（直葬の増加）などにより、利用率が低迷してきたため、平成30年4月1日から北区民以外の利用も可
とすることとした。老朽化が進む施設の維持管理も計画的に進めていく必要がある。

区外利用を開始。29年度までは①北区に住所を有している者の葬儀を主宰する者、または②北区に住所を有する者で葬儀を主宰する者、が利用可
能であったが30年度から誰でも利用可能に（①か②に該当しない者は区外料金）

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

113,511 （単位：千円）
葬儀形態の変化や、斎場利用者のニーズを把握しながら、利用状況の推移把握に努めるとともに、施設の有効活用
（葬儀以外の法事等の利用など）の方策、利用料金の適正値についても検討していく。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

01020302090

コミュニティアリーナ施設管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

地域振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

文化・芸術・健康づくりなどの様々 施設の利用に関する予約・案内などの受付業務
や施設の保守、維持管理を行う。
な活動を行う区民。

課題

安全・安心・快適戦略

図

利用者にとって利用しやすい施設にす
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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

39,891 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010601020101

商店街支援事業費（商店街イベント支援）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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

課題

30年度予算

産業振興課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

来街者が増加して、にぎわいのある商店
街になる。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

74,353 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010601020102

30年度予算

商店街支援事業費（商店街環境整備）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

産業振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区内の商店街（法人、任意を問わな 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
い）
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

12,094 （単位：千円）

30年度予算

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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010601020200

商店経営力向上支援事業費（チャレンジショップ支
援事業）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

商店街の空き店舗を活用して事業を 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
行う起業家

課題

産業振興課

図

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

家賃補助終了後も、経営アドバイザーによる相談など、継続的な支援が必要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

4,558 （単位：千円）

空き店舗を活用し商店街の活性化に寄与する事業であるため、支援を継続的に実施していく。

事業ＩＤ

010601020202

商店経営力向上支援事業費（個店連携支援）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

【個店連携支援事業】
ア.個店グループ
イ.商店街加入の若手事業者等によ
るグループ

課題

元気・いきいき戦略

産業振興課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

【個店連携支援事業】
ア.個店グループが行うイベントや、マップ・
ホームページ作成などの取組みに要する経費の
一部を助成する。（補助率2/3）
イ.商店街加入の若手事業者等によるグループの
意欲的な取組みに要する経費の一部を助成す
る。（補助率4/5）

図

【個店連携支援事業】
商店街を構成する個店が連携して取り組
む商品開発や魅力的なサービスの提供な
ど意欲ある取組みを支援することによ
り、商店街等が活性化を図る。

自店の営業に加えてさらに団体での活動を行う意欲のある個店やグループは、現状において、件数としては多いとはい
えない。商店街を構成する個店の活性化に向けて、意欲ある個店グループの取組みを促進し、相乗効果が生み出される
よう個店の魅力づくりに向けた取組みを支援する必要がある。

新規事業として個店連携支援事業を開始。これまで同業者グループのイベント支援として行っていた商店街等販売促進事業と、がんばる商店街支援
事業の個店連携グループ枠を統合・拡充し、新たに「若手支援」を創設した。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

6,200 （単位：千円）
個店の連携による相乗効果が生み出す商品開発や魅力的なサービスが創出されるよう、支援団体数の増加を図り、
個店グループの活動の活性化を図っていく。

事業ＩＤ

010601020300

北区まちなかゼミナール事業費

平成29年度事業概要
対 象
区民や近隣住民

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

産業振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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

安全・安心・快適戦略

意

図

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

全国350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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

4,480 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010601020401

外国人ウェルカム商店街事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

産業振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区内商店街（法人・任意団体を問わ 東洋大学と連携し、商店街における外国人旅行
者へのおもてなし方法を検討するとともに、商
ない）
店街が設置する公衆無線LANの設置経費等の助
成を行う。

課題

安全・安心・快適戦略

図

コミュニケーションボードを作成・活用
し、商店街を訪れた外国人に魅力的なお
もてなしをする。公衆無線ＬＡＮの整備
を促進することで、商店街の回遊性を高
め外国人旅行者等の増加につなげる。

商店街のインバウンド対策については、他自治体との差別化が難しいことから、大学との連携を進め、特徴のある取組
みを推進する必要がある。また、商店街の公衆無線LANの整備促進については、将来的に維持管理費が商店街負担にな
るため設置に消極的な商店街がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

3,855 （単位：千円）
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、商店街に外国人観光客を呼び込むため引き続
き事業を推進していく。

事業ＩＤ

010601020500

区内共通商品券発行支援費

平成29年度事業概要
対 象
北区商店街振興組合連合会

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

産業振興課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

広く多くの方に商店街で商品券を利用し
てもらう。

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、ニーズが増加傾向にある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

33,000 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010601020600

30年度予算

中小企業金融対策費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

産業振興課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区内中小企業者・中小企業者の団体 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、
及び新たに創業しようとする方
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

区内中小企業の資金繰りを円滑にする。

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。

都制度と連携することで、小口零細企業資金の利子補給率を拡充したほか、利用実績の少ない制度の統廃合などの見直しを行った。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
2,101,552 （単位：千円）
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、関係機関と連携しつつ、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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010601020805

ものづくり推進事業費

平成29年度事業概要
対 象
北区のものづくり中小企業

課題

子ども・かがやき戦略

産業振興課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

区内ものづくり中小企業の技術高度化・
高付加価値化を推進する。

本事業はものづくり振興のため、各種助成金等を実施しているが、現在のニーズだけでなく、将来的なニーズも見極め
ながら、補助金・助成金の種類や金額、件数を柔軟に見直す必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

19,029 （単位：千円）
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
各種認証取得等や人材育成の費用補助も重要である。今後も、企業のニーズに合わせた支援を継続的に実施してい
く。

事業ＩＤ

010601021000

ものづくりトータルサポート事業費

平成29年度事業概要
対 象
区内ものづくり中小企業

課題

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

産業振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

販路コーディネーター・技術相談員による企業
訪問や相談を行うほか、各種セミナーの実施、
企業のＰＲ（ものづくり企業ホームページ、ガ
イドブック作成）等を行う。

図

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。

中小企業に対する技術相談や販路拡大相談については、新製品の開発支援、企業間マッチング、国や都の助成金活用支
援、各種アドバイス等、一定の成果があるが、その成功事例を積極的に発信し、さらなる利用促進を図る必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
12,458 （単位：千円）
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、製品の高付加価値化や技術開発の推進など、区内ものづくり中小企業
を総合的に支援していく。

事業ＩＤ

010601021200

公衆浴場施設・設備等補助費

平成29年度事業概要
対 象
区内公衆浴場

課題

子ども・かがやき戦略

産業振興課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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、負担が大きい設備の改善等を支援す
ることで、転廃業の防止及び経営の安定
と振興を図り、ふれあいの場としての公
共性を向上させる。

内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２９と約４分の１に減
少している。後継者不足もあり公衆浴場が置かれている状況は厳しいものがあるが、少子高齢化の進展によるふれあい
の場としての機能や訪日外国人の増加による日本文化を体験する場として注目されている一面がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
15,218 （単位：千円）
区民生活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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010601021500

勤労者サービスセンター補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

勤労者サービスセンターの事業

課題

元気・いきいき戦略

産業振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

人件費及び管理運営費の一部を補助する。

図

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。

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、杉並区を加えた４区センター合併によるさらなる広域化によって、固定費の北区負担分については、縮減できる見
込みだが、事業の整理統合や広域化のメリットを活かすなど、より一層の効率化を図ることが課題である。

杉並区の加入、名称変更。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

23,931 （単位：千円）

30年度予算

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。

事業ＩＤ

010601021700

観光振興事業費

平成29年度事業概要
対 象

産業振興課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

地域住民はもとより、広く観光に興 観光ボランティアガイド事業や観光ガイドマッ
プの作成配布、平成30年３月にリニューアルし
味を持っている人
た観光ホームページによる情報発信、各種イベ
ントの実施。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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）の魅力を効果的
に発信し、多くの人々が、興味を持ち訪
れるようにする。東京北区観光協会をは
じめ、区民、区民団体、民間事業者等と
行政が相互に連携・協力し、観光振興事
業に取り組む。

北区観光の推進については、東京北区観光協会と連携のもと、北区の観光振興をはじめ、商業振興、工業振興、文化芸
術振興、都市基盤整備などのさまざまな分野の施策や事業を、「観光」を核とした総合的地域づくりの視点に立って、
相互に連携し取り組んでいく必要がある。

SNSを活用した写真コンテストを開催する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

32,726 （単位：千円）
観光振興事業の推進にあたっては、東京北区観光協会と連携し、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30年３月策定の「北区観光振興プ
ラン後期計画」に掲げた重点戦略に基づき、北区の観光資源や魅力を効果的に発信していく。

事業ＩＤ

010601022300

30年度予算

コミュニティビジネス支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

産業振興課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

図

コミュニティビジネスに興味のある シンポジウム･セミナーや交流会、ハンズオン支 ミュニティビジネス創業が増え、コミュ
区民、コミュニティビジネス創業希 援を行う。また、区内の空き店舗などを活用し ニティビジネス事業が継続している。
望者、コミュニティビジネス事業者 てコミュニティビジネス事業を行う起業家に対
し、店舗賃借料の一部補助を行う。

課題

コミュニティビジネスの認知度が低く、区民のコミュニティビジネスに対する関心を高める必要がある。
また、コミュニティビジネスを継続するにあたっての課題も多く、地域の理解を高めるとともに支援の充実を図る必要
がある。

コミュニティビジネス創業を促進させるため、コミュニティビジネス事業者等によるネットワークの構築に着手する。

平成31年度事業課長方針

拡充

6,720 （単位：千円）
コミュニティビジネス事業は、地域課題の解決や雇用創出等につながるものであり、引き続きその促進が必要であ
る。
今後、区内のコミュニティビジネス創業を促進するため、コミュニティビジネス事業者等による創業支援ネット
ワークの構築を推進する。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010601040100

就職支援事業費

平成29年度事業概要
対 象
区内在住の求職者

課題

産業振興課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

ハローワーク王子、東京しごと財団等の関係機
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。

図

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習得
の機会を提供し、就職活動の一助として
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、多くの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）との連携を強化し、より効果的･効率的に事業を実施して
いく必要がある。

平成31年度事業課長方針

その他

2,925 （単位：千円）
就労を取り巻く状況はかなり好転してきており、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。

事業ＩＤ

010601040200

就職相談事業費

平成29年度事業概要
対 象
区内在住の求職者

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

産業振興課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

図

赤羽しごとコーナーに「人材開発協会認定キャ 求職者が就労している状態。
リアカウンセラー資格」を有する者で実務経験 また、就職活動に要する情報や知識を学
2年以上のアドバイザーを配置し、就職に関す
び、就職活動の一助としていく。
る助言･指導、キャリアインサイトによる適性診
断の実施や、就職に関する情報提供、応募書類
の書き方、就職プラン作成の支援を行う。

社会情勢の変化を的確にとらえ相談者のニーズに応えられるよう、適切な相談事業の遂行に留意していく必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

5,345 （単位：千円）
31年度においても赤羽しごとコーナーの就職相談窓口を維持し区民の就職相談に応じていくとともに、関係機関と
協力し働く意欲を持つ区民の就労を支援していく。

事業ＩＤ

010601040600

ジョブトライ事業費

平成29年度事業概要
対 象
区内在住の若年未就職者

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

産業振興課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

委託先企業で雇用し、基礎研修を行ったうえで
協力企業へ派遣し職場実習を行う。
参加者・企業の双方で合意があれば正規雇用と
なる。

安全・安心・快適戦略

意

図

事業参加者の正規雇用

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。
今後も、求人・求職のバランス変化に順応して、時代のニーズに合致するよう方向性を見極めて事業を実施する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

50,516 （単位：千円）
全体として失業率の改善が進む一方、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31年度も維持・推進していく予定である。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010601040700

女性再就職支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

産業振興課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

結婚・育児・介護等により現在離職 女性再就職支援コース:ビジネスマナーやパソコ
ン操作などの基礎研修の実施と、協力企業への
中で、再就職を希望する区内女性
インターンシップ派遣を行う。
介護職就職支援コース:介護初任者研修資格の取
得支援及び区内介護事業所とのマッチングを行
う。

課題

安全・安心・快適戦略

図

直接雇用に結びつける

正規雇用（フルタイム）だけではなく、育児や介護といったライフイベントに応じた柔軟な働き方を選択したいという
意向を持つ参加者も多いため、より多様な働き方を支援できるよう留意する必要がある。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、今後の動向を注視していく必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

58,320 （単位：千円）
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31年度も維持･推進していく予定である。

事業ＩＤ

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）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

王子、赤羽、滝野川の各地区住民

課題

30年度予算

スポーツ推進課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

総合型地域スポーツクラブの設立、育成に向け
た支援をする。

図

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。

総合型地域スポーツクラブの自主自立を目的に、安定的な運営となるよう活動場所や指導者の確保が課題である。ま
た、スポーツ実施率の向上につながる総合型クラブの支援策や、クラブ間連携による事業実施等の支援が課題である。

総合型地域スポーツクラブが平成29年度に１団体設立されたので、②手段に育成を追加しました。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,421 （単位：千円）
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、関係団体や地域との連携を
支援し、地域のきずなづくりを推進する。運営面・財政面においては、自主自立を目的に、民間補助制度等の情報
提供や申請補助の支援を行っていく。

事業ＩＤ

010204020115

30年度予算

体育館管理費（隅田川スーパー堤防被覆修景工事）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

赤羽体育館とスーパー堤防を繋ぐ堤 隅田川河川敷散策路までを舗装し、桜等植栽及
びベンチを整備する
防部分

課題

スポーツ推進課
安全・安心・快適戦略

意

図

隅田川沿いの水辺を楽しみながら、且
つ、区民個々の健康づくりに励める

本事業は、東京都施工の隅田川スーパー堤防整備事業の進捗状況により着工時期に変更が生じる。
平成29年度は、東京都整備工事が入札不調により工期が大幅に遅れてしまい、工期延長をせざるを得なかった。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

67,349 （単位：千円）
本事業は、東京都が進めている隅田川スーパー堤防等整備事業と一体的に整備を進めていく事業である。平成29年
度は、先行して施工する東京都整備事業が入札不調により工期が延長したため、本事業の施工ができなかった。平
成30年度は本事業費を再計上し、平成30年度中に着工を予定しているものである。
30年度予算

21 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

0102040202

プール等管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

施設の運営・維持管理

施設利用者

課題

スポーツ推進課
図

気軽にスポーツを楽しむ

各プールとも施設の老朽化が著しいため、計画的な改修と修繕が必要である。

指定管理者制度導入

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
112,010 （単位：千円）
平成29年度は直営だったが、平成30年度から指定管理者の導入を再開した。引き続き、円滑な運営管理を実施す
るとともに、さらなる利用者の拡大を図っていく。

事業ＩＤ

0102040204

神谷体育館管理費

平成29年度事業概要
対 象

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

施設の運営・維持管理

施設利用者

課題

子ども・かがやき戦略

スポーツ推進課
安全・安心・快適戦略

意

図

気軽にスポーツを楽しむ

神谷体育館は経営改革プランにより、平成30年度で廃止となっている。平成31年度は体育館を解体する予定だが、具
体的なスケジュールが決まっていない。

平成31年度事業課長方針

終了

12,434 （単位：千円）

30年度予算

平成30年度に廃止のため事業終了。

事業ＩＤ

02040205

豊島北スポーツ多目的広場管理費

平成29年度事業概要
対 象
施設利用者

課題

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

段

施設の運営・維持管理

スポーツ推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

安全・安心・快適戦略

意

図

気軽にスポーツを楽しむ

屋外施設で唯一の直営施設であるため、他の指定管理施設と比較し管理方法などに違いが生じないよう施設状況の把握
が必要となる。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
5,684 （単位：千円）
王子地区における数少ない屋外スポーツ施設の一つである。引き続き、円滑な運営管理を実施するとともに、さら
なる利用者の拡大を図っていく。

22 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201050100

内部情報系システム運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

区民情報課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

(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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

883,153 （単位：千円）
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、最適な状
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、常に最新の情報を入手し、情報セキュリティ対策を継続する必要がある。

事業ＩＤ

010201050200

30年度予算

住民情報系システム運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

区民情報課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

住民記録情報を基とした、税、国民 相互に情報を連携できるシステム利用環境を整
健康保険、各福祉系業務等の主管部 備する。
署。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

1,059,022 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201050300

基幹系システム番号制度改修費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

区民情報課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

住民基本台帳、住民税、国民健康保 マイナンバー制度に必要な改修の洗い出しを行
険、各福祉系業務等の住民情報系シ い、コストを低減しつつ必要な改修を加え、シ
ステム及び住民情報を取り扱う特定 ステムの利用環境を整備する
システムの主管部署

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

法制度に合致したマイナンバー対応シス
テムの構築

国からの仕様提示や情報の遅れがある中、最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。

平成31年度事業課長方針

縮減

118,750 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010202020100

賦課事務費

平成29年度事業概要
対 象

税務課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

個人住民税、軽自動車税及び特別区 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
たばこ税の納税義務者
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

公平・公正かつ適正な賦課業務を推進す
る。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

181,852 （単位：千円）
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最小限の
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。

事業ＩＤ

010202020200

徴収事務費

平成29年度事業概要
対 象

収納推進課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

全納税義務者（滞納者含む）

課題

30年度予算

図

（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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

111,759 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

020101010403

一般管理事務費（国保）（保険料収入事務）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

国民健康保険被保険者（一般・退
職）

課題

30年度予算

元気・いきいき戦略

手

国保年金課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

●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」による納付案内（電話・訪問）●高額療
養費等の未納保険料への充当

安全・安心・快適戦略

意

図

保険料収納率の向上

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はないが、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
53,590 （単位：千円）
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、地区担当制
を推進し、効果的に滞納処分を実施する。

24 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010501010300

集団回収支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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。

課題

リサイクル清掃課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

46,704 （単位：千円）
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。
高齢化による担い手不足については、集団回収事業者認定制度により、活動団体の事務負担を軽減するなど、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。

事業ＩＤ

010501010400

30年度予算

びん・缶回収事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

リサイクル清掃課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

家庭から排出される飲食用のびん及 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
び缶を回収する。
「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
5,200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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

254,716 （単位：千円）
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い合わ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う
とともに、高齢化等により維持管理が困難なステーションについては、地域の実情に応じて柔軟な対応を図るな
ど、町会・自治会が継続的にステーション管理を行えるよう努めていく。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010501010500

拠点回収費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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。

課題

リサイクル清掃課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

6,161 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010501010600

30年度予算

ペットボトル回収事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

リサイクル清掃課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

家庭から排出される飲料用のペット 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
ボトルを回収する。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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て実施し、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

140,003 （単位：千円）
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。
30年度予算

26 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010501010800

リサイクル啓発事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

ごみの分け方出し方冊子や環境学習用冊子を作
成して配付する。
親子向けリサイクル施設見学会（エコエコツ
アー）の開催、イベントへの出展、ごみ減量レ
シピ（リデュースクッキング）などの啓発活動
を行う。

区民、区内団体、事業者など

課題

リサイクル清掃課
図

リサイクルに関する知識を深めるととも
にリサイクルへの意識を高め、家庭や地
域での３Rへの取り組みを促す。

ごみの減量化に向けて、食品ロス、生ごみの水切り、雑がみの資源化について、積極的に取り組んでいく必要がある。
また家庭ごみ・資源の分け方、出し方については、増加傾向にある外国人への周知や啓発を強化していく必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
2,991 （単位：千円）
北区一般廃棄物処理基本計画2015に基づき、ごみの減量化・資源化を推進するため、環境教育など既存の啓発活
動を継続的に実施していくとともに、区民の意識改革につながる普及啓発活動をより推進していく。

事業ＩＤ

010502010300

清掃管理費

平成29年度事業概要
対 象

リサイクル清掃課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区民、区内事業者、区内大規模建築 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
物管理者
ともに排出指導などを行う。
その他関係団体

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

24,569 （単位：千円）
「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。

事業ＩＤ

010503010300

みどりの保護・育成事業費

平成29年度事業概要
対 象
区民及び事業者

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

環境課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

平成３０年度は、５年に一度の緑の実態調査を行い、区内の緑被率等を調査するが、これに基づき、緑の基本計画の
改定を行い、今後の緑化施策を検討していく。緑被率の低い地域には働きかけを継続して行い、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。また、土地の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、所有者への助成を通じて、経済的負担軽減を図り、みどりの維持、
緑被率の向上を図っていく必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

52,199 （単位：千円）
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。特に緑被率の低い地域の緑化推進が求められる。そのため、助成金交付、現物提供
等の予算措置は引き続き必要である。
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010503010401

地域美化推進事業費（地域美化・路上喫煙対策）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

区民・区内事業者・区内在勤者・区 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
内通過者
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。

課題

環境課
図

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。

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、指定喫煙場所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、その環境改善について対策が求め
られている。各指定喫煙場所には場所の制約があり、道路管理者等関係機関との協議を行っているところである。
また、東京都受動喫煙防止条例が施行された場合、屋外での喫煙が増えるものと見込まれることから、路上喫煙対策
をさらに進めていくことが求められている。

事務事業名を「地域美化・路上喫煙対策事業費」に変更した。

平成31年度事業課長方針

拡充

30年度予算
20,634 （単位：千円）
駅周辺等のたばこの煙やにおいの課題に対処するため、国・東京都・他自治体の動向に注視しつつ、関係機関と
の協議を継続して行い、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、路上喫煙対策の強化、指定
喫煙場所の環境改善の取り組みを進めていく。

事業ＩＤ

010503010600

花のあるまち推進事業費

平成29年度事業概要
対 象

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

区民。

課題

子ども・かがやき戦略

環境課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

拡充

13,804 （単位：千円）
「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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010503010800

地球温暖化対策事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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

課題

環境課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

省エネ道場において、認定段位の表彰式を開催する。また、既存の参加者以外への広い機会の提供として、夏休み期間中の平日に実施する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

4,216 （単位：千円）
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３０年度から導入した段位認定制度の有効
性・有用性を判断し、見直しを行っていく。また、平成３１年度以降には、低学年・高学年等の年齢や知識の習熟
度に合わせた講座の運用に向け、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。

事業ＩＤ

010503011000

30年度予算

環境大学事業費

平成29年度事業概要
対 象

環境課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区民、事業者、子ども（家族）から 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
成人まで幅広く対象としている。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

みどりと環境の情報館は「みどりと環境」に関する発信拠点として平成２１年に開設したが、立地条件等から利用者数
が少なく、有効に活用されているとは言えない状況にある。平成３０年４月から、施設運営の効率化を図るとともに、
有効活用を図るため、自然ふれあい情報館とみどりと環境の情報館の運営を一本化してノウハウのある民間事業者に委
託している。今後は、両施設と東京家政大学に委託している事業の連携を深め、事業効果を高めていくこと、合わせて
みどりと環境の情報館の利用増を図っていくことが課題である。

みどりと環境の情報館の運営を直営から民間委託に変更し、自然ふれあい情報館と一本化して運営を委託した。

平成31年度事業課長方針

拡充

47,052 （単位：千円）
みどりと環境の情報館を平成３０年度から直営から民間委託に変更したが、委託の効果が高まるよう、地域のイベ
ントへの参加、展示内容の見直し、屋外ガーデンを利用した事業の検討・実施、老朽化した施設の改善に取り組
み、同館の有効活用を図る。また、３事業の連携を深めて、区民が環境に関する正しい知識を学べる幼児から社会
人まで一貫した講座等を開催し、北区環境基本計画2015で掲げる望ましい環境像「自然環境共生都市～みんなが
環境を考え・行動するまち～」に向けた取組みを推進する。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010503011100

新エネルギー機器等普及事業費

平成29年度事業概要
対 象

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

区民、事業者

課題

子ども・かがやき戦略

環境課
図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

拡充

30,030 （単位：千円）
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。社会情勢を踏まえ、新たな助成メニューを検討す
る。また集合住宅の管理組合向け申請件数が増加傾向にあるため、事業費は増額となる。

事業ＩＤ

010503011300

30年度予算

地球温暖化対策実行計画策定

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

環境課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

北区地球温暖化対策地域推進計画及 現況調査、区民や事業者に対する意識調査、環
び第４次北区役所地球温暖化対策実 境審議会への諮問及び庁内各課への照会により
環境施策の検討を重ねる。
行計画（事務事業編）

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

地球温暖化やエネルギー、リサイクルな
ど、区をとりまく環境が大きく変化して
いる中で、北区及び北区役所としての地
球温暖化対策の推進を実践するため、実
現に向けた明確な目標を設定した計画を
策定する。

目標の達成に向け、区民・事業者・区が相互に連携しながら推進する必要がある。そのため、区として、地球温暖化対
策に係る活動の主体となる区民・事業者の参画を様々な場面で促進し、各主体が連携して取り組めるような仕組みづく
りを進め、また、区内最大の事業者として、省エネルギー、省資源な環境配慮行動を自ら実践し、区民・事業者の模範
となるよう率先的な取組みを目指す必要がある。

平成31年度事業課長方針

休止
30年度予算
0 （単位：千円）
平成29年度内にて計画策定作業を終えたため、本事業は終了となる。
次回改定時期は、「第２次北区地球温暖化対策地域推進計画」については平成39年度、「第５次北区役所地球温暖
化対策実行計画（事務事業編）」については平成３４年度の予定である。なお、社会情勢の変化及び他関連する計
画との整合をとりながら、中間の見直し等を含め、進捗状況等の評価・検討を行う。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010502010401

清掃事業費（ごみ収集）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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）

課題

北区清掃事務所
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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）

図

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。

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月現在は正規職員１２８名・平均年齢は５０．２
歳、平成２９年４月現在、正規職員１２０名・平均年齢は４９．９歳、平成３０年４月現在、正規職員１１９名・平均
年齢は４９．８歳。技能系職員は高齢化となっており、今後、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

945,757 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010502010402

30年度予算

清掃事業費（資源古紙の回収）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

北区清掃事務所
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

家庭及び小規模事業所から排出され 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。
る古紙（新聞・雑誌・段ボールな
ど）

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

187,276 （単位：千円）
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。
30年度予算

31 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010502010403

清掃事業（粗大ごみ収集）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

北区清掃事務所

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

家庭から排出される粗大ごみ（概ね 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
３０ｃｍ角以上の大型ごみ）
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

192,336 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010502010404

清掃事業費（動物死体の処理）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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）

課題

30年度予算

元気・いきいき戦略

手

北区清掃事務所
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

生活環境と衛生状態を保全し環境美化を
図る。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進
30年度予算
1,754 （単位：千円）
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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010502010405

清掃事業費（住民啓発）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

北区清掃事務所
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区民及び区内でごみを排出する事業 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
者
「住民懇談会」、児童等への環境学習の実施。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,655 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010301010300

民生委員・児童委員費

平成29年度事業概要
対 象
民生委員・児童委員

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

健康福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

49,742 （単位：千円）
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。
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。 平成31年度は、一斉改選のため事業費が増額
となる。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010301011500

権利擁護センター補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

健康福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

権利擁護センター「あんしん北」の運営費及
権利擁護センター「あんしん北」
び事業費の補助を行う。
（北区社会福祉協議会に設置）

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等、財産管理や施設入所契約が困難な方が増加し、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。しかし、現状では、成年後見制度を知らない区民も多く、区民に対する当該制度の周
知が必要である。
（参考）区長申立て件数：平成29年度 56件

平成31年度事業課長方針

維持・推進

27,039 （単位：千円）
認知症高齢者の増加等、今後も成年後見制度を必要とする方の増加が見込まれる。よって、権利擁護が必要な方
が、成年後見制度・福祉サービス利用援助事業・財産保全サービス等のサービスを活用することができるよう、権
利擁護センター「あんしん北」事業を進める必要がある。今後の成年後見制度の利用促進の観点から、社会貢献型
後見人の養成について検討を行う。

事業ＩＤ

010301011600

30年度予算

避難行動要支援者名簿管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

健康福祉課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

災害時又は災害が発生するおそれが 「避難行動要支援者名簿」を作成するために、
ある場合に、自分の力で避難するこ 避難行動要支援者名簿システムを導入した。
とが困難で特に支援が必要な避難行
動要支援者

課題

安全・安心・快適戦略

図

避難行動要支援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。

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」へと移行は完了したが、安否確認の方法など、避難支援者への活用方法を関係各課と検
討する必要がある。また、個別計画の作成も本年度は高齢者を対象に行う予定だが、障害者の個別計画作成委託につい
て検討が必要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

7,535 （単位：千円）

30年度予算

引き続き避難行動要支援者名簿の更新を行うとともに、個別計画の作成を実施する。

事業ＩＤ

010301012200

地域保健福祉計画策定

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

健康福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

現行の地域保健福祉計画（平成１９ 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
年度から平成２８年度）
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

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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

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・充実を最重要課題と位置づける。

平成31年度事業課長方針

休止

0 （単位：千円）
平成30年3月に地域保健福祉計画の策定は完了。策定した新計画は、計画に基づく施策が地域において効果的に展
開されるよう、取組みの方向を理念的に示すものとし、個別事業の評価は、個別事業計画の検証に委ねるものとす
る。
30年度予算
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※平成31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
事業ＩＤ

010302010800

特別養護老人ホーム等建設費補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

健康福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

特別養護老人ホームを設置する社会 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。
福祉法人

課題

安全・安心・快適戦略

図

特養入所待機者の解消を図る。

・特別養護老人ホームの入所待機者は、平成２９年５月：６９６人から平成３０年５月：６１９と減少した。しかしな
がら、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。
・（仮称）王子みずほは、国の土壌汚染改良工事遅延により平成29年度着手が見送りとなり、平成30年度は71％、平
成31年度は29％の進捗を見込んでいるが、開設もずれ込む可能性がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

271,466 （単位：千円）
工事の進捗状況により事業費は毎年増減している。（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年度の着手を予定していたが、国の土壌汚染改良工事遅延により平成３０年度の着工となる見込み。
（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。）開設時期もずれ込む可能性があ
るが、開設に向けて事業者を支援していく。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。

事業ＩＤ

010401010800

みんな元気！健やか長寿事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

①自らの健康づくりに関心を持つ区
民
②運動習慣が少ない働き盛り世代の
区民

課題

30年度予算

健康推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

「ウォーキング講座」「健康チェック」「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。

図

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。

筋力アップ体操教室は、事前予約が必要なく、会場に来ていただければ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。平成30年度から1人１会場制を導入したが、引き続き安全面の確保が課題である。

スマートフォンアプリを活用したウォーキングポイント事業のモデル実施を行う。
これに伴い、ウォーキング講座、健康サポート教室については、役割を終え、事業終了とした。

平成31年度事業課長方針

拡充

30,082 （単位：千円）
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、若い世代の健康づくりの
意識を高めるため、健康チェックの実施やウォーキングポイント事業の普及に努める。

事業ＩＤ

010403020100

予防接種費

平成29年度事業概要
対 象

健康推進課

子ども・かがやき戦略

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

課題

30年度予算

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

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31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
1,181,248 （単位：千円）
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。
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※平成31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
事業ＩＤ

010403030100

子宮がん検診費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

健康推進課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

図

区内在住の２０歳以上の女性で前年 ①医療機関方式：北区医師会に委託し、問診、 子宮がんの二次予防対策として、検診に
視診、細胞診を実施。はがき、ファクス、また より、子宮がんの早期発見と早期治療に
度の北区子宮がん検診未受診者。
は電子申請で申込。区内指定医療機関にて受
結びつけ、死亡率の減少を図る。
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。

課題

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
66,572 （単位：千円）
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３１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。

事業ＩＤ

010403030200

胃がん検診費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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

課題

健康推進課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

(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

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。
H30年度より区内医療機関で実施する胃がん検診に内視鏡検査を導入し、従来のＸ線と選択できるようにし、また対象
年齢を50歳以上の偶数年齢に拡大することで、受診率の向上を図る。
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。

区内医療機関で実施する胃がん検診に、内視鏡検査を導入し、従来のX線と選択制にする。
また、対象者の年齢を50歳以上の偶数年齢とする。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

137,075 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010403030300

乳がん検診費

平成29年度事業概要
対 象

健康推進課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

４０歳以上の女性で、前年度乳がん 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、
検診を受けていない方(受診間隔２
女性を対象に専門医による講演・自己検診法実
年に１回）
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

98,255 （単位：千円）

30年度予算

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３１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。
事業ＩＤ

010403030400

大腸がん検診費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

３５歳以上の区民を対象に実施。

課題

健康推進課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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）

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

14,033 （単位：千円）
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30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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

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）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

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．社会保険
被扶養者等特定健診レベルアップ
（北区追加健診）：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）

課題

元気・いきいき戦略

健康推進課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

４．健康手帳配布について、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）に郵送を廃止。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

196,205 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010403030700

30年度予算

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）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

課題

健康推進課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

985 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010403050101

妊産婦健康診査費（妊産婦健康診査）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

健康推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

妊娠中または出産後１年以内の妊産 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
婦。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

270,596 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010403050201

30年度予算

妊産婦保健相談事業費（妊産婦・新生児訪問指導）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

訪問指導を必要とする妊産婦及び生 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
後４か月未満の乳児全員
導助言を行う。

課題

健康推進課
図

・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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

14,266 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010403050203

妊産婦保健相談事業費（母子手帳交付費）

平成29年度事業概要
対 象
妊娠した区民

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

健康推進課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

母子手帳の交付場所について、一層の周知が必要である。
また、交付場所ごとの実績を踏まえ、より少ない在庫で配布できるようにする必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

2,594 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010403050204

妊産婦保健相談事業費（はぴママたまご面接）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

保健師等の専門職が妊婦本人と面接

区内在住の妊婦及び産婦

課題

元気・いきいき戦略

健康推進課
図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
49,812 （単位：千円）
平成30年度からは妊娠期から子育て期にわたるニーズを把握したうえで、妊婦とともに支援プランを作成すること
としており、引き続き面接率の向上を目指し、周知を図っていく。

事業ＩＤ

010403050205

妊産婦保健相談事業費（産前産後セルフケア講座）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

妊娠16週以降の妊婦と産後６０～
１２０日までの産婦

課題

元気・いきいき戦略

健康推進課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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

図

妊婦と産婦の心身の負担の軽減を図る

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,110 （単位：千円）
妊婦面接での周知や事業内容の浸透により参加者が増加しているため、事業実績の動向を見ながら拡充等について
は検討を行っていく。

事業ＩＤ

010403050206

30年度予算

妊産婦保健相談事業費（産後デイケア）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

健康推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

生後２箇月から６箇月までの乳児と 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。
その母親

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

母親の育児への不安を軽減する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

2,500 （単位：千円）

事業の区民への周知を強化し、利用者の増加を図る。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010403050301

乳幼児健康診査費（乳児健康診査）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

健康推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

原則 生後３～４ヶ月の乳児、生後 ①３・４ヶ月児健診 健康相談係が集団健診と
６～７ヶ月及び９～１０ヶ月の乳児 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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

・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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

54,600 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010403050302

30年度予算

乳幼児健康診査費（一歳六か月児健康診査）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

１歳６ヶ月をこえ満２歳に達しない 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
幼児
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。

課題

健康推進課
図

・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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

29,168 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010403050303

30年度予算

乳幼児健康診査費（三歳児健康診査）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

健康推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

満３歳をこえ、満４歳に達しない幼 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
児
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

・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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

21,031 （単位：千円）
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最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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010302021900

在宅介護医療連携推進費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

地域医療連携推進担当課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

在宅療養生活を送る区民及び家族、 国の定める「在宅医療・介護連携推進事業」の
在宅療養をささえる医療・介護関係 ８つの事業項目を中心に、介護と医療の連携の
在り方の検討や、多職種連携の支援、在宅療養
者
や看取りに関する普及啓発等に取り組み、在宅
療養を支援する体制の充実を図る。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

在宅療養を支援する体制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。

国の定める在宅医療・介護連携推進事業（介護保険会計・地域支援事業）に基づく事業については、介護保険会計（在宅療養推進事業費）に移行し
た。本事業費では、地域支援事業へ移行できない経費（対象外経費等）を計上している。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

4,863 （単位：千円）
国の定める在宅医療・介護連携推進事業（介護保険会計・地域支援事業）に基づく事業のうち、介護保険会計で実
施できない取り組みを中心に事業を推進し、在宅療養を支援する体制の充実を図る。

事業ＩＤ

060303010800

30年度予算

在宅療養推進事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

地域医療連携推進担当課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

在宅療養生活を送る区民及び家族、 国の定める「在宅医療・介護連携推進事業」の
在宅療養をささえる医療・介護関係 ８つの事業項目を中心に、介護と医療の連携の
在り方の検討や、多職種連携の支援、在宅療養
者
や看取りに関する普及啓発等に取り組み、在宅
療養を支援する体制の充実を図る。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

在宅療養を支援する体制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。

国の定める在宅医療・介護連携推進事業（介護保険会計・地域支援事業）に基づく事業について、一般会計（在宅介護医療連携推進費）より移行し
た。介護保険会計・地域支援事業へ移行できない経費（対象外経費等）は一般会計（在宅介護医療連携推進費）において計上している。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

15,242 （単位：千円）
北区在宅療養推進会議に検討部会を設置し、各課題に応じた取り組みの検討を行うほか、医療・介護関係者の多職
種連携の更なる強化や在宅療養や看取りに関する区民啓発の実施など、国の定める在宅医療・介護連携連携推進事
業に基づく事業を推進し、在宅療養を支援する体制の充実を図る。
平成３１年は３年に一度の医療社会資源調査を実施する。

事業ＩＤ

010301011700

30年度予算

中国残留邦人等支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

生活福祉課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

中国残留邦人等支援事業対象者（特 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
定配偶者含む）。
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

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

224,907 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010305010300

生活保護法施行事務費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

生活保護実施に係る事務費。

課題

生活福祉課
図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
151,823 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

01030101210

生活困窮者自立支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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

課題

北部地域保護担当課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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、就労
準備支援事業、子どもの学習支援事業を実施す
る。

図

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。

・ 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、３０年度前半で５か所となる予定であり、今年度よ
り対象を小学生に限定したところであるが、切れ目のない学習支援が行えるよう、中学生を対象とする教育委員会実施
の学習支援事業との連携が課題である。

子どもの学習支援については、中学生を対象とした教育委員会実施の学習支援事業とすみ分けを図るため、対象から中学生を除き、小学生のみ対
象とした。

平成31年度事業課長方針

拡充

68,004 （単位：千円）
北区くらしとしごと相談センターを拠点として、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
金の支給、家計相談支援事業、就労準備支援事業を実施しており、今後も引き続き、庁内関係課や社会資源と連携
を図り、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、利用希望者数を勘案し、
新規教室の開設を検討していく。

事業ＩＤ

010302010400

30年度予算

シルバー人材センター補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

高齢福祉課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

６０歳以上の仕事への意欲がある高 シルバー人材センターの運営費の一部を補助す
齢者が会員となっている公共公益的 る。
な団体。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。
平成２９年度から開始した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。
本年度から労働者派遣事業を開始する。適正就業の推進、会員の就業機会の拡大を図っていく。派遣就業においても請
負就業と同様に「臨時的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務」を基本にすることが今後の課題となっている。

本年度から労働者派遣事業を開始する。適正就業の推進、会員の就業機会の拡大を図っていく。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

40,360 （単位：千円）
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。
本年度から開始する労働者派遣事業において適正就業の推進、会員の就業機会の拡大を図っていくけるよう、引き
続き支援していく。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010302011100

高齢者保健福祉計画策定費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

高齢福祉課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

高齢社会を取りまく重要な課題に対 学識経験者、区内関係団体、公募委員などで構
して目指すべき基本的な施策目標と 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
取り組むべき施策を示す。
る。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

策定した北区地域包括ケア推進計画（平成30～平成32年度）について、庁内調整会議において、毎年度、計画の進捗
状況を把握し、計画を推進していく。また、介護保険運営協議会に随時報告して意見を仰ぎ、必要な対応を取ってい
く。さらに、学識経験者や介護・医療関係者等で構成する「長生きするなら北区が一番研究会」において、他自治体等
の先進事例の紹介や今後行っていくべき新たな施策などについてご意見をいただき、新規施策等を検討していく。

平成30年3月に平成30～32年度の3年間の計画（計画名称「北区地域包括ケア推進計画」）を策定した。関係各課の調整、進捗状況の把握及び評価
等を行うために設置した「庁内調整会議」において、毎年度、計画の進捗状況を把握し、計画を推進していく。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

0 （単位：千円）

30年度予算

次期計画策定に向けて、検討委員の選定、検討委員会の開催、アンケート調査を実施する。

事業ＩＤ

010302020800

要介護高齢者等おむつ支給事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

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

課題

元気・いきいき戦略

高齢福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

事業費が毎年増加しているが、要介護高齢者の健やかな生活を支援する視点で必要な事業であり、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

124,340 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010302021000

高齢者住宅改造費補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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。

課題

30年度予算

高齢福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

11,202 （単位：千円）

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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010302021100

老人養護費

平成29年度事業概要
対 象

高齢福祉課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

６５歳以上の方で、居住環境上、経 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
済上等の理由で在宅生活が困難な
老人ホームへの入所措置等を実施する。
方。

課題

安全・安心・快適戦略

図

居宅生活困難な高齢者の生活の場を確保
し、心身の健康の保持及び生活の安定を
図る。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

311,895 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010302021200

30年度予算

高齢者緊急生活支援事業費（緊急生活支援事業）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

区内１１ヶ所の特別養護老人ホーム等の空
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 ベッドを活用し、一時的に保護し、介護保険法
の事情で一時的に在宅での生活が困 第８条第９項に規定する短期入所生活介護に準
じたサービスを提供する。
難になった方。

課題

高齢福祉課
図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

12,981 （単位：千円）
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・２９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。
３１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。

事業ＩＤ

010302021201

30年度予算

高齢者緊急生活支援事業費（一時保護事業）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

認知症又は認知症の疑いのある身元 区内の特別養護老人ホーム等に緊急保護し、介
不明高齢者及び虐待等により一時的 護保険法第８条第１項に規定する短期入所生活
に養護者との分離が必要と認められ 介護に準じたサービスを提供する。
る高齢者

課題

高齢福祉課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,510 （単位：千円）
今後も増加の見込まれる認知症高齢者や高齢者虐待案件の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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010302021600

高齢者生活援助サービス費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

高齢福祉課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

介護保険制度を補うものとして、給付の上限
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 をこえるサービス・給付の対象外とされるサー
まかなえない支援を必要とする方。 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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

9,759 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010302021700

高齢者見守り・緊急通報システム事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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
にある方で、近隣に親族が居住して
いない方。また、火災発生への不安
があるかたや、自身の安否確認を希
望する方。

課題

30年度予算

元気・いきいき戦略

手

高齢福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

民間方式の緊急通報システム・火災安全システ
ム、安否確認センサを設置し、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
できる体制をとる。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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

利用設置数は増加傾向が続いていたが、29年度末実績では対前年度40台減となった。しかし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年度から新規導入した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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

48,265 （単位：千円）
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。２年目となる今年も更なる導入を促し利用者の安心につながる事業としたい。
引き続き高齢者あんしんセンター等と連携し、利用者数増加のためPRに努め、事業を推進していく。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

060303010300

高齢者あんしんセンター運営費

平成29年度事業概要
対 象
区内の高齢者及びその家族

課題

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

高齢福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

高齢者人口は横ばいの傾向だが、後期高齢者が高齢者人口の半数を占め、独居を含む高齢者のみの世帯、認知症高齢者
への支援ニーズが増大している。また高齢者虐待の処遇困難事例等、成年後見制度などの権利擁護を含めた支援が必要
なケースが増加している。
高齢者の生活基盤整備のため、地域の町会・自治会や民生委員等との連携強化や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ますます増大している。平成28年度には、高齢者あんしんセンターを３か所開設（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。平成３０年度は区民事務所分室の閉鎖に伴
い、浮間さくら荘、滝野川西高齢者あんしんセンターを分室跡に移転させ、より区民に身近な施設にする。

平成31年度事業課長方針

拡充

30年度予算
463,817 （単位：千円）
ますます高度化・複雑化している業務に対応するため、職員や関係者の資質向上および事業の強化・充実に取り組
む必要がある。平成３０年度の介護保険法改正では新たに保険者機能強化推進（インセンティブによる交付金）へ
の対応が必要である。これらと連動している地域包括支援センターの事業評価、自立支援・介護予防のための地域
ケア会議の構築への取り組みも喫緊の課題であり、事業の推進が必要である。また平成31年度は豊島高齢者あんし
んセンターを分室跡に移転させる。

事業ＩＤ

060303020101

認知症高齢者総合支援事業費（徘徊高齢者家族支
援）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区内に住所を有する認知症による徘 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
徊症状のある高齢者等（４０歳以
をあらかじめ身につけていただき、所在が不明
上）を在宅で介護する家族等
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。

課題

高齢福祉課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

228 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

060303020200

成年後見制度利用支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

課題

元気・いきいき戦略

手

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

高齢福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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対象者へ成年後見人等に対する報酬等の支払
い費用を助成する。

図

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。

成年後見制度は社会的なＰＲにより制度自体が浸透してきており、利用者は増加傾向にある。
区長による審判請求については、身寄りのない認知症高齢者の増加や単独世帯の高齢者の増加が見込まれるなか、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必需である。
また、平成２５年度から成年後見制度の利用促進を目的に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。
成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行により、区は成年後見制度の利用促進に関する施策を進める必要があ
る。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

8,542 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010302010300

シニアクラブ補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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）

課題

30年度予算

長寿支援課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

創立６０周年記念のため、運営費の補助額を800千円増額した。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

49,350 （単位：千円）
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。
30年度予算

48 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010302020100

敬老祝品贈呈費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

長寿支援課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

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

課題

安全・安心・快適戦略

図

長寿の祝意を表す。

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、百歳者及び男女最高齢者のみとした。
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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

24,458 （単位：千円）

30年度予算

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。

事業ＩＤ

010302020200

高齢者ヘルシー入浴券事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

長寿支援課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区内在住の７０歳以上の高齢者（介 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
護保険の要介護４・５は対象外）
担１００円。荒川区２施設は１５０円。）

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

87,667 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010302020600

30年度予算

高齢者ふれあい会食事業費（高齢者ふれあい食事
会）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区内在住の65歳以上の方で、介護 年間を通して決められた曜日・会場に集まって
保険の認定を受けておらず、一人で 食事をする会食会を行う。
会場まで通える方。

課題

長寿支援課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

22,537 （単位：千円）

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。

49 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

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）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

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

課題

元気・いきいき戦略

長寿支援課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

853 （単位：千円）
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。
引き続き高齢者あんしんセンターが中心に協力団体、協力機関、民生委員、声かけサポーターが連携して見守り体
制の強化を図る必要がある。

事業ＩＤ

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）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

区内在住の65歳以上の虚弱な一人
ぐらし高齢者。

課題

30年度予算

長寿支援課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

民生委員がおおむね週1回訪問を行う。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
5,176 （単位：千円）
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。
また、高齢者あんしんセンターが中心となり、見守り体制の強化を図る必要がある。

事業ＩＤ

010302022200

認知症の人と家族・介護者地域サポート事業

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

認知症の人とその家族及び介護者
地域住民

課題

元気・いきいき戦略

手

長寿支援課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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、認知症初期段階の適切な助言・支援など相談機
能を強化し、認知症に関する正しい情報提供を継続していく必要がある。さらに、認知症の人とを支える担い手との協
働、家族の集いカフェや若年性認知症カフェを充実に向けて、支援体制を整えていくことが重要である。

事業名の変更…認知症地域支援・ケア向上事業費（認知症カフェ）に変更。ケア向上多職種協働研修や地域支援推進会議等が移行してきている。次
年度評価シートをリセットする可能性がある。
内容の変更…若年性認知症カフェ、家族の集いカフェを開催。相談・支援の充実を図る

平成31年度事業課長方針

維持・推進

0 （単位：千円）
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、安心して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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

060302010100

健康はつらつパワーアップ事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

長寿支援課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

６５歳以上の高齢者の方及びその支 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
援活動に関わる方
会等を実施する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

50,277 （単位：千円）
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。
また、住民主体による通いの場の育成・支援のために、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や生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、介護予防拠点施設ぷらっとほーむとの連携について検討する必要があ
る。

事業ＩＤ

060302010300

シニア元気応援事業費

平成29年度事業概要
対 象
65歳以上の元気な高齢者

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

長寿支援課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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、高齢者のための芝居を見る会は、リピーターが多いため、外出の機会の確保と広く行き渡るよう検討を行う。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

14,911 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

060303010600

生活支援体制整備事業費

平成29年度事業概要
対 象
地域の高齢者

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

長寿支援課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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する
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」を設置し、関係機関と連携し介
護予防サービスの提供体制の整備に向けた仕組みの構築を推進する必要がある。（高齢福祉課担当）

平成31年度事業課長方針

維持・推進

103,354 （単位：千円）
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。生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰや協議体の設置を通じて、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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

060303010700

認知症初期集中支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

長寿支援課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

自宅で生活をしている認知症が疑わ 区内１７か所の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
れる人、
または軽度認知症の人とその家族。 ター及び初期集中支援チームを配置する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

対象者をMCI（軽度認知障害）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
に関する普及啓発を積極的に行い、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の生活を支える地域の資源やネットワークについて検討
を重ね、具体的な取り組みにつなげる事も重要である。

事業名の変更…認知症初期集中支援推進事業費に変更
認知症支援コーディネーター・認知症地域支援推進員委託料を認知症地域支援・ケア向上事業費に移行などあり。次年度評価シートをリセットする可
能性がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

（単位：千円）

30年度予算

認知症の人とその家族の意思が尊重され地域で安心して生活できるよう、認知症総合相談窓口である高齢者あんし
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。
認知症対応力の地域差の解消や地域づくりを意識した取り組みに努め、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。
事業ＩＤ

060303020600

地域見守り・支えあい活動促進補助事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

地域の一人暮らし高齢者等の見守り 町会・自治会へ見守り・支えあい活動の活動費
を行っている町会及び自治会で①及 の補助金を交付する。
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

課題

長寿支援課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

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31年度事業課長方針

維持・推進

14,261 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010303010500

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）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

①介護給付費等の支給を受けようと
する身体障害者、知的障害者、精神
障害者、障害児
②東京都北区自立支援協議会（区、
学識経験者、保健医療、障害者団体
等で構成）

課題

元気・いきいき戦略

障害福祉課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

①東京都北区障害者介護給付費等審査会（保健
医療、障害者団体等で構成）を運営する。
②協議会を開催し、障害者への支援体制の整備
等について、協議する。協議事項について、調
査、研究等を行うため、専門部会を設置する。

図

①中立かつ公平な立場で、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地域における障害者への支援体制に関
する課題について情報を共有する。関係
機関等の連携の緊密化を図る。

障害者総合支援法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、適切に事務費を執行する必要が
ある。
審査会については、真に利用者の生活自立につながる適切な障害福祉サービスの提供を行うために、中立かつ公平な立
場で障害支援区分の審査判定業務を行うこと、また、協議会については、障害福祉サービス等の現場の声や課題を反映
できるように意見や要望の吸い上げを行うなど、開かれた事業運営を行うことが課題である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

24,444 （単位：千円）

30年度予算

今後も適切な事務を執行するべく、現在の事業内容及び事業費を維持とする。

事業ＩＤ

010303010600

障害計画改定事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

身体障害者、知的障害者、精神障害 平成30年度から平成32年度までの「第５期北
区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画」
者、難病患者、障害児
を策定する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

障害者、障害児に対するサービスを計画
的に提供するため、充実させるべき障害
福祉サービス等の数値目標、確保すべき
サービス量、提供体制の確保のための方
策を定める。

国や東京都等の動向を踏まえ、今後３年間において充実させるべき障害福祉サービス等の数値目標及び確保すべきサー
ビス量、確保のための方策を定めた。策定に当たっては、自立支援協議会で協議を行うとともに、パブリックコメント
を実施し、区民の意見や提言を計画に反映させるように努めた。

改定が終了したため、事業を休止とする。

平成31年度事業課長方針

休止

0 （単位：千円）

30年度予算

平成31年度は非実施年のため。

事業ＩＤ

010303010800

障害者福祉施設整備費補助費

平成29年度事業概要
対 象
福祉施設整備事業者

課題

子ども・かがやき戦略

障害福祉課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

障害者グループホームの新築、改築又は改修に
要する施設整備費の一部を補助する。

安全・安心・快適戦略

意

図

整備が進まない障害者グループホームの
整備を推進する。

「北区基本計画」において、障害者グループホームの整備は計画事業として位置づけられている。しかし、区内の地価
水準は高く、用地確保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のが現状である。また、現在は障害者
の高齢化に伴う障害の重度化が進んでおり、重度障害者や医療的ケアを要する障害者の受け入れも課題である。そのた
め、区が施設整備費を補助することにより、障害者グループホーム及び重度身体障害者グループホームの整備の促進を
図る。なお、平成３０年度は、区有地を活用した重度障害者グループホームの整備に向けて、公募型プロポーザル方式
により事業者を選定した。今後、整備に向けて事業者と調整を行う。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

0 （単位：千円）
北区中期計画による修正を経て、北区基本計画及び北区障害者計画に基づいた整備・誘導を進めている。
予算については、整備計画数や規模に応じて増減するが、今後も計画に基づき障害者グループホームの整備・誘導
を推進していくので、現状維持とする。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010303020100

心身障害者福祉手当経費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

・身体障害者手帳１級から３級の方 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
・愛の手帳１度から４度の方
込む。
・難病医療費助成を受けている方
・脳性麻痺、進行性筋萎縮症と診断
された方
・精神障害者保健福祉手帳１級の方
（施設入所者・所得・年齢等の支給
制限あり）

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

平成29年7月から精神障害者保健福祉手帳1級所持者に対し、月額10,000円を支給している。精神障害者保健福祉手
帳や難病医療費助成には有効期間があり、それに応じて手当の支給期間も変わる。
窓口で不足がないように説明し、担当間で連携を図っていくことが必要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,271,837 （単位：千円）
障害者の福祉の増進を図るため、安定的に事業を維持・推進する必要がある。また、他のサービスとの整合性も考
慮し、手当の支給対象者等について今後も検討を行う。

事業ＩＤ

010303020300

心身障害者日常生活用具給付等事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

・障害者（身体、知的、精神）
・障害児
・難病患者等

課題

30年度予算

障害福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

障害者、障害児及び難病患者等の日常生
活の便宜を図る。

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ともに、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。

移動用リフトスリングシートと埋込型用人工鼻を新たに支給対象品目に加えた。また、今後、より区民の需要に応えた用具を支給するため、近年実績
がない訓練いすと会議用拡張器を支給対象品目から削除した。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

87,402 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010303020900

心身障害者紙おむつ支給費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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。

課題

障害福祉課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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）
受給者本人の預金口座に振り込む。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
34,347 （単位：千円）
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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010303021000

身体障害者入浴介助事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害福祉課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

自宅へ専門業者が訪問し、特殊浴槽を使って入
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 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
な重度身体障害者。
認する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

14,820 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010303021200

30年度予算

身体障害者緊急通報システム事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

障害福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

ひとり暮らし等の身体障害者及び難 緊急通報システム、火災安全システム、安否確
病患者であって、障害の程度が重度 認システム機器を貸与する。
の者。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

家庭内の病気や事故などの緊急時に、東
京消防庁又は民間受信センターに通報す
ることにより、重度身体障害者等の救援
を行う。

一人暮らしの重度身体障害者等は、地域や別居の親族から目が届きにくいため、生活上の安全確保が求められている。
当該事業は日常生活における緊急時の備えとなるが、誤報が多いことが課題である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
967 （単位：千円）
一人暮らしの重度身体障害者等は、地域や別居の親族から目が届きにくいため、生活上の安全確保が求められてい
る。当該事業は日常生活における緊急時の備えとなり、もって在宅身体障害者等の福祉の増進に寄与するため、現
状維持とする。

事業ＩＤ

010303021300

手話通訳者派遣事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

聴覚障害等の身体障害者手帳の交付 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。
を受けている方。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

区登録手話通訳者は３８名であるが、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

23,782 （単位：千円）

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、今後は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の整備を検討していく。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010303021600

福祉タクシー事業費（福祉タクシー事業）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

歩行困難な在宅心身障害者（下肢体 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
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 と契約済みの事業者で利用券が使用できる。
的障害者手帳１・２度）で所得制限
内の方。

課題

障害福祉課
図

生活圏の拡大を図る。

障害者の福祉タクシー券への関心は高く、消費税増税などの社会状況の変化により引き続きの利用率の増加が見込まれ
る。本人以外の使用など不正使用や金券ショップでの売買が懸念されたため、２１年度には実施要綱の改正により、不
正使用に対する違反規定を定義し、福祉タクシー券の受給資格停止や返還等の罰則規定を定めた。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。
精神障害者への対象拡大については、他区の状況などを研究し、検討課題とする。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

159,575 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010303022200

30年度予算

施設訓練等給付費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

原則として１８歳以上の心身に障害 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
がある方。
め、入所・通所等の障害福祉サービスを提供す
る。

課題

安全・安心・快適戦略

図

心身に障害のある方が社会的に自立でき
るようにする。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

3,634,804 （単位：千円）
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努める。
事業内容は維持としながらも、実績額が右肩上がりのため、事業費は増額とする。

事業ＩＤ

010303022300

居宅介護サービス給付費

平成29年度事業概要
対 象
在宅の心身障害者（児）。

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

在宅で安心して生活を送ることができる
ようにする。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,270,997 （単位：千円）
一人ひとりの状況に応じた必要なサービスの提供に向けて、安定的に事業を維持・推進していく必要がある。
30年度予算

56 ページ

平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010303022400

短期入所給付費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

保護者や家族の疾病、冠婚葬祭、休養等の事由
により、障害者を施設に一時的に入所させて、
必要な介護を受ける。

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・障害児
・難病患者等

課題

障害福祉課
図

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。

緊急時等の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である。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が不足していることが課題である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

228,271 （単位：千円）
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、短期入所の需要は高まってい
る。事業内容は維持としながらも実績額が右肩上がりであるため、事業費は増額とする。

事業ＩＤ

010303022500

30年度予算

共同生活援助等給付費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

身体障害者、知的障害者、精神障害 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、
者
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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なる。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

700,675 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010303022600

障害児通所給付費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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
ている就学中の障害児。

課題

30年度予算

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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、就学中
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。

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３０年４月１日時点で１９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。

平成31年度事業課長方針

拡充

811,791 （単位：千円）
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、平成３０年度４月時点で３事業所となってい
る。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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010303023100

高額障害福祉サービス費等給付費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

障害福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

・同一世帯で障害福祉サービスを利 申請により、対象者へ障害福祉サービス利用者
負担額を償還払いする。
用する人が複数いる場合
・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
以上のケースで世帯の月額上限額を
超えた方。
また、高齢障害者が介護保険サービ
スを利用する場合で、一定の要件を
満たす方。

課題

安全・安心・快適戦略

図

対象者の経済的な負担軽減を図る。

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。
また、平成３０年度から始まる新高額障害福祉サービス等給付費についても同様に進めていく。

対象に平成30年度から始まる新高額障害福祉サービス等給付費の内容を追加した。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

6,877 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010303023400

30年度予算

障害者就労支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

一般就労を希望する身体障害者、知 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
的障害者、精神障害者
就労支援フェアを開催する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

障害者の一般就労の機会の拡大・促進、
理解・啓発を図る。

平成30年4月に障害者の法定雇用率の引き上げ、及び法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が追加された。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。

平成31年度事業課長方針

拡充

36,905 （単位：千円）
障害者が経済的に自立するためには、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。

事業ＩＤ

010303023500

移動支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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

課題

30年度予算

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

支給決定者数、延利用時間が増加しているため、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
194,539 （単位：千円）
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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010303023700

サービス利用計画等給付費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害福祉課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

障害福祉サービス等を利用する全て 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
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 モニタリングを行う。
は除く。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成30年度から計画相談支援事業の基本報酬が改定された。
また、質の高い支援と専門性を評価する加算が創設された。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

64,314 （単位：千円）
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である。

事業ＩＤ

010303023800

30年度予算

重度心身障害者施設運営費補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

障害福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

社会福祉法人晴山会（障害者通所施 生活介護事業の支援職員の常勤化及び加配に要
設 就労・生活支援センター飛鳥晴 する経費等に対して、運営費の補助金を交付す
る。
山苑）。

課題

安全・安心・快適戦略

図

通所者の処遇の向上、施設職員の処遇改
善、施設運営の健全化を図るなど、安定
した事業を実施する。

障害福祉サービスの報酬改定等に注視するとともに、区全体の生活介護事業所整備の検討において補助の在り方を見直
す必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

65,000 （単位：千円）
障害福祉サービスの報酬改定等を注視しながら、運営が安定的に行われるように維持・推進とする。

事業ＩＤ

010303023900

障害者日中活動系サービス推進事業補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

日中活動系サービスを実施する障害 運営に要する費用の一部を補助する。
福祉サービス事業所。

課題

障害福祉課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

171,252 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010303024000

地域障害者相談支援センター運営事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

障害福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

滝野川地域に居住するすべての障害 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。
者。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

平成27年度より滝野川地域障害者相談支援センターを委託により運営している。委託開始から3年経過し、利用実績は
伸びているが、引き続き区民の方への周知が必要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

15,200 （単位：千円）
滝野川地域障害者相談支援センター利用促進のため、区民の方へ周知をし、今後も満足度の高い身近な相談窓口を
目指していく。

事業ＩＤ

010303024300

30年度予算

障害者権利擁護等事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害福祉課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

①障害者差別解消法啓発イベント、映画「聲の
北区在住の一般区民。
小学生向けの障害者差別解消法ハン 形」（字幕付き）の上映会を行う。
障害の理解啓発のためのハンドブック「みんな
ドブックは、区立小学校５年生。
が笑顔になるために」を配布する。
②虐待防止講演会「こころのリフレッシュ ～
介護うつにならない！虐待しない・させない介
護～」を開催する（高齢福祉課と共催）。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

①障害を理由とする差別の解消につい
て、関心と理解を深める。障害者に対す
る理解・関心を深める。
②障害者虐待の予防及び早期発見を図
る。

障害者差別解消法啓発イベントについて、行政関係者や障害当事者・家族・関係団体以外の一般区民等へ、いかに啓発
できるかが課題である。
また、障害者虐待防止講演会は、障害者虐待の防止という一般区民が関心を持ちにくいテーマであるため、例年参加者
が限られている。今後は区民の理解・関心をより高められるような工夫が求められる。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
2,033 （単位：千円）
障害者差別解消法の施行から3年目を迎えた。障害者差別に関する相談件数は減少傾向にあるものの、依然として
差別に関する相談が寄せられており、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮について、引き続き区民に対する啓
発を行う必要がある。
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、養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。
以上のことから、今後も事業を維持・推進とする。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010403040500

公害健康被害補償事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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。

課題

障害福祉課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

690,172 （単位：千円）
公害補償制度に基づく補償給付を継続し、平成31年度も本年度と同様に事業を維持推進していく。

事業ＩＤ

010302011000

30年度予算

民間福祉施設第三者評価補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

介護保険課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

介護保険法に規定する認知症高齢者 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。
グループホーム

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成３０年度中に、区内認知症高齢者グループホームが１か所新設され計１６か所となる見込みである。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

9,000 （単位：千円）
平成２９年度は、グループホーム１４施設のうち５施設が第三者評価実施回数緩和要件に該当したため、９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。

事業ＩＤ

010302011200

30年度予算

地域密着型サービス拠点等整備費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

介護保険課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

地域密着型サービス拠点を整備する 整備に要する経費のうち、法人自己負担分の一
部を補助する。
民間事業者

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

地域密着型サービス拠点の基盤整備の充
実を図る。

地域密着型サービスは事業規模が小さいため、高コスト・非効率なサービス提供となりやすいなど経営的に難しい点が
多く、事業者参入による整備が進みづらい状況にある。引き続き都の補助制度を活用し、事業者の初期投資負担の軽減
を図る必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

72,078 （単位：千円）

30年度予算

第７期介護保険事業計画、北区基本計画、北区中期計画に基づき、必要な整備を進めていく。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

060101010600

調査事務費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

要介護認定申請を行った被保険者

課題

介護保険課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

委託により調査員を派遣する。

図

被保険者に対して、認定調査員が訪問調
査を行い調査票を作成し認定審査会の資
料を作成する。

新規申請の認定調査は職員が実施する他、事務受託法人の北区社会福祉協議会に委託している。認定調査の重要性が増
す中、職員の調査員が２名から１名に減員となっており、事務受託法人で対応できない困難ケース等に対応するため、
職員の調査員確保が課題である。また調査は公平性、正確性が求められるため、認定調査員の研修や指導を行う職員の
育成も必要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

143,234 （単位：千円）
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い調査員を確保する。また、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、認定調査の平準化及び判定日数短縮の実現を図る。

事業ＩＤ

010303030101

障害者福祉センター通所施設運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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）

課題

30年度予算

障害者福祉センター
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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

平成31年度事業課長方針

維持・推進

50,872 （単位：千円）
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が、対象者も増加してい
る。さらに、利用者の障害の重度・高齢化もあいまって、医療的ケアが行える支援体制（看護師含む）の整備を早
急に進めていく必要がある。また、看護師の確保のための予算増、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。

事業ＩＤ

010303031100

30年度予算

地域活動支援センター事業

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

障害者福祉センター

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

地域で生活する身体・知的・精神障 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
害者、難病患者等及び家族。
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

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
25,560 （単位：千円）
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、身体・知的・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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010404010100

ねずみ・害虫等対策（蚊の対策事業）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

生活衛生課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区道、区立公園、児童遊園等蚊の発 雨水マスに蚊の成長制御剤(IGR)を散布する「蚊
の発生源対策」を実施するとともに、区立7公
生源
園において、蚊の発生状況を定点観測する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

区内の蚊の生息数を減少させる

蚊の成長抑制剤散布は、1回目と2回目の間隔が2か月程度空いてしまうことから、薬剤の効力が失せてしまう。その
間、町会・自治会等に薬剤を配布し、協力していただいているが、協力町会・自治会は6割程度である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

6,334 （単位：千円）
蚊の発生抑制対策は、デング熱やジカウイルス感染症及びその他の蚊が媒介する感染症の発生を未然に防止し、区
民の健康と安全を守るうえで重要である。町会・自治会と連携し、蚊の発生源対策を推進していくことが必要であ
る。

事業ＩＤ

010403020200

感染症予防対策費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

保健予防課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区民、および必要に応じて他自治体 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
の住民等を対象とする。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

10,453 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

0107050104

景観づくり推進費（新景観百選選定支援業務）

平成29年度事業概要
対 象
区民及び区外の方

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

都市計画課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

平成２９年度に、現在認定されている北区景観
百選を含めて、新たに区内外の方からの推薦に
より景観投票候補地を選定した。平成３０年度
は、選定した候補地を掲載した投票パンフレッ
ト等により景観投票を実施し、みんなでつくる
「北区景観百選２０１９」を選定する。

安全・安心・快適戦略

意

図

景観まちづくりへの理解と協力が進み、
区民の景観づくりへの機運の醸成が図ら
れるとともに、観光資源としての魅力を
発信することにもつながり、改めて良好
な景観資源として活用する。

２０年前に区政５０周年記念事業として実施した北区景観百選と比較すると、投票候補地の応募件数は1/4程度となっ
ている。投票においては、周知、協力依頼について工夫が必要。

平成３０年度の投票期間の延伸により、百選選定後のガイドブック発行は平成３１年度に変更した。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

8,650 （単位：千円）
平成３０年度は景観投票にあわせて、景観づくりシンポジウムや景観ワークショップを行うことにより、景観まち
づくりについて機運の醸成を図る。
選定後はガイドブックを発行する予定である。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010705011500

鉄道駅エレベーター等整備事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

駅を利用される高齢者、障害者等

課題

元気・いきいき戦略

都市計画課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

だれもが安心して駅を利用できるように
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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

129,084 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

0107050116

30年度予算

バリアフリー基本構想策定費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

都市計画課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

高齢者、障害者、妊産婦や乳幼児同 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、
伴者、外国人
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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、区民及び区を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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

14,718 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010705011700

都市計画マスタープラン改定事業費

平成29年度事業概要
対 象
区民及び区外の方

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

都市計画課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

社会情勢や人口動向などを見据えながら、都市
計画マスタープラン専門部会や区民意向調査及
びワークショップを通じて、目指すまちの将来
像や目標、施策などを検討する。

安全・安心・快適戦略

意

図

行政・区民・事業者が、将来像や目標を
共有しながら、具体的な都市計画やまち
づくりを推進していく。

くらしの魅力要素を活かして、「住めば、北区東京。」を具体化した、区民・事業者等と共有できる「未来のくらしを
豊かにする将来都市像（ビジョン）」を明確にする。また、ビジョンの実現に向けて、北区のブランド価値を創造、洗
練していく取組み方針を明確にする。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

13,582 （単位：千円）
北区のくらしの魅力を多様な主体で共有し、これからのまちづくりの課題に対応していくことで、都市の発展性、
持続性、多様性を高めていき、「未来のくらしを豊かにする将来都市像」の実現を目指す。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010705010600

都市防災不燃化促進事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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。

課題

まちづくり推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

図

防災上重要な避難路又は延焼遮断帯の沿道概ね 避難路又は延焼遮断帯等の周辺の建物の
30ｍ（地区防災道路志茂地区については道路中 不燃化を図る。
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。

事業化を予定する補助86号線赤羽南地区において、都市計画道路の整備事業のスケジュールと調整を図りながら、早期
に事業導入が図れるよう、東京都と連携し調整を進める。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

209,850 （単位：千円）

30年度予算

東京都施行の都市計画道路の整備事業と連携し事業を進め、成果の向上を目指す。

事業ＩＤ

010705011002

密集住宅市街地整備促進事業費（西ケ原地区）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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。

課題

元気・いきいき戦略

手

まちづくり推進課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

事業実施期間の終期を控えているため、計画の延伸について、庁内や東京都と調整を進める必要がある。
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6
ｍ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号線を最優先にして拡幅する必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

347,822 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010705011004

密集住宅市街地整備促進事業費（志茂地区）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

志茂一～五丁目の河川区域を除く土 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
地および建物と道路。
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。

課題

まちづくり推進課
図

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。

事業実施期間の終期を控えているため、計画の延伸について、庁内や東京都と調整を進める必要がある。
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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
102,135 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010705011005

不燃化推進特定整備事業費（総括表）

平成29年度事業概要
対 象
各地区シート参照

課題

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

まちづくり推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

東京都の不燃化特区制度を活用した除却・建替
え助成制度による。

図

老朽建築物の除却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。

各地区シート参照

平成31年度事業課長方針

0 （単位：千円）

30年度予算

各地区シート参照

事業ＩＤ

010705011006

不燃化推進特定整備事業費（補助86号線赤羽西地
区）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

赤羽西一丁目、赤羽西四丁目、赤羽 東京都の不燃化特区制度を活用した除却・建替
西五丁目、赤羽台二丁目の各一部、 え助成制度による。
における地区内の土地・建物所有者
及び居住者

課題

まちづくり推進課
安全・安心・快適戦略

意

図

老朽建築物の除却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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

12,930 （単位：千円）
不燃化領域率70％の目標に少しでも近づけるため、事業の一層の周知を図り、制度の活用を促す。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010705011007

不燃化推進特定整備事業費（志茂地区）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

まちづくり推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

志茂一丁目～五丁目における地区内 東京都の不燃化特区制度を活用した除却・建替
え助成制度による。
の土地・建物所有者及び居住者

課題

安全・安心・快適戦略

図

老朽建築物の除却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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

112,260 （単位：千円）
不燃化領域率70％の目標に少しでも近づけるため、事業の一層の周知を図り、制度の活用を促す。

事業ＩＤ

010705011008

30年度予算

不燃化推進特定整備事業費（補助81号線沿道地区）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

西ケ原一丁目46番の一部、西ケ原 東京都の不燃化特区制度を活用した除却・建替
三丁目65・66番における地区内の え助成制度による。
土地・建物所有者及び居住者

課題

まちづくり推進課
図

老朽建築物の除却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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

2,400 （単位：千円）
不燃化領域率70％の目標に少しでも近づけるため、事業の一層の周知を図り、制度の活用を促す。

事業ＩＤ

010705012000

30年度予算

まちづくり推進課管理事務（景観形成重点地区指
定）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

中央公園周辺地区における、公園や 中央公園周辺地区における、現況建物用途及び
陸上自衛隊十条駐屯地、教育施設や 景観特性等の調査・分析を行い、景観形成基準
に反映させる。また、地区内の施設関係者及び
集合住宅などを対象にする。
区民の意見を景観形成基準に反映させる。

課題

まちづくり推進課
安全・安心・快適戦略

意

図

中央公園周辺地区における施設関係者、
地区住民による地域景観の改善と景観づ
くりに対する「景観づくりルール」が策
定され、それによる地域住民の自主的な
取り組みが行われる。

景観形成重点地区に向けた区域の指定、地区独自の景観まちづくりの目標・方針、景観形成基準を地区内の施設関係者
及び住民とともに検討し、策定する必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

5,933 （単位：千円）
中央公園周辺地区における景観形成重点地区指定に向けて、区域の指定及び地区独自の景観まちづくりの目標・方
針、景観形成基準を策定する。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010706020100

三世代住宅建設促進等事業（総括票）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

住宅課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

建設後、リフォーム後又は購入後に 助成金を支払う。
北区内に居住する世帯を対象とす
る。

課題

安全・安心・快適戦略

図

住宅基盤の整備や良質な住宅の確保を図
る。

枝番シートを参照してください。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

27,407 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010706020101

30年度予算

三世代住宅建設促進等事業（三世代住宅建設助成）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

住宅課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

図

区内に「三世代世帯（親・子・孫等により構成 三世代世帯の住宅基盤の整備や良質な住
一戸建て住宅等を建設後またはリ
フォーム後、居住する三世代世帯を されている世帯）」で居住する者が建設する住 宅の確保を図る。
宅に対し、準耐火以上の耐火性や、高齢者に配
対象とする。
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。また、三世代同居のため
のリフォームを実施した場合、工事費用の1/2
（上限30万円）を助成する。

課題

助成の要件としているバリアフリーは現在広く浸透しており、各住宅メーカーでは標準仕様化されていることから、よ
り良い住宅基盤の整備を促進するために、子育てや安全安心といった新たな視点の要件導入等を検討する必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

13,407 （単位：千円）
基本計画２０１５に基づき、ファミリー層の定住促進と高齢者の居住の安定を目的として、住環境の推進を図りま
す。

事業ＩＤ

010706020102

30年度予算

三世代住宅建設促進等事業（親元近居助成）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

北区内に、親世帯と近居するために 取得時の登記費用を助成する。
住宅を取得するファミリー世帯を対
象とする。

課題

住宅課
安全・安心・快適戦略

意

図

介護・子育て等の共助を促進する。

事業を推進するための効果的な周知方法として、区内の新築マンションの建設に合わせたＰＲなどを実施していくこと
が必要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

14,000 （単位：千円）
基本計画２０１５に基づき、介護・子育て等の共助の推進や定住化の促進を目的として、住環境の推進を図りま
す。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010706020600

住まい改修支援事業

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

住宅課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

北区内に居住する区民、または居住 区内中小事業者を利用して自己所有の住宅の改
する予定の区民等で、住まいを改修 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。
する人。

課題

安全・安心・快適戦略

図

区内の住宅の居住性の改善を図る。

今までに本助成を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、再度、助成を受けたいとの要望が上がって
いる。

納税条件を世帯から工事対象住宅に居住するものに変更した。

平成31年度事業課長方針

維持・推進
30年度予算
20,387 （単位：千円）
子どもの成長に合せた改修や、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、住宅のリフォームについての支援を維持していく。

事業ＩＤ

010706020700

分譲マンション耐震改修支援

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

住宅課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

昭和５６年５月以前に建築に着手し ①耐震アドバイザー費用の助成
②耐震診断費用の助成
た分譲マンションの管理組合
③耐震補強設計費用の助成
④耐震改修工事費用の助成

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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、区分所有者の費
用負担に係る合意形成については引き続き課題となる。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

28,100 （単位：千円）
分譲マンション居住者の安全の確保及び地震に強い安全なまちづくりを進めていくことを目的として、引き続き支
援していく。

事業ＩＤ

0107060210

30年度予算

空き家等利活用対策

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

住宅課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

北区内の空き家の所有者、空き家に ○空き家に関する事業の実施
○空き家の適正管理の啓発活動
関する問題を抱えている人

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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

住宅・建築物の老朽化、人口減少、高齢化等社会変化により、一層空き家問題が深刻化することが予測される。区で
は、平成29年度末に「北区空家等対策計画」を作成し、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。

①平成３０年３月作成した「東京都北区空家等対策計画」を推進していく。
②地域貢献型空き家利活用モデル事業、空き家適正管理費助成事業を新規事業として実施する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

6,992 （単位：千円）
北区空家等対策計画により適正に管理されていない空家等に関する事業を整備し、関係各部署との連携を図り、よ
り具体的に事業を展開する。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010706030200

（区営住宅管理）赤羽西六丁目第２アパート２号棟
エレベーター設置工事

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

赤羽西六丁目第２アパート２号棟
２０戸

住宅課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

エレベーターの設置工事

図

４階以上の中層住棟のエレベータ設置

課題

平成31年度事業課長方針

終了

30年度予算

（単位：千円）

平成２９年度で事業完了したため終了とする。

事業ＩＤ

010706030300

一人ぐらし高齢者アパート管理

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

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、区が運営する高齢者住宅
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。

課題

元気・いきいき戦略

住宅課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

①高齢者住宅への入居者を募集し、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。
②住宅にワーデン・ＬＳＡを配慮し、入居者の
安否の確認や生活相談等を実施しする。

図

単身の高齢者が低廉な家賃で居住でき、
管理人により入居者の安否確認や緊急時
の対応、生活相談等をすることで、安心
して生活が送れるようにする。

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は退去後の修繕費用を支払えず、区が負担せざるおえないケース
が増加している。また、平成２９年度に借り上げ期間が満了となった4棟の高齢者住宅について、返還について、対応を
行った。今後も順次契約満了となる、高齢者住宅の移転等に向けた対応が必要である。

区建設の高齢者住宅の管理は、平成３０年度から建物の維持管理のみ指定管理者による運営とした。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
304,411 （単位：千円）
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ＩＤ

0107060304

区営シルバーピア移転等対策

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

平成２９年度で高齢者住宅の賃貸借
契約が満了となる４棟の入居者が、
区が建設したシルバーピア赤羽北へ
移転するにあたり、入居者の移転、
管理人の退去、高齢者住宅賃借人へ
住宅の返還を行う。

課題

住宅課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

・入居者については健康状態に配慮し、管理人
や福祉部門と連携し移転の支援を行う。
・管理人については、居住者が退去完了後に転
居支援を行う。
・高齢者住宅賃借人については、情報を共有し
問題点等があれば協議を行う。

安全・安心・快適戦略

意

図

・入居者は、区が建設したシルバーピア
赤羽北に問題なく移転し引き続き安定し
た生活を送ることができる。
・高齢者住宅賃借人については、退去が
終了次第、高齢者住宅を速やかに返還し
ていく。

事業開始後２０年が経過し、平成２９年度に４棟の高齢者住宅の賃貸人との契約が満了となった。今後も順次、高齢者
住宅の契約が満了となっていくため、入居者の移転、管理人、住宅所有者への返還について対応等、転居先となる区建
設予定の高齢者住宅の運営について検討が必要である。

平成31年度事業課長方針

終了

30年度予算

0 （単位：千円）

平成２９年度で事業完了したため終了とする。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

公営住宅等ストック活用及び長寿命化計画改定

1070602

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

敷地３０００㎡以上の既存区営住宅 北区公営住宅のストック活用及び長寿命化計画
団地や新規敷地の住棟建設や住棟集 改定のための基礎調査として委託する。
約の可能性や区営住宅等のライフサ
イクルコスト算出

課題

住宅課
図

区営住宅等ストックの長寿命化を図り、
ライフサイクルコストの縮減につなげ、
ストックの有効活用と効率的かつ円滑な
更新を行うためのスケジュール案を作成
する。

全体的なスケジュールや予算に大きく影響する建替集約を行うにあたって、浮間4丁目の次に建設する区営住宅の敷地選
定が重要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

11,546 （単位：千円）
区営住宅ストックの長寿命化を図ることにより、ライフサイクルコストの縮減につなげ、ストックの有効活用と効
率的かつ円滑な管理運営を実施するため平成２６年に長寿命化計画を策定した。この計画の基礎となっている策定
指針について、国土交通省は大幅改定を行った事を受け改定作業を実施していく。

事業ＩＤ

30年度予算

仮称区営浮間四丁目アパート建設準備

1070604

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

住宅課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区営赤羽北二丁目アパートの現居住 浮間四丁目国有地（旧国家公務員宿舎）を取得
し、区営赤羽北アパートの居住者の仮移転先と
者
して区営住宅を建設する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

平成３６年度に工事完了し、既存の赤羽
北アパートの仮移転先として８０戸の居
住者仮移転先を確保する。

国庫及び都費補助金対象事業のため、工事のスケジュールを厳密に管理する必要があり、工事の進捗状況を工事執行課
と連携を密にとる必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

4,860 （単位：千円）
区が策定している長寿命化計画に基づき、区営赤羽北二丁目アパート居住者の仮移転先として実施していく。

事業ＩＤ

10706040102

仮称区営シルバーピア赤羽北建設

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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。

課題

元気・いきいき戦略

手

住宅課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

図

旧北園小学校跡地に区営のシルバーピアを建設 平成２９年度に工事完了し、既存シル
する。同敷地内に、特別養護老人ホーム（保育 バーピア４施設（７５戸）の居住者転居
所合築）、児童遊園を建設する。２６年度は、 先を確保する。
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。

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。

平成31年度事業課長方針

終了

30年度予算

0 （単位：千円）

平成２９年７月竣工につき、事業完了のため終了とする。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

107060404

仮称区営シルバーピア滝野川三丁目建設準備

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

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。

課題

元気・いきいき戦略

住宅課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

729,861 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010706010600

30年度予算

狭あい道路拡幅整備事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

建築課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

建築物を建築するときに、幅員4ｍ 建替え時等に、建築主や土地の権利者等に協力
未満の道路に面する敷地に建築する を仰ぎ、狭あい道路等の拡幅整備を順次行って
いる。
建築主等

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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最低
幅員4ｍを確保するよう狭あい道路の拡
幅整備を行う。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

426,834 （単位：千円）
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30年3月末現在の
後退済みの延長が約99,439ｍ（全体の約15.8％）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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010706010700

擁壁等安全対策支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

建築課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

図

地震・集中豪雨・暴風雨等により災 高さが２ｍ超える（道路に面するものは１．５ 危険ながけ・擁壁等の安全性に対する意
害が発生するおそれがあるがけ・擁 ｍ以上）危険な、がけ・擁壁等の改善工事費用 識を所有者、管理者、区民に持ってもら
の１/３、かつ４００万円（土砂災害特別警戒区 うとともに安全な状態に改善する。
壁等
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。

課題

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
また、がけ・擁壁等の安全・安心事業における現況調査の結果を踏まえ、周知活動を行う。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
9,512 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010706010800

木造民間住宅耐震化促進事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

建築課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区内にある昭和５６年５月３１日以 耐震診断の結果、耐震性が不十分な住宅に対
前に建築工事に着手した木造２階建 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。
て以下の住宅

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

121,985 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010706010900

緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

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

課題

元気・いきいき戦略

建築課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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・改修工事は最大限5/6
の助成額）助成する。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

158,338 （単位：千円）
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、耐震改修工事を実施するものは
まだ少なく、引き続き耐震化促進に向けた一層の取組みが必要である。

事業ＩＤ

010706011100

老朽家屋除却支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

区内にある危険な老朽空き家住宅

課題

30年度予算

建築課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

危険な老朽空き家住宅の除却の促進

平成30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２１１棟のうち、１２３棟は指導等により解
消されているが、８８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
ケースも数多くある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
8,836 （単位：千円）
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」や平成30年3月に策定した「北区空
家等対策計画」を踏まえ、老朽化した危険な空き家への対策を実施し、計画的に安全なまちづくりを推進する必要
がある。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010706011200

がけ・擁壁等現況調査費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

建築課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区内全域に存在する、高さが２ｍ以 調査対象となるがけ・擁壁等の机上抽出及び現
上で、傾斜度が３０度以上のがけ・ 況調査を３か年にわたって行い、外観目視によ
り安全性の確認調査を実施する。
擁壁等

課題

安全・安心・快適戦略

図

調査の結果をもとに、危険ながけ・擁壁
等のデータベースを整備し、その所有
者、管理者等への啓発を図る。

平成29年度から「がけ・擁壁等の安全・安心支援事業」として、区内全域に存在する高さ２ｍ以上で、傾斜度が30度
以上のがけ・擁壁等に関して現況調査し、その結果をもとに、所有者、管理者等への意識啓発や安全・安心支援を推進
する。相談窓口の設置や啓発セミナーの開催、助成事業の拡充など、他自治体の事例を収集するとともに、新たな施策
を検討する必要がある。

平成29年度に行った机上抽出結果を基礎資料とし、平成30年度～31年度で現況調査を実施する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

35,240 （単位：千円）
平成29年度に行った机上抽出により、高さが2ｍ以上で傾斜度が30度以上のがけ・擁壁等は、約3,500箇所で
あった。机上抽出結果を基礎資料とし、平成30年度～31年度に現況調査を実施する。30年度は、赤羽西地区の現
況調査を完了し、31年度は、その他の地区の現況調査を完了する。

事業ＩＤ

010705010700

30年度予算

十条駅西口市街地再開発促進事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

十条まちづくり担当課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

十条駅西口地区市街地再開発事業を 平成29年5月の十条駅西口地区市街地再開発組
推進する上十条二丁目25～29番地 合の設立認可を受け、権利変換計画及び施設建
築物及び公共施設の実施設計が滞りなく円滑に
の関係権利者。
進捗するよう組合の活動を支援する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

組合施行の市街地再開発事業に対する未
同意の組合員の事業の理解を深め、権利
変換計画の手続きに向けた合意形成を図
る。

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。
しかし、事業に反対する権利者などが東京都を被告として組合設立認可の取消訴訟をして、現在、係争中である。

手段として、平成２９年５月再開発組合の設立認可を受け、権利変換計画及び施設建築物及び公共施設の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31年度事業課長方針

維持・推進

365,302 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010705010810

十条駅付近立体交差化事務費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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

課題

30年度予算

十条まちづくり担当課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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決定・告示を平成２９年
１１月に行い、今後は、早期に事業認可取得を
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決
定・告示を平成２９年１１月に行い、今後は、
事業認可取得後に事業着手し、街路事業とし
て、道路を整備する。

安全・安心・快適戦略

意

図

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）を整備する。
これらにより、東西市街地が一体となっ
た「にぎわいの拠点」を形成していく。

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））の都市計画決定・告示を平成２９年１１月に行った。今後は、早期の事業認可取
得に向けて、着実に事業を進める必要がある。

平成31年度事業課長方針

拡充

172,259 （単位：千円）
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））の都市計画決定・告示を平成２９年１１月に行った。今後は、事業着手に必要な測量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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010705010900

密集住宅市街地整備促進事業費（総括表）

平成29年度事業概要
対 象
各地区シート参照

課題

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

十条まちづくり担当課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

各地区シート参照

図

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。

各地区シート参照

平成31年度事業課長方針

（単位：千円）

30年度予算

各地区シート参照

事業ＩＤ

010705010905

密集住宅市街地整備促進事業費（十条北地区）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

上十条五丁目、十条仲原三、四丁目 十条地区まちづくり全体協議会や各種勉強会、
説明会、個別住民対応などを通じ、地域住民と
の土地・建物所有者及び居住者。
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。

課題

十条まちづくり担当課
図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進
30年度予算
56,335 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010705010906

密集住宅市街地整備促進事業費（十条駅西地区）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

上十条二丁目、十条仲原一・二丁目 十条地区まちづくり全体協議会や各種勉強会、
（十条駅西地区）における地区内の 個別住民対応等により、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を
土地・建物所有者及び居住者。
実施する。また、東京都の不燃化特区制度を活
用し、主要生活道路・広場等の整備を推進する
とともに、都区共同相談窓口によるきめ細かい
対応を図る。

課題

十条まちづくり担当課
安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

203,819 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010705010912

密集住宅市街地整備促進事業費（十条駅東地区）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

上十条一丁目、中十条一丁目の一
部、中十条二・三丁目、岸町二丁目
の一部地区内における土地・建物所
有者及び居住者。

課題

元気・いきいき戦略

十条まちづくり担当課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

十条地区まちづくり全体協議会や各種勉強会、
個別住民対応等により、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を
実施する。また、東京都の不燃化特区制度を活
用し、主要生活道路・広場等の整備を推進する
とともに、都区共同相談窓口によるきめ細かい
対応を図る。

図

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。

・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。

・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31年度事業課長方針

維持・推進

65,014 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010705011000

不燃化推進特定整備事業費（十条駅周辺地区）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

上十条二丁目、十条仲原一・二丁目
（十条駅西側）及び上十条一丁目、
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（十条駅東側）における地区内の
土地・建物所有者及び居住者。

課題

30年度予算

元気・いきいき戦略

手

十条まちづくり担当課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

不燃化特区制度の各種支援策について、全戸訪
問事業の実施、まちづくりニュースの全戸配
布、都区共同相談窓口の設置等を通じて、積極
的に制度周知を図り、不燃化建替え等を促進し
ていく。

安全・安心・快適戦略

意

図

耐火・準耐火建築物への建替えを促進
し、併せて道路、公園等の整備を図るこ
とで、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。（不燃領域率
70％）

地区内の不燃領域率70％を達成するために、東京都は特定整備路線（補助73号線の一部）の用地取得や税優遇措置
を、区では、地区幹線道路や主要生活道路の整備のほか、広場の整備、耐火建築物及び準耐火建築物への建替え費用の
一部助成等を進めているが、事業期間である平成32年度末までの達成には、一部事業の進捗に遅れが見られる。

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31年度事業課長方針

維持・推進

201,224 （単位：千円）
事業期間である平成32年度末の目標達成に向け、引き続き、都と区が連携し、事業を重層的・重点的に、地区の不
燃化推進を図っていく。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010705011400

王子駅周辺まちづくりグランドデザイン策定費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

主に王子駅東側を中心とした駅周辺 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
の約70haの区域
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。

課題

王子まちづくり担当課
図

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。

「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。

「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン」が平成29年7月に策定されたことを受け、平成30年度より事業名が「王子駅周辺まちづくり推進事業費」に変
更となっている。

平成31年度事業課長方針

その他

（単位：千円）

30年度予算

「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン」が平成29年7月に策定されたことを受け、平成29年12月からグラ
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「王子駅周辺まちづ
くり整備計画」の検討に着手している。
なお、上記のことから平成30年度より事業名が「王子駅周辺まちづくり推進事業費」に変更となっている。
事業ＩＤ

010702011200

自転車ネットワーク計画策定費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

土木政策課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
北区内の道路法による道路が対象
道路を利用する歩行者、自転車利用 に基づき、北区自転車ネットワーク計画を策定
する。
者、ドライバーが対象

課題

安全・安心・快適戦略

図

道路幅員や利用状況に応じ、車道の活用
を基本とした自転車道や自転車レーン等
を整備していく。

技術的に流動的な部分があるので、最新の情報を反映して計画を策定する必要がある。
路線毎に交通管理者へ協議を行わなくてはならないことから、整備にある程度時間がかかる。
隣接区との連続性を考慮しながら整備していく必要がある。
駅周辺の駐輪場整備等の自転車利用環境整備もあわせて実施していく必要がある。
自転車活用推進法による自転車活用推進計画を見据えた計画・事業としていく必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
7,155 （単位：千円）
平成３０年度に計画が策定され、平成３１年度より整備を行っていくこととなる。整備のための調査・設計費及
び整備費を確保し、自転車通行空間整備を推進していく必要がある。

事業ＩＤ

010702030100

幹線区道新設・拡幅整備事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

土木政策課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

現在、交通容量が飽和状態にある道 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
路。
近隣開発等により交通量増大が予測 る。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

近年整備実績のない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きた。今後は利用動向調査な
ど、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

9,333 （単位：千円）
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、用地買収の有無に伴い事業費が増減する。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010702030200

駅周辺バリアフリー化整備事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

土木政策課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

各駅交通バリアフリー基本構想で位 車道と歩道との段差を解消する歩道のセミフ
ラット化や昇降施設の設置等。
置づけた特定径路の歩道通行者

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

ＪＲ板橋駅舎の改築工事との調整が必要である。
田端駅周辺昇降施設の設置については、近隣権利者の理解が得られていないため調整が必要である。
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。また、段差解消整
備には車道を上げる工事となり、高額の予算を必要とするので、補助金の取得により財源を確保し、整備することが望
ましい。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

469,455 （単位：千円）
超高齢社会を迎えている現在、高齢者や障害者等の自立した日常生活及び社会活動を担保することが、必要と
なっている。
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３１年度は、滝野川さくら通り（3/3）工区を実施する。
田端駅周辺昇降施設等の整備は、都道の無電柱化工事後のため、事業調整を図る。

事業ＩＤ

010702030301

補助１８１号線街路新設費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

土木政策課

元気・いきいき戦略

手

当該街路周辺の住民及び利用者

課題

30年度予算

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

延長79.5ｍ、計画幅員12ｍの都市計画道路用
地を買収し、道路として整備する。

図

安全な交通の確保や周辺地域の防災性の
向上を図る。

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、直接施行にすることとした。その後、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
ができないため、土地収用制度を活用した用地買収を実施していく。

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31年度事業課長方針

維持・推進
30年度予算
105,365 （単位：千円）
一部の権利者との交渉が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
ていく方針とした。
平成２９年度より、土地収用に向けて用地測量調査と共に物件調査等を進めており、土地収用の必要図書を整え
る。

事業ＩＤ

010702030302

補助８７号線街路新設費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

当該街路周辺の住民及び利用者

課題

土木政策課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

延長74ｍ、幅員18ｍの都市計画道路用地を買
収し、道路として整備する。

安全・安心・快適戦略

意

図

安全な交通の確保や周辺地域の防災性の
向上を図る。

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るが、それに伴う、企業者、東京都、板橋区との調整の
ため、時間を要する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
249,174 （単位：千円）
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３１年度は、公共下水道管埋設工事を進めると共に、電線共同溝本体整備を実施し、都市計画道路の早期実
現を目指す。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010702030303

区画街路3号線街路新設費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

当該街路周辺の住民及び利用者

課題

土木政策課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

延長320ｍ、計画幅員15ｍの都市計画道路用
地として整備する。

図

安全な交通の確保や周辺地域の住環境の
向上を図る。

東京都が補助８６号線の事業認可を取得したため、平成２７年度に、区画街路３号線との交差部まで事業認可区間を
延伸した。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しているが、接合部となる交差点の設計の高さや
線形の調整が必要となる。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
491,319 （単位：千円）
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
用地買収を継続して行っている。引き続き、平成31年度も用地買収を推進する。
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。

事業ＩＤ

010702040100

橋梁等防災対策費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

土木政策課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

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３８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
等。
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。加えて、計画的に
橋梁健全度調査を継続的に実施する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

落橋防止工事は、計画数量を完了した。今後、健全度調査を継続して実施し適正な管理を行う。また、北区は、JR線
路敷にかかる跨線橋が多く、計画的（メンテナンス会議）にJRとの協議を行っている。年度毎の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年に一度の点検が義務となったため、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

72,903 （単位：千円）
防災対策事業として、平成31年度も計画通り橋梁の点検・補修設計業務を進め適切な維持管理による安全対策を
行っていく。なお、橋梁の規模により事業経費の増減が発生する。

事業ＩＤ

010702100100

30年度予算

橋梁架替整備事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

土木政策課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

当該橋梁を利用している車両、歩行 橋梁健全度調査結果を基に、老朽化が進んでい
る橋梁の架替整備を行う。
者等。

課題

十条跨線橋：
新田橋
新柳橋

安全・安心・快適戦略

意

図

安全な交通を確保し、橋梁で結ばれる地
域の防災性を向上させる。

ＪＲ軌道敷地内の工事となるため、影響検討調査を行い、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。
： 足立区と連携し、警察協議、東京都建設局河川部、交通局、占用企業者との協議を
完了させる必要がある。
： 護岸の改修工事に合わせた架替工事になるため、東京都と十分な協議が必要となる。
本年度は、都と協定を締結し詳細設計(負担金)の実施により事業を推進する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

187,641 （単位：千円）

利用者等の利便性と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、平成３０年度に「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
細調査を実施し、駅前空間の計画等を立案する。平成３１年度は、ＪＲと基本協定を締結し、引き続き基本設計を
行っていく予定である。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010703010802

集中豪雨等対策費（土木政策課）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

土木政策課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

集中豪雨により、浸水被害が発生し 雨水を一時貯留するための地下貯留槽などを整
ている赤羽台・堀船・滝野川地区上 備する。
流の下水道集水区域において、雨水
流出抑制施設が未設置の公共施設。

課題

安全・安心・快適戦略

図

集中豪雨時に下水道や河川への雨水流出
を軽減する。

既設の区有施設に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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

97,987 （単位：千円）
都市型水害である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、内水氾濫な
ど水害被害の軽減に取組んでいく。
平成３１年度は、実施する施設はないことから事業費は減額となる。

事業ＩＤ

010704020100

公園等整備費

平成29年度事業概要
対 象
公園利用を目的とする住民。
公園予定地及び周辺地域。

課題

30年度予算

土木政策課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

公園利用者が快適で、安全・安心して利
用できる公園を整備する。

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。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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,648,759 （単位：千円）
平成３１年度も、複数の公園で基本設計、実施設計及び整備工事を実施していく。また、「魅力ある公園づく
り」を推進するため、民間活力の導入や老朽化施設等の改善を図っていく。

事業ＩＤ

010704020200

（仮称）赤羽台のもり公園整備

平成29年度事業概要
対 象
公園利用を目的とする住民
公園予定地及び周辺地域

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

土木政策課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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、地域住民等のニーズに適合し
た公園を整備する。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

135,358 （単位：千円）
「魅力ある公園づくり」を推進するため、民間活力の導入も視野に入れ、新規公園整備を実施していくため、維
持・推進する。また、事業費は整備を進めるため増額とする。なお、本公園の整備においては、既存の２本のケヤ
キをシンボルツリーとして、切株型の大型造形遊具を配置するなど、特徴のある公園整備を行う。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010702010500

放置自転車対策事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

施設管理課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

・駅まで自転車で通勤・通学する人 ・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）
・駅周辺に自転車を放置する人
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

・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。

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。

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31年度事業課長方針

維持・推進

285,959 （単位：千円）
放置自転車が最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。

事業ＩＤ

010702010800

30年度予算

交通安全対策事業費（総括）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

施設管理課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

枝番シート参照

枝番シート参照

安全・安心・快適戦略

図

枝番シート参照

課題

平成31年度事業課長方針

0 （単位：千円）

30年度予算

枝番シート参照

事業ＩＤ

010702010801

交通安全対策事業費（啓発事業）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

・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）

課題

元気・いきいき戦略

手

施設管理課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

・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

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

幼稚園・保育園・小中高等学校の児童生徒や民間企業等の勤労者、高齢者は、学校や会社、高齢者団体の活動の中で交
通安全について学ぶ機会等があるが、専業主婦などあまり社会とかかわりを持つ機会が少ない方の交通安全に対する学
習機会を設けていく必要がある。
そのためには、まちかどや駅頭などで啓発活動をおこなうなど開催方法を工夫していく必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

16,472 （単位：千円）
区内の交通事故発生件数は減少傾向にあるが、平成２９年度は死亡者数は減少したものの発生件数及び負傷者数
は微増した。交通事故を少しでも減少させるには区民の交通安全の意識継続が重要であり、定期的かつ継続した交
通安全の啓発事業をおこなう必要がある。そこで、各交通安全協会や警察署と連携して交通安全対策を実施してい
く。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010702010802

交通安全対策事業費（補助事業）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

施設管理課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区内交通安全協会（滝野川・王子・ 交通安全協会への事業運営補助
赤羽）

課題

安全・安心・快適戦略

図

交通安全協会の活動を活発化する。

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・交通安全のつどい等）が
交通事故の危険性を意識づけており、交通安全協会の協力が不可欠である。また、交通事故を皆無にすることは難しい
ことではあるが、交通事故を少しでもなくしていくには、長期的に継続して取り組んでいく必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

3,246 （単位：千円）
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、各種交通安全行事の実施など、幅広く交通安
全活動を実施している。区内の交通事故発生件数は減少傾向にあるものの平成２９年度は事故件数及び負傷者数が
微増した。区民の方々に交通安全の意識づけをおこない交通安全を推進するためにも交通安全協会は重要な役割を
担っており、安定した運営を維持するためにも補助事業は必要である。

事業ＩＤ

010702011100

自転車駐車場整備費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

施設管理課
元気・いきいき戦略

手

・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）

課題

30年度予算

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

・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。

図

・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。

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。30年度は赤羽駅東口周辺駐輪
場整備の整備を行う。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。

赤羽駅東口周辺自転車駐車場の整備を行う。

平成31年度事業課長方針

拡充

97,286 （単位：千円）
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。30年度は、新たに赤羽駅東口周辺自転車駐車場を整備す
る。また、３１年度は赤羽駅西口の自転車駐車場を整備を予定している。

事業ＩＤ

010705011300

地域公共交通推進費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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。

課題

30年度予算

施設管理課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

コミュニティバスの年間利用者数（現行の2路線）は、55～60万人を維持しているが、車両減価償却費の負担を考慮
し、引き続き、利用促進及び収益改善を図っていく。また、公共交通の利便性を向上させるべき地域に対し、新規路線
の導入の可能性について検討する。

現在運行中のコミュニティバスは、運行事業者と区が協定を取り交わし運行している。この協定が平成31年度をもって期間満了となることから、今後の
コミュニティバス事業の展開方針を定めるための調査を実施する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

35,237 （単位：千円）
コミュニティバス（Ｋバス）は、地域の身近な交通手段として定着が進んでいることから、今後も安定的な運行を
確保していく。また、区内交通手段の確保のため、公共交通機能向上地域等を中心に、コミュニティバス等の新規
路線導入の可能性について検討するため現状維持とする。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010702020100

道路維持工事費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区が管理する道路で対応年数を経過 道路の補修、改修工事を行う。
した破損の著しい舗装や破損した側
溝、排水管

課題

安全・安心・快適戦略

図

道路の機能を保持し、安全で円滑な交通
を確保する。

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。
苦情、陳情が寄せられた道路を優先的に工事する傾向にあるため、要望の無い個所は道路の状態が悪くても後回しにな
ることが散見される。

対象、手段、意図の明確化。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

974,292 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010702020200

30年度予算

街路樹、駅前広場管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

歩行者及び施設の周辺に居住する区 駅前噴水の電気設備保守点検及び噴水池清掃を
定期的に行う。街路樹は、交通障害等による高
民。
木等の手入れ剪定・刈り込み・除草・清掃・害
虫駆除等を行う。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
224,973 （単位：千円）
適切な維持管理をするには、最低限、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。

事業ＩＤ

010702020300

道路清掃及び洗浄委託費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

当該道路を利用する車両、歩行者及 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
び周辺住民。
し、安全で円滑な交通を確保していく。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

64,363 （単位：千円）

適切な維持管理をするには、最低限、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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010702020400

道路維持用原材料費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

当該道路を利用する車両、歩行者及 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
び周辺住民。
（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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

縮減

7,129 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010702020500

30年度予算

昇降施設設置歩道橋等管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

当該エレベーターやエスカレーター 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
を利用する区民。
託により行っている。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

38,122 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010702020600

30年度予算

道路維持管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

当該道路を利用する車両、歩行者及 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
び周辺住民。
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

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

57,082 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010702020700

道路施設点検・補修等事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

当該道路施設を利用する歩行者及び 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。
車両。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

103,986 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010702050100

30年度予算

街灯清掃及び巡回委託費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

当該道路を利用する歩行者、車両及 街灯グローブ内外の清掃を行い、照度を適切に
保つ。
び周辺住民。

課題

安全・安心・快適戦略

図

街灯の照度を適切に保ち快適な交通環境
を形成する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

19,404 （単位：千円）
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、最低限、現状
維持とする。

事業ＩＤ

010702050200

30年度予算

街灯、橋梁灯補修費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

当該道路を利用する車両、歩行者及 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。
び周辺住民。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

街灯、橋梁灯を正常に機能させ適切な照
度を確保する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

43,072 （単位：千円）

30年度予算

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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010702050300

街路照明ＬＥＤ化事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

夜間における道路の歩行者及び通過 区内の老朽化した街路灯の水銀灯や蛍光灯を発
車両、周辺住民の利便性や安全性を 光ダイオード（ＬＥＤ）タイプの照明器具に取
り換える。
目的とした街路照明施設。

課題

安全・安心・快適戦略

図

街路灯の明るさを確保しつつ、使用電気
量を抑制する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

122,972 （単位：千円）
区内の街路照明施設（約13,000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。

事業ＩＤ

010702060100

30年度予算

私道私下水改修費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

当該道路を利用する車両、歩行者及 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。
び周辺住民。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

107,773 （単位：千円）
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、最低限、現状維持が必要である。

事業ＩＤ

010702070100

30年度予算

私道防犯灯改修費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

当該道路を利用する車両、歩行者及 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
び周辺住民。
業として実施している。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

私道防犯灯を設置し沿道を明るくする。

防犯の上からも最近、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

9,787 （単位：千円）

改修工事の依頼が多く、最低限、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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010702070200

町会・自治会防犯灯補助金

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

私道防犯灯を設置し沿道を明るくす 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
る。
限度とする）を交付する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

私道通行の安全及び防犯を図る。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

18,900 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010703010100

河川等維持管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

区民の生命と財産及び河川利用者

課題

30年度予算

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

195,029 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010703010200

排水場維持管理費

平成29年度事業概要
対 象
区民の生命と財産

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区内5箇所の排水場を適正に維持管理（定期的
な試運転や保守点検等）し、緊急時に迅速かつ
円滑に作動するようにする。

安全・安心・快適戦略

意

図

所定の排水能力を確保し、水害を未然に
防止する。

東京都が隅田川で進めている、護岸の耐震工事に合わせて、北耕地川排水場の廃止に向けた協議及び設計を着実に進め
る。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

5,244 （単位：千円）
浸水被害から区民の生命・財産を守るために、現在の下水道処理能力を超える大雨に際しては、排水場を稼働する
ことが必要不可欠であり、現状維持とする。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010703010300

水防経費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

毎年5月の水防月間期間中に、区と東京消防庁
が合同で水防訓練を実施。水害非常時の対応、
連携強化を図るとともに、区職員の技術力向
上、水防資機材の補充・更新を行う。

区民及び来街者

課題

道路公園課
図

水害から区民の生命と財産を守る。

石神井川の水質改善と臭気対策として設置する、水流発生装置の通年稼働や湧水散水施設については水防活動時の影響
が無いよう水防マニュアル等に追記するとともに、適切な運転に努める。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

8,242 （単位：千円）
区民の生命と財産を守るため、気象情報の発表（大雨・洪水警報等）に伴い、洪水等の被害が想定される際に水防
本部を設置する。
また、出水期を前に東京消防庁と合同による水防訓練を実施し、区職員の水防工法の習熟を図っていく。

事業ＩＤ

010703010400

30年度予算

水辺環境維持管理費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

荒川、隅田川等の河川敷施設利用者 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
及び河川美化運動参加者。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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２９
年度から指定管理者による管理を開始した。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。

平成29年度より荒川岩淵関緑地バーベキュー場及び駐車場に指定管理者制度を導入。
平成30年度より岩淵リバーステーションの平常時利用を開始。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

19,543 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010703010600

荒川知水資料館等管理運営費

平成29年度事業概要
対 象
荒川知水資料館利用者

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

道路公園課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

来館者が快適に館内で過ごすことができ
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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

12,671 （単位：千円）

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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010703010701

集中豪雨等対策費（雨水浸透施設助成事業）

平成29年度事業概要
対 象
個人が所有する住宅

課題

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

道路公園課

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

敷地内に雨水浸透施設を設置する。

図

敷地内雨水の流域への流出を抑制する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
400 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010703010702

集中豪雨等対策費（貯留槽・止水板）

平成29年度事業概要
対 象

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

区民

課題

子ども・かがやき戦略

道路公園課
図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,000 （単位：千円）

30年度予算

水害の軽減に努めるよう事業推進を図る。

事業ＩＤ

010703010800

（河川管理事務費）

平成29年度事業概要
対 象
区民の生命と財産

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

河川維持管理費、排水場維持管理費、水防経
費、水辺環境維持管理費及び石神井川遊歩道維
持管理費等に要する事務経費。

安全・安心・快適戦略

意

図

河川等の円滑・機動的な管理・運営を図
る。

課題

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

2,758 （単位：千円）

管理事務費のため、その内容・事業費共に現状維持を確保する。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010704010300

公園等維持管理費（総括）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

道路公園課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

公園等利用者及び公園等周辺の居住 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
者
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。 30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準備を進めていく。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,137,302 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010704010301

30年度予算

公園等維持管理費（園地清掃）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

道路公園課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

公園等利用者及び公園等周辺の居住 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。
者

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
140,000 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010704010302

公園等維持管理費（公園トイレ清掃）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

道路公園課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

公園等利用者及び公園等周辺の居住 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
者
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成30年度より、駅前公衆トイレの特別清掃を強化していく。また、王子・赤羽・田端の利用頻度の高い公衆トイレは清掃時間、清掃方法の見直しを
図っていく。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

70,000 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010704010303

公園等維持管理費（特定公園）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

道路公園課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

特定公園（大規模な公園、循環設備 特定公園内の流れ噴水施設の保守点検や清掃、
など特殊施設を併設した公園）の利 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
用者及び当該公園周辺の居住者
などで行う。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

250,000 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010704010304

30年度予算

公園等維持管理費（ゴミ処理）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

道路公園課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

公園等利用者及び公園等周辺の居住 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、
者
法律等に基づく適正な方法で処分する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

32,000 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010704010305

30年度予算

公園等維持管理費（設備維持管理）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

道路公園課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

公園等利用者及び公園等周辺の居住 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
者
委託で行う。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

50,000 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010704010306

公園等維持管理費（浮間つり堀公園管理運営費）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

民間企業による委託管理。えさ代・貸し竿代
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。 は利用者負担。魚は和金とフナを購入し放流す
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。

課題

道路公園課
図

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。

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）・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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

17,000 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010704010307

30年度予算

公園等維持管理費（公園施設維持補修）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

道路公園課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

公園等利用者及び公園等周辺の居住 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
者
補修を直営作業と請負工事で実施する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

293,302 （単位：千円）
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、今後、事業費の
増額を行いたい。

事業ＩＤ

010704010308

公園等維持管理費（樹木管理）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

道路公園課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

公園等利用者及び公園等周辺の居住 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。
者。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

85,000 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010704010309

公園等維持管理費（維持経費）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

道路公園課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

公園等利用者及び公園等周辺の居住 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
者。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

200,000 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010704030100

公衆便所維持管理費

平成29年度事業概要
対 象
北区民及び来区者

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

道路公園課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
45,399 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010801020900

校務支援システム運営費

平成29年度事業概要
対 象
区立小・中学校の教職員

課題

子ども・かがやき戦略

教育政策課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区立小・中学校に「校務支援システム」を導入
し、安定的に運用する。（平成２３年度導入準
備、平成２４年度から稼働）

安全・安心・快適戦略

意

図

教職員の校務負担軽減を図り、教職員の
授業準備の時間や児童・生徒と向き合う
時間を増やす。

旧システムのサポート終了によりやむを得ずシステムを更改した。導入５年目で運用・操作が定着していたところでの
入替となったため、各校との摩擦を生じることのないよう充分なサポートが必要となる。

②手段：区立小・中学校に「校務支援システム」を導入し、安定的に運用する。（平成２３年度導入準備、平成２４年度から稼働、平成３０年度から新シ
ステムに移行）

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
80,268 （単位：千円）
旧システムのサポート終了に伴い平成３０年度より新システムへ移行した。教職員が新システム操作を速やかに習
得するようサポートするとともに、安定した稼働の継続を目指す。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

01080103300

家庭教育力向上プログラム事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

教育政策課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

０歳から中学校卒業までの子どもと 家庭教育力向上アクションプランの推進
その保護者

課題

安全・安心・快適戦略

図

家庭の教育力を向上させる

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、実施に至っていない事業がある。主管課及び関係
者と事業実施に向けて調整していく必要がある。

③意図：「生活習慣の形成」、「家庭学習の定着」、「親子のきずなづくり」の３つの課題を解決する
④結果：家庭の教育力を向上させる

平成31年度事業課長方針

拡充

30年度予算

2,715 （単位：千円）

アクションプランに基づいての事業実施３年目にあたり、実施校数や参加者数等を拡充していく。

事業ＩＤ

01080103310

小中一貫校設置検討

平成29年度事業概要
対 象
施設一体型小中一貫校

課題

子ども・かがやき戦略

教育政策課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

学識経験者のほか、神谷中サブファミリー内の
町会・自治会、青少年委員会、ＰＴＡ、学校関
係者等の代表者をメンバーとした、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
会を設置

図

開校推進協議会において、神谷中サブ
ファミリー施設一体型小中一貫校全体構
想に関する協議を行い、協議会報告書を
作成する

（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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

677 （単位：千円）
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る。その推進役となる「神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校」の設置に向け
て、施設や教育内容に関する具体的な内容を検討する。

事業ＩＤ

010802010700

30年度予算

学校用務業務委託事業費（小学校）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

教育政策課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

用務主事の退職不補充方針により、 専門知識に精通した民間企業へ学校用務業務を
定年退職に伴って欠員の生じた学校 民間委託する

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

浮間小学校、滝野川小学校、滝野川第二小学校の計３校を新たに用務委託校とした。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

97,754 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010803011700

学校用務業務委託事業費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

教育政策課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

王子桜中学校、十条富士見中学校、 専門業者と委託契約を結び包括的な学校管理補
明桜中学校、赤羽岩淵中学校、桐ケ 助を行う。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

34,604 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010802010400

校舎等維持修繕費（小学校）

平成29年度事業概要
対 象
校舎、体育館等の学校施設

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

学校改築施設管理課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

安全・良好な状態に維持管理する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

500,000 （単位：千円）
老朽化が進む既存校について、児童の安全を最優先として適切な維持修繕を行なっていく。また、各学校管理者と
連携して、可能な限り効率的な事務執行を図る。

事業ＩＤ

010802050100

学校改築事業費（小学校）

平成29年度事業概要
対 象
改築時期を迎える区立小学校

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

学校改築施設管理課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

老朽化した校舎等を改築する。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

・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校を除く既存校の８割が建築後５０年を超えており、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。

平成31年度事業課長方針

拡充

988,755 （単位：千円）
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とともに、北区初の施設一体型、
小中一貫校の建設を推進する。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

0108020503

改築ステーション整備費

平成29年度事業概要
対 象
改築対象校の児童・生徒

課題

子ども・かがやき戦略

学校改築施設管理課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

改築ステーションの整備

図

仮移転先の確保

・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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

375,554 （単位：千円）
旧桜田小学校を改築ステーションとして整備し、まずは、王子第一小学校の改築に伴う仮移転先とする。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運用を図る。

事業ＩＤ

010803010400

校舎等維持修繕費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象
校舎、体育館等の学校施設

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

学校改築施設管理課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

安全・良好な状態に維持管理する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

112,686 （単位：千円）
老朽化が進む既存校について、生徒の安全を最優先として適切な維持修繕を行なっていく。また、各学校管理者と
連携して、可能な限り効率的な事務執行を図る。

事業ＩＤ

010803050100

学校改築事業費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象
改築時期を迎える区立中学校

課題

子ども・かがやき戦略

学校改築施設管理課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

老朽化した校舎等を改築する。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

・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校を除く既存校の８割が建築後５０年を超えており、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

6,647,687 （単位：千円）
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とともに、北区初の施設一体型、
小中一貫校の建設を推進する。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

学校施設整備費（小学校）

08020105

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

学校改築施設管理課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

改築やリフレッシュ改修工事に至ら 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
ない区立小中学校

課題

安全・安心・快適戦略

図

・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

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

411,223 （単位：千円）
トイレの洋式化、特別教室の空調設置などを計画的に推進するとともに、近年の児童数増加に対して迅速かつ適確
な対応を図る。

事業ＩＤ

08030105

30年度予算

学校施設整備費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

学校改築施設管理課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

改築やリフレッシュ改修工事に至ら 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
ない区立小中学校

課題

安全・安心・快適戦略

図

・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

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

9,768 （単位：千円）
トイレの洋式化、特別教室の空調設置などを計画的に推進するとともに、近年の生徒数増加に対して迅速かつ適確
な対応を図る。

事業ＩＤ

010802011000

学校運営費（小学校）

平成29年度事業概要
対 象
区立小学校の児童

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

学校支援課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

413,591 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

0108020113

パソコン経費（小学校）

平成29年度事業概要
対 象

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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
用できるよう無線ＬＡＮ環境を整備する。

全区立小学校

課題

子ども・かがやき戦略

学校支援課
図

各教室でタブレット端末を使用できるよ
うにする。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

394,367 （単位：千円）

30年度予算

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。

事業ＩＤ

010802011600

交通安全対策費

平成29年度事業概要
対 象
区立小学校の児童

課題

学校支援課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

登校下校時の通学路上の交通安全を図
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。

平成31年度事業課長方針

拡充

131,026 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010802020100

30年度予算

就学援助費（小学校）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

学校支援課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

経済的な理由により、児童に義務教 生活保護受給世帯である要保護世帯、世帯の総
育を受けさせることが困難な保護者 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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

平成３１年度小学校入学予定者の保護者に対し、新入学学用品等購入費の前倒し支給を実施するが、周知漏れのないよ
う行う。また、転出入者については、他自治体と連携して支給済みか否かなどの情報交換を行っていく。

３１年度小学校入学予定者の保護者に対し、新入学学用品等購入費の前倒し支給を実施する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
210,518 （単位：千円）
小学校就学前予定者の保護者への新入学学用品等購入費の就学前支給について、実績等を踏まえ、さらに多くの保
護者の申請を進めていく。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

0108020301

学校給食管理需要費（小学校）

平成29年度事業概要
対 象
区立小学校の児童

課題

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

学校支援課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

安全で魅力のある食事を提供する環境
に整備する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

58,515 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010802030300

給食調理業務委託事業費（小学校）

平成29年度事業概要
対 象
区立の公立小学校の児童

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

学校支援課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

民間活力を導入し、より豊かな楽しい
給食を目指す。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

918,658 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010803011000

学校運営費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象
区立中学校の生徒

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

学校支援課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

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31年度事業課長方針

維持・推進

177,826 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

0108030113

パソコン経費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

全区立中学校

課題

子ども・かがやき戦略

学校支援課
図

各教室でタブレット端末が授業で使える
ようにする。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

123,787 （単位：千円）

30年度予算

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。

事業ＩＤ

010803020100

就学援助費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

学校支援課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

経済的な理由により、生徒に義務教 生活保護受給世帯である要保護世帯、世帯の総
育を受けさせることが困難な保護者 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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

平成29年度より就学援助新入学学用品等購入費の前倒し支給を実施したが、約2割が入学後の申請となった。さらに周
知方法を検討し、就学前申請をさらに進めていく。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

194,383 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010803030100

学校給食管理需要費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象
区立中学校の生徒

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

学校支援課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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・安心・快適戦略

意

図

安全で魅力のある食事を提供する環境
に整備する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

22,603 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010803030300

給食調理業務委託事業費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

区内の公立中学校の生徒

課題

元気・いきいき戦略

学校支援課
図

民間活力を導入し、より豊かな楽しい
給食を目指す。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

269,055 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010805010700

幼稚園運営費

平成29年度事業概要
対 象
区立幼稚園在園児

課題

30年度予算

学校支援課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

在園児が良好な環境で教育を受けられる
ようにする。

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。

目名変更（旧：幼稚園管理費→新：区立幼稚園費）

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
29,366 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

01080103250

学校支援ボランティア活動推進事業（教育支援ボラ 生涯学習・学校地域連携
課
ンティア）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

教員を目指す大学・短大・専門学校 ・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
等に在学中の学生
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

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

・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

・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を充実させる
・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

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

3,290 （単位：千円）

・平成２９年度より区立全小中学校に対象を拡大し、３１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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010801030100

研修研究会費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

①区立幼稚園、小・中学校教員、栄
養士、事務職員
②北区、東京都、文部科学省等から
委嘱を受けた研究校（園）
③委嘱研究校以外の学校

課題

教育指導課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

①34種類の各対象者別の研修の実施。②区及び
都、国レベルの教育課題の実践研究の推進と、
その成果を研究発表・公表する。③各学校ごと
に研究研修を進め、その成果を学習指導や学校
経営に反映させる。④北区教育研究会の活動を
より活性化し小中一貫教育を推進する。

図

①教職員の指導能力や専門性及び資質を
向上させる。②研究校の成果を全体へ波
及させ北区の教育力を向上させる。③各
学校が設定した課題の研究成果を学校運
営に反映させる。④幼小中の教職員が就
学前から義務教育期間合わせて11年間
を意識して授業を改善する。

教職員の資質向上を図るため、より一層研修の内容を実践的なものにしていくとともに、ＩＣＴ機器活用研修、研究協
力校・指定校の研究成果を授業改善に積極的に取り入れていく。
幼稚園、小学校、中学校教職員の相互理解を深めるために、教育研究会の組織運営を円滑にし、教科の課題解決や研究
活動の充実を図る。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

43,422 （単位：千円）
引き続き教職員の更なる資質向上のため、教員の能力や教育課題に応じた多種・多様な、また平成２９年３月に施
行された新学習指導要領に基づいた研修を実施する。
北区教育研究会の研究活動を積極的に支援し、小中の教職員の意識改革を図り、小・中学校の連携を推進する。

事業ＩＤ

010801030400

科学教育費

平成29年度事業概要
対 象

教育指導課

子ども・かがやき戦略

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

課題

30年度予算

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

配置している理科支援員の資質の維持向上と人材確保。

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31年度事業課長方針

維持・推進

36,181 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010801030500

グローバル人材育成プロジェクト事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

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

課題

元気・いきいき戦略

教育指導課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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５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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

103,970 （単位：千円）
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、新学習指導要領にて充実を図るよう示されているので、国・都の動向を見つつ取り組んで
いく。

事業ＩＤ

010801030600

心の教育推進事業

平成29年度事業概要
対 象
①北区の幼児・児童・生徒

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

教育指導課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

①地域美化清掃等の教育活動を行う。②多様な
育ちを支える地域連携事業の中で、委員会及び
シンポジウムを開催し、健全育成の課題につい
て検討する。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。

図

多様な育ちを支える地域連携事業活動成
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。

道徳授業地区公開講座やフォーラム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。

心の教育推進委員会を北区政策提案協働事業「多様な育ちを支える地域連携事業」内に統合。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

13,236 （単位：千円）
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、引き続き多様な育
ちを支える地域連携事業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。

事業ＩＤ

010801031600

学力パワーアップ事業費

平成29年度事業概要
対 象
①北区立小学校の児童
②北区立中学校の生徒

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

教育指導課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

学力フォローアップ教室５・６年生へ拡大（モデル１２校）

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
243,035 （単位：千円）
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。
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※平成31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
事業ＩＤ

010801031700

魅力ある学校図書館づくり事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

北区立小・中学校の児童・生徒

課題

元気・いきいき戦略

教育指導課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

図書館指導員全校配置

平成31年度事業課長方針

維持・推進

69,386 （単位：千円）
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。
平成３０年度、学校図書館指導員を全校配置した。
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つつ、国の学校図書館支援の動向等にも注視してい
く。

事業ＩＤ

010801031900

30年度予算

コミュニティ・スクール運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

教育指導課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

北区立小学校の児童、教職員、地域 学校運営協議会制度を導入する。
住民

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

3,214 （単位：千円）
４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。

事業ＩＤ

010801032910

中学校スクラム・サポート事業費

平成29年度事業概要
対 象
北区立中学校教員及び生徒

課題

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

教育指導課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

39,531 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010801031300

スクールカウンセラー運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

教育総合相談センター

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

区立の幼稚園・認定こども園や小学 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
校、中学校の児童・生徒及び保護
ラーをサブファミリーを中心に１3名配置し、
者、学校教職員
小学校・幼稚園・認定こども園を数校受けも
ち、週1回巡回し、相談に対応している。ま
た、いじめ相談、不登校相談のため、各1名を
教育総合相談センターに配置している。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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を共有し、
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。

平成30年３月、教育相談所、就学相談室、不登校対策室、教育支援担当課を統合し「教育総合相談センター」が設置され、不登校相談担当スクールカ
ウンセラーが１名配置された。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

56,434 （単位：千円）
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、支援方針など校内委員会での
検討を踏まえ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
みを進めている。また、教育相談体制の充実のためガイドラインの作成に取り組む予定である。 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、情報の共有に努めると共に、専門性
の向上のために研修等をすすめ、スクールカウンセラー事業の向上に努めていく。

事業ＩＤ

010801032100

30年度予算

スクールソーシャルワーカー事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

教育総合相談センター
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区立の幼稚園・認定子ども園・保育 教育に関する知識や社会福祉等の専門的な知識
園、小学校、中学校等の児童・生徒 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
及び保護者、学校教職員
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

多様化する児童・生徒の問題に対処する
ことで、児童・生徒を取り巻く環境が改
善される。

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。

平成30年4月、教育相談所、就学相談室、不登校対策室、教育支援担当課を統合し「教育総合相談センター」を設置し、教育相談体制の充実を図っ
た。

平成31年度事業課長方針

拡充

12,385 （単位：千円）
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
最大限に高め、社会資源等の活用を進めていく中で、課題により的確に対応していく。
また、不登校の児童・生徒に関する組織的かつ計画的な支援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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010802012100

特別支援教育推進費（小学校）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

教育総合相談センター
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

ア、通常の学級に在籍する発達障害 ア、校内委員会、特別支援委員会等の検討によ
等の特別な教育的支援を要する児童 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、知的障害を有しない肢体不自由 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
児等
動支援を行う。
ウ、知的障害を有する児童
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。対象児童の発達や情緒面等の課題の解決に向けて、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。

平成31年度事業課長方針

拡充

76,205 （単位：千円）
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、「第三次北区特別支援教育推進計画」を踏まえて、特別支援教育シテスムの構築や副籍交流や交流及び
共同学習等をすすめ、北区の特別支援教育を推進していく。

事業ＩＤ

010803011800

30年度予算

特別支援教育推進費（中学校）

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

教育総合相談センター
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

ア、通常の学級における発達障害等 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
の特別な教育的支援を要する生徒
による支援を実施する。
イ、知的障害を有しない肢体不自由 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
等の生徒
動支援を行う。
ウ、知的障害を有する生徒
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

中期計画において、中学校での特別支援教室の全校設置を平成31年度に実施するために、中学校における巡回指導の
試行、設置のための準備に取りかかっている。
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。

平成31年度事業課長方針

拡充

36,488 （単位：千円）
「第三次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
援教育システ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、生徒一人ひとりに応じた適切な指導を実施するため、研修や連絡会等を活用して、教職員の資質や指導力
等の向上を強化していく。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010806011300

埋蔵文化財発掘調査事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

飛鳥山博物館

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

周知の埋蔵文化財包蔵地において開 発掘調査を行い、報告書を作成して記録保存す
発事業（個人専用住宅等の建設）が る。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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を作成し、これを基
に保存活用計画の策定のための委員会を発足した。平成30年度から2か年をかけて具体的な保存活用について検討す
る。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
16,872 （単位：千円）
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地域住民や関係者の意見をふまえ
て、具体的な保存活用に向けて検討を重ね、保存活用計画を策定する。

事業ＩＤ

010806020100

博物館管理運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

飛鳥山博物館
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

当館の収蔵品を登録し検索できる「収蔵品検索システム」を更新し、スマートフォン等を用いた「ポケット学芸員」を
活用して映像による資料解説の機能を付加して、広く一般に公開することを検討する。
また、館内照明設備のLED化を推進し、ランニングコストの削減を図る。3年計画の第一弾として29年度に誘導灯、
投光器等の照明をLED化した。30年度は常設展示室の更新と併せて、照明をLED化する予定である。更に、開館２０
年を経過し設備・機器の経年劣化のための故障が増え修繕の必要が生じていることから、緊急性の高いものから順次整
備・更新が必要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

130,063 （単位：千円）
博物館利用者の増加のためにPRに努めると共に、照明や空調設備等の改善を推進し、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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010806020300

北区ふるさと農家体験館運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

飛鳥山博物館
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

一般公開並びに募集による区民等の 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
参加者を対象として、
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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、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。復原後10年を
経過し、傷みが目立つため、29年度に犬走りの改修工事を実施した。また、３０年度から3か年計画で茅葺屋根の修理
を実施していく。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
18,832 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010806030100

図書館運営費

平成29年度事業概要
対 象

中央図書館

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

自己の教養の向上、調査研究、レク 図書資料の充実を図り、館内閲覧、館外貸出等
リエーション等のために必要な資料 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
及び情報を希望する区民
の充実を図る。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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、利用者の利便性向上の求めに応じて電子書籍を含めた電子媒体による資料提
供、高齢者の図書館利用に向けたサービスを検討する必要がある。
学校図書館の充実に向けて地区図書館の取り組みを進め、小中学生の児童・生徒の利用促進について検討する必要が
ある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
209,739 （単位：千円）
多文化にも対応した地域ニーズの把握に努め、地域の情報拠点にふさわしいものとなるよう、資料の充実と北区
図書館全体の蔵書の見直しに取り組む。
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。

事業ＩＤ

010807030200

図書館維持管理費

平成29年度事業概要
対 象
図書館利用者。

課題

子ども・かがやき戦略

中央図書館
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

図書館施設・設備の維持管理。

安全・安心・快適戦略

意

図

利用者にとって安全で快適な施設とす
る。

28年度の23区内の図書館利用者数（来館者数）では、数値を取得している20区のうち12区で減少している。各種図
書館サービスの充実とともに、年間開館日数や各館の休館日の分散、座席数の見直し等の検討も必要である。また施設
の複合化や再開発による移転などの機会をとらえ、特色ある図書館施設づくりを進めていく必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

662,332 （単位：千円）
子ども、障害者、高齢者、外国人利用者など、誰もが利用しやすい図書館環境整備とサービスの充実に取り組
み、潜在的利用者の開拓に努める。
窓口業務時間の見直しや合築複合化の機会を捉えた浮間図書館の活性化の検討を進める。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010807030400

図書館システム運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

中央図書館
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

図書館の利用者、職員等（業務委託 利用者システムについては、最新の検索技術等
の取込み等の機能向上を図る。職員等について
事業者を含む）
は、全図書館に同環境の業務システムを配置す
ると共に、できる限り動作保証のあるパッケー
ジ機能を活用する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

・利用者の利便性を向上
・職員等の事務処理の効率性、正確性を
向上

利用者利便性のため、システム導入や維持管理は不可欠だが、それに係わる職員のスキル向上が欠かせない。また、
ハード、ソフト共に、サポート終了等による更改が数年ごとに発生する為、機能向上と合わせ、コスト意識をもった計
画的管理が重要となる。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
99,876 （単位：千円）
図書館運用スキルの習得の取り組みを検討し、職員の業務知識の維持、向上を図る。また、更改したシステムに
ついて区民、利用者から寄せられた要望を参考にする等により品質改善、向上を行う。

事業ＩＤ

010801020700

学校適正配置関係経費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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必
要な支援策を含め、協議を行う。

区立小学校

課題

学校適正配置担当課
図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

11,385 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010304011200

子ども医療費助成費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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）

課題

30年度予算

子ども未来課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

子育て家庭の経済的負担の軽減を図る。

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。全国最高水準の助
成事業で、区民の子育てを支援していく。
なお、北区では、ファミリー世帯の転入等により、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,399,970 （単位：千円）
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、北区の年少人口は近年約1パーセントの増加傾向を示しており、今
後も事業費の増額が見込まれる。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010304011400

地域ふれあいパトロール事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

子ども未来課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

児童館・学童クラブ利用児童及びそ 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
の地域の子どもたち
ブの周辺をパトロールする。

課題

安全・安心・快適戦略

図

放課後における子どもたちの安全を確保
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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

33,159 （単位：千円）

30年度予算

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。

事業ＩＤ

010304011800

子どもの未来応援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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。

課題

子ども未来課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

平成２９年３月に策定した「北区子どもの未来
応援プラン（東京都北区子どもの貧困対策に関
する計画）」で「重点検討項目」として掲げた
下記事業を実施する。
①ひとり親家庭等相談室（そらまめ相談室）
②ひとり親世帯等の子どもへの学習支援（みら
いきた）
③子ども食堂に取り組む団体への助成
④ひとり親家庭支援サービスＰＲ事業（パンフ
レット・案内チラシ）
⑤子どもの貧困に関する職員向け研修会・区民
向け講演会

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

計画で位置づけしている「重点検討項目」のうち、まだ具体的支援策に結びついていないものもあるため、庁内での連
絡会等で各施策の進捗状況を把握し、各課と連携しながら、引き続き検討が必要。

「そらまめ相談室」「みらいきた」「子ども食堂に取り組む団体への助成」の３つの事業を拡充して実施することより、計画の推進を図り、貧困の連鎖の
解消に取り組む。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
35,871 （単位：千円）
「北区子どもの未来応援プラン」で「重点検討項目」として掲げた事業について、計画の大きな目標である、貧困
の連鎖の解消に向け、平成３１年度も継続・推進していく。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010304050100

児童館運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども未来課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

児童館は、児童福祉法による児童厚 ○各児童館では、その地域の子ども達が共に利
生施設として０歳から１８歳未満の 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。
児童を対象
○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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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３０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、十条台児童館、八幡山児童館の６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３０年３月末までに岩淵児童館、中里児童館、上十条児童館、赤羽西五丁目児童館を統合・廃止し
た。今後も配置方針に基づき、地元の理解を得ながら円滑かつ着実に児童館を統合する必要がある。

「子どもセンタ－事業計画」「同配置方針」等を踏まえ、①３０年４月に十条台児童館、八幡山児童館を子どもセンターに移行した。（移行済み計６箇所）
②赤羽西五丁目児童館を３０年３月末に統合・廃止した。（２９年度までの統合・廃止済み計３館）

平成31年度事業課長方針

縮減

380,034 （単位：千円）
３０年度までに栄町・浮間・神谷南・西ケ原東・十条台・八幡山の６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・赤羽西五丁目児童館に続き、３０年度末にも１館を機能統合により廃止す
る予定である。

事業ＩＤ

010304050200

子どもセンター等運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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・
高校生を対象としている。

課題

30年度予算

子ども未来課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

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、平成３０年度に十条台児童館、八幡山児童館を
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31年度事業課長方針

拡充

170,658 （単位：千円）
平成３０年度までに栄町・浮間・神谷南・西ケ原東・十条台・八幡山の６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児
童館を子どもセンターへ移行する。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010304050400

留守家庭児童対策費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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））

課題

子ども未来課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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30年4月1日現在で１２５名の待機児童が発生するなど、待機児童は増加傾向にある。
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、「放課後子ども総合プ
ラン」の全校導入を進めていくと同時に、学童クラブの新設や定員拡大等を進めていくため、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。

平成３０年度より２クラブを新設し、新たに２クラブで業務委託を開始した。
その結果、平成３０年４月１日時点の学童クラブ数は６４クラブ（直営３６クラブ、指定管理・業務委託２８クラブ）となった。

平成31年度事業課長方針

拡充

30年度予算
515,564 （単位：千円）
計画事業である「放課後子ども総合プラン」の全校への導入を進めていくとともに、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。

事業ＩＤ

010304050500

放課後子ども総合プラン等推進事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

子ども未来課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

学童クラブ利用児童を含むすべての 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
小学生
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

運営スタッフや地域ボランティア等人材の確保が難しく、運営スタッフが変わった際には運営・事務等の継承が課題と
なってしまう。また、地域ボランティアの高齢化も課題として挙げられる。
わくわく☆ひろばの全校実施にむけ、学校や現場スタッフをはじめ、各担当との連携・情報共有を一層強化していく必
要がある。

実施校は合計２９校。これまでの２４校に加えて、新たに５校（なでしこ小・梅木小・谷端小、田端小・滝野川もみじ小）で放課後子ども総合プランを実施
した。

平成31年度事業課長方針

拡充

30年度予算

1,173,888 （単位：千円）
平成３１年度は計画通り新たに新規校５校を開設し、王子第一小学校を除く３４校での実施とする。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010304051200

親育ちサポート事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

乳幼児（０～５歳）を育てる親

課題

子ども未来課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

地域の子育て支援施設である児童館・子どもセ
ンター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・子どもセン
ター職員をファシリテーター（進行役）として
養成する。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

3,060 （単位：千円）
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年度より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今年度も好評を博したので、継
続実施していく。

事業ＩＤ

010304051400

30年度予算

みんなで育児応援プロジェクト事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

段

ア．小学校就学前までの子どもを持 ア．講演会及び連続講座を開催する
イ．連続講座
つ父親
ウ．連続講座
イ．祖父母世代
ウ．小学校就学前までの子どもを持
つ母親

課題

子ども未来課
花＊みどり・やすらぎ戦略

安全・安心・快適戦略

意

図

ア．子育てに関する基本的な知識・技能
の習得を支援することにより、男性が積
極的に子育て関われる環境づくりを推進
する。
イ．育児の強力な応援団となる祖父母世
代の育児参加を促す。
ウ．母親が子育てをもっと楽しむ環境づ
くりを推進する。

各プロジェクトとも受講生の満足度は高いものの、パパ応援プロジェクト、孫育て応援プロジェクトについては、周知
時期やチラシ配布先を見直したものの、引き続いて申込者数が伸び悩んでいる。特に孫育て応援プロジェクトについて
は、コース内容を精査したが、募集人数に対する申込者数の割合も増えず、参加率も低く課題が残る。一方、ママ応援
プロジェクトは全ての講座で定員を超える申し込みが続き、定員を増やしても解消されないため、コースの見直し等さ
らに多くの方が受講できるよう工夫が必要である。

・プロジェクト名の変更（イクメン→パパ応援、イクじい・イクばあ→孫育て応援）
・ママ応援プロジェクトを追加して実施する。
・孫育て応援プロジェクトのコースを一元化して実施する。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
2,199 （単位：千円）
本事業はワーク・ライフ・バランスを促進し、豊かな家庭生活の実現を目指すことを目的とした父親向けの子育て
支援プロジェクトから始まり、現在は父親向け・祖父母世代向け・母親向けの各世代の子育て支援プロジェクトを
実施している。申込者数等の課題もあるが、プロジェクト名の変更や開催日時の見直し等により、課題の改善とと
もにより一層の事業のブラッシュアップを図る。受講者の満足度は引き続き高水準を維持しており、一定の成果を
挙げていると考え、多世代が子育てに関われる環境づくりを推進していく。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201011300

外国人学校児童生徒保護者負担軽減費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

子育て施策担当課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

外国人学校に園児・児童・生徒を通 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
学させている保護者
る。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

13,470 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201070100

私立幼稚園等保護者負担軽減事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

子育て施策担当課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

北区内に住所を有する園児を私立幼 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼
稚園に通園する園児の保護者（区内在住者に限
稚園に通園させている保護者
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

公私格差を緩和し、子育てに伴う経済的
負担を軽減する。

平成２７年度より、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に向けた動向、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。

就園奨励費の改正に伴い、年少扶養控除を除外した算定方法へ変更。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
337,294 （単位：千円）
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るために、東京都が進める負担軽減策に対応しているが、今後も、都の動向及
び区の財政状況を踏まえながら引き続き検討を行う。

事業ＩＤ

010201070200

私立幼稚園就園奨励費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

子育て施策担当課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

北区内に住所を有する園児を私立幼 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼
稚園に通園する園児の保護者（区内在住者に限
稚園に通園させている保護者
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。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

公私格差を緩和し、子育てに伴う経済的
負担を軽減する。

平成２７年度より、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に向けた動向、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。

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計ったことにより、北区の要綱を改正。
また、平成２４年度に廃止された年少扶養控除について、北区の就園奨励費については、影響を考慮し、継続してきたが、国の通知に基づき、年少扶
養控除を除外した算定方法へ変更。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
282,068 （単位：千円）
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るために、国が進める負担軽減策について対応しているが、今後も、国の動向
及び区の財政状況を踏まえながら引き続き検討を行う。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

0102010703

私立幼稚園施設型給付費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

子育て施策担当課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

北区民児童が通園している新制度に 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
移行した私立幼稚園
育料を差し引いた施設型給付費を支給する。

課題

安全・安心・快適戦略

図

対象園の園の運営が円滑に行われるよう
にする。

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。

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31年度事業課長方針

維持・推進

56,155 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201070500

30年度予算

私立幼稚園入園祝金支給費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

子育て施策担当課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

公私格差を緩和し、子育てに伴う経済的
負担を軽減する。

入園祝金の支出については、昨年度より7月上旬に支給しており、今後も維持できるよう努める。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

43,747 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010201070600

私立幼稚園幼児教育振興費

平成29年度事業概要
対 象
区内私立幼稚園

課題

30年度予算

子ども・かがやき戦略

子育て施策担当課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

平成28年度から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、実施園数の増には至らない
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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

30,540 （単位：千円）

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。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010304060100

保育所改修費

平成29年度事業概要
対 象
公立保育施設及び遊休施設等

課題

子育て施策担当課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

保育需要を正確に把握したうえで拡張を含めた
大規模改修を行う。

図

保育所待機児童の解消を図る

今後も遊休施設を活用した区立保育園等の移転を推進していくが、近年の建築資材や労務単価の高騰により、改修工
事費等の負担増大が見込まれている。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算

32,720 （単位：千円）
保育所待機児童の解消に向けては、緊急対策における取り組みを進めた結果、待機児童数は大きく減少した。一方
で、滝野川地区では、依然として待機児童が発生しており、受け入れ児童数の確保が必要である。また、老朽化が
進んでいる保育施設について、計画的に改修等を行っていく。

事業ＩＤ

010304070200

私立保育所整備費助成

平成29年度事業概要
対 象
保育施設
保育園への入園希望者

課題

子ども・かがやき戦略

子育て施策担当課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

保育需要を正確に把握したうえで、保育施設を
整備する。

図

待機児童解消を図る

今後の保育需要の伸びを予測することが難しいため、必要整備数を正確に算出できない。また、特に、整備が求めら
れる滝野川西地区及びその周辺において、保育施設の整備に適した土地・建物がなかなか見つからない。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

1,285,544 （単位：千円）
保育所待機児童の解消に向けては、緊急対策における取り組みを進めた結果、待機児童数は大きく減少した。一
方で、滝野川地区では、依然として待機児童が発生しており、受け入れ児童数の確保が必要である。今後も、滝野
川西地区及び周辺地区における保育施設の誘致などを積極的に進めていくとともに、区内各地区の動向等を見据え
ながら、必要に応じて保育施設の誘致等を行う。

事業ＩＤ

03040308

30年度予算

私立認定こども園施設型給付費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

子育て施策担当課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

北区民児童が通園している新制度に 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
移行した私立認定こども園
育料を差し引いた施設型給付費を支給する。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

対象園の運営が円滑に行われるようにす
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こども園の移行が進んでいない状況にある。

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31年度事業課長方針

維持・推進

121,525 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

08050203

私立認定こども園補助事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

課題

元気・いきいき戦略

手

新制度に移行した私立認定こども園
や新制度に移行した私立認定こども
園に通園している北区民の児童保護
者

子育て施策担当課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

・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等に対して、設置者の
申請により補助金を交付する。

図

・対象園児の世帯の保護者負担軽減
・園の円滑な運営

認定こども園においても、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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
13,708 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010304011100

私立保育所補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

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。

課題

保育課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

（区内私立保育所）円滑な園運営が行え
るようにする。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

993,992 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010304011600

30年度予算

認証保育所等保育料補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

保育課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

認証保育所や定期利用保育施設等、 認可保育所に入所した場合の保育料との差額に
自治体が運営を助成する認可外保育 応じ補助を行う。
施設（家庭福祉員は除く）に、通所
する児童の保護者

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

認可保育所に入所できない保護者の経済
的な負担を軽減し、保育利用者の負担の
公平化を図る。

保育利用者の負担の公平化を図るうえでたいへん有効な事業であるが、財源を支えている東京都補助金が現時点では時
限とされていることから、その動向に大きく影響される事業である。また、認証保育所の中には認可施設若しくは地域
型施設への移行等、経営の見直しを検討する事業所が増えてきており、その動向にも注意が必要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

45,720 （単位：千円）
保育利用者の負担の公平化を図るため継続していく必要がある事業であり、東京都の補助制度を最大限活用しなが
ら引き続き推進していく。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010304020100

保育所運営費

平成29年度事業概要
対 象

保育課

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

保護者の就労などのために保育が必 区直営保育園において保育を実施する。
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。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

全園で調理用務業務を委託化するなど効率的な運営費執行を図る取り組みを進める一方で、施設老朽化に伴う修繕等の
維持経費や待機児解消を目的とした定員増への対応などにより、運営費は増加傾向にある。

王子保育園つぼみ分園を廃止しつつ堀船南保育園分園の設置及び上十条保育園の拡張を行い、神谷北つぼみ保育園・音無つぼみ保育園・清水坂
つぼみ保育園において定員を拡大した。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

2,564,918 （単位：千円）
指定管理者制度の導入や調理用務業務の全園委託化を実施するなど、運営費抑制と保育サービス充実の両立に努め
ている。
今後も、効率的な保育所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
向上も図っていく。

事業ＩＤ

010304030100

30年度予算

私立保育所委託費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

保育課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

保護者が就労などで保育が必要な０ 「北区内在住の保育が必要な児童」の保育を実
～５歳児までの児童とそれらの児童 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
を養育している保護者
件費等を支払う。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

6,054,595 （単位：千円）
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
営のための最低限必要な基礎的費用であり、今後も推進していく。

事業ＩＤ

010304030200

30年度予算

家庭福祉員（保育ママ）費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

保育課

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

保護者が就労などで家庭で保育でき 児童の保育について保育士などの資格があり保
ない０～２歳児までの児童とそれら 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。
の児童を養育している保護者

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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支援新制度と旧制度の2種類あるが、各施設や規模に合わせた制
度選択が求められており、区の適切な支援が必要である。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

36,231 （単位：千円）
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。家庭的な環境の中
で保育するという、他の保育施設とは異なる特徴をもった事業であり、区として維持していく必要がある。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010304030300

定期利用保育施設補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

保育課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

保護者が就労などで家庭で保育でき 保育を必要とする児童の保育を目的とする基準
ない０～２歳児までの児童とそれら を満たした施設に対して助成する。
の児童を養育している保護者

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

平成30年3月31日付で該当2園が閉園したことにより事業終了

小規模保育事業所への移行等により、該当2園が平成30年3月31日付で閉園となった。

平成31年度事業課長方針

終了

0 （単位：千円）

30年度予算

平成30年3月31日付で該当2園が閉園したことにより事業終了

事業ＩＤ

010304030500

地域型保育事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

保育課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

保護者が就労などで家庭で保育でき 区内在住の保育を必要とする児童の保育を目的
ない０～２歳児までの児童とそれら とする区が認定した施設に対して補助を行う。
の児童を養育している保護者

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

拡充

1,163,765 （単位：千円）
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。

事業ＩＤ

010304030600

30年度予算

認証保育所補助費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

保育課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

保護者が就労などで保育が必要な０ 区内在住の児童が入所する認証保育所に対し補
～２歳までの児童とそれらの児童を 助を行う
養育している保護者

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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

待機児童解消のための重要な役割を担ってきており継続して支援を行う必要があるが、私立保育園や地域型保育事業所
等の整備が進む中で、認可施設若しくは地域型施設への移行等、経営の見直しを検討する事業所が増えてきており、区
として適切に対応していく必要がある。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

30年度予算
381,894 （単位：千円）
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今後も推進
していく。
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

0103040307

民間保育所運営支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

国及び東京都の制度を活用し、各種補助を行
う。

民間保育所の運営事業者

課題

保育課
図

民間保育所の運営が円滑に行われるよう
にする。

保育士の業務負担軽減や保育人材の確保を図るうえでたいへん有効な事業であるが、国及び東京都の補助金を財源とし
た事業であるため、その動向に大きく影響される事業である。

平成31年度事業課長方針

拡充

30年度予算

437,298 （単位：千円）
女性の社会進出や就労形態の多様化等により、保育に対するニーズは今後増々高まっていくことが予想されため、
国及び東京都の動向を踏まえ、新たな補助制度の創設等、支援の拡大を検討していく。

事業ＩＤ

010304030700

病児・病後児保育サービス事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

保育課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

就労等により保育が必要な６か月か ・専門の保育施設での保育（施設型）
ら就学前までの児童で、病気及びそ ・居宅訪問型保育サービスを利用した際に利用
の回復期のため集団保育が困難な時 料金の一部を助成
期の児童。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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、民間事業者による居宅訪問型病児サービスを利用した際の一部助成を平成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。

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。居宅訪問型サービスを利用した際の助成対
象者を保育施設在籍児童から教育・保育施設在籍児童とし事業内容の充実を図った

平成31年度事業課長方針

維持・推進

21,994 （単位：千円）
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い
る。
平成30年度は居宅訪問型サービスを利用した際の助成対象者を拡大するなど事業内容の充実を図っており、引き続
き、子育てと就労の両立支援を推進していく。

事業ＩＤ

010201070300

配偶者等からの暴力防止対策費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

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

課題

30年度予算

元気・いきいき戦略

手

男女いきいき推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

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を行う。
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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

「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。さらに今後、ＬＧＢＴ等（性的少数
者）や性暴力・デートＤＶ等若年被害者に対する相談のあり方を検討していく。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

9,321 （単位：千円）
平成２８年４月に「配偶者暴力相談支援センター」機能を整備し、「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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010201080100

男女共同参画推進事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

男女いきいき推進課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

意

あらゆる分野における区民一人ひと 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
りとこれらを形成する地域社会
に関する意識啓発を行う。

課題

安全・安心・快適戦略

図

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。

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）を区民に対して周知を図る。
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。
３、女性からの視点を踏まえた防災対策について、協議体のあり方を検討し、女性リーダーの育成のための研修につい
て詳細を詰める。

北区男女共同参画行動計画「第６次アゼリアプラン」の策定にあたり、区民・区内事業者・町会自治会・中学生向けの意識意向調査を行う。その後、男
女共同参画審議会に「第６次アゼリアプラン」改定の考え方を諮問し、専門部会においてさらに検討を行った上で、答申に向けた準備を行う。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

22,651 （単位：千円）
北区男女共同参画行動計画「第６次アゼリアプラン」の策定に向けた区民意識意向調査の結果を踏まえつつ、北区
男女共同参画審議会からの答申に基づき、プラン策定のための準備を進めていく。その上でパブリックコメントを
実施し、最終的にプラン策定をしていく。

事業ＩＤ

010201080200

30年度予算

スペースゆう運営費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

男女いきいき推進課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

あらゆる分野における区民一人ひと 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
り、男女共同参画を推進する団体
所の提供、情報の収集と提供並びに各種相談事
業の実施。

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

１、スペースゆうの認知度の向上を図る。
２、スペースゆうの活性化を図るため、スペースゆう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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

14,952 （単位：千円）
北区の男女共同参画活動拠点施設であるスペースゆうが、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。

事業ＩＤ

010601040400

女性の活躍推進事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

「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

課題

30年度予算

男女いきいき推進課
元気・いきいき戦略

手

花＊みどり・やすらぎ戦略

段

「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。

安全・安心・快適戦略

意

図

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、起業家として活躍する。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

2,783 （単位：千円）
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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010601040500

ワーク・ライフ・バランス支援事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

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

課題

元気・いきいき戦略

男女いきいき推進課
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

2,783 （単位：千円）
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、各種法人の会議等の場で制度の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。

事業ＩＤ

010304050700

30年度予算

ファミリーサポートセンター事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

子ども家庭支援センター
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

区内在住在勤で、産休明け（生後 研修を受けたサポート会員が保育園の送迎や保
５７日）から小学校６年生までの子 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。
どもを持つファミリー会員

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

・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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

14,463 （単位：千円）
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
軟な対応を行っており、サポート・ファミリー会員共に会員数は着実に増加している。今後もファミリー会員の増
加が見込まれるため、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。
30年度予算
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平成30年度 事務事業評価

※平成31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
事業ＩＤ

010304050800

子ども家庭支援センター事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

手

すべての子ども（0歳～18歳）
と家庭

課題

元気・いきいき戦略

子ども家庭支援センター
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

安全・安心・快適戦略

意

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。

図

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。

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。

【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31年度事業課長方針

維持・推進

24,672 （単位：千円）
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。
児童相談所の設置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。

事業ＩＤ

010304050900

30年度予算

子ども家庭在宅サービス事業費

平成29年度事業概要
対 象

子ども・かがやき戦略

元気・いきいき戦略

手

子ども家庭支援センター
花＊みどり・やすらぎ戦略

段

①②短期間児童を児童養護施設で預かる。
①子どもショートステイ事業（１
③ヘルパーを派遣して家事又は育児などの支援
泊）
を行う。
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安心ママヘルパー事業
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

課題

安全・安心・快適戦略

意

図

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。

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。

平成31年度事業課長方針

維持・推進

9,859 （単位：千円）
安心ママヘルパー事業は、平成３０年度から利用者の利便性を更に図るため、生後４ヶ月までだった利用期間を生
後６ヶ月までとした。また、子どもショートステイ、トワイライトステイ事業は、一時的に子育てが困難になった
保護者を支援する事業として、重要な役割を果たしている。地域での子育て家庭を支援する両事業は、育児不安の
緩和や児童虐待のリスクのある家庭を支援する意味で重要であり、事業を継続して実施していく。
30年度予算
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