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評価シートの見方

事業名 課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

年度予算 （千円）
事業課長の方針

事業部長の方針

政策経営部長の方針

事業課名

中期計画番号
（簡易評価のみ）

事業名または事業費名

事業部長の方針、政策経営部長の方針は、
重点評価対象事業（節目事業）のみ表示が
あります。

方針については、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。
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重点評価対象事業
（節目事業）

※節目事業として、令和元年度に
２年目、５年目及び１０年目を迎
えた事業を選びました。
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部 課 名　　　　　称 ２年目 ５年目 10年目 頁

女性の活躍推進事業費 ○ 4

男女共同参画推進費
（災害時相談態勢構築のための女
性リーダー育成研修）

○ 4

地域振興課 文化芸術の「卵」育成事業 ○ 5

商店街にぎわい再生プロジェクト
推進事業

○ 5

ビジネスプランコンテスト ○ 6

健康福祉課
コミュニティソーシャルワーカー
の配置

○ 6

健康推進課 若年健康診査 ○ 7

障害福祉課 障害児通所給付 ○ 7

都市計画課 鉄道駅エレベーター等整備事業 ○ 8

住宅課 住まい安心支援事業 ○ 8

教育振興部 教育政策課
きらきら０年生応援プロジェクト
事業

○ 9

子ども未来課 プレーパーク事業費 ○ 10

子どもわくわく課 子どもセンター等運営費 ○ 11

まちづくり部

子ども未来部

重点評価対象事業（節目事業）一覧

総務部 多様性社会推進課

地域振興部

産業振興課

健康福祉部
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事業名 女性の活躍推進事業費 多様性社会推進課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 3,419 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進

事業名 多様性社会推進課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 472 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進

「男女双方の視点に配慮した防災対策」は重要な取り組みであることから、協定を締結している団体
との連携体制の再構築も含め、事業を推進していく。

女性の視点での防災対策や災害時の女性に対する支援は、今後の取り組みとして重要であることか
ら、協定を締結している団体との連携体制の再構築も含め、事業を推進していく。

女性が活躍推進するよう行われる事業としては、以下のようなものを行っている。①女性活躍推進の
ための講演会②キャリアアップ支援セミナー③起業家支援セミナー④再就職準備セミナー⑤再就職の
ための準備セミナー（子育てママの未来計画）

女性一人ひとりがライフステージに合わせ能力を十分に発揮し、社会でさらに活躍するために、キャ
リアアップ、職場復帰準備、再就職準備、起業をテーマとしたセミナーの開催や、再就職を希望する
女性にインターンシップや企業紹介等を行う。また、企業の理解と協力をさらに深めるため、区内中
小企業経営者向けのセミナーを開催する。

「男女双方の視点に配慮した防災対策」を推進するため、妊婦救護所の機能充実を図り、災害時にお
いて安全で安定した環境で過ごせる態勢を構築する。また、長期化の可能性がある避難生活等におけ
る女性の悩み相談に対応するため、関係団体との連携を強化し、相談態勢の母体となる組織をつく
り、女性相談員等を育成し相談態勢を構築する。

平成２８年度には、災害時に女性に関する困りごとに関する相談態勢について３団体と締結したが、
その後の具体的な連携までには至っていない。また、女性リーダー候補を育てるための防災研修につ
いては、実際の災害時に活躍できる一般的な防災セミナーのみ実施した。

当初は、女性リーダー候補を育てることだけに重点を置いていたが、実際に避難所運営を担うのは町
会自治会となるため、地域の自主防災組織に属する女性への研修が重要となる。研修の実施にあたっ
ては、災害時における女性被害者等の相談窓口設置において協定を締結している団体とも連携して、
防災課の協力のもとで地域の自主防災組織に属する女性を対象とした研修を開催し、防災対策を充実
させる必要がある。

より実効性のある防災体制とするため、計画内容の再構築を行う。

女性の活躍促進は重要な施策の一つであり、女性がライフステージに合わせて能力を発揮し、社会で
活躍するための支援を行う本事業を引き続き推進していく。

女性一人ひとりが自分らしくいきいきと活躍することを支援していくための事業として引き続き推進
していく。

女性活躍推進事業については、一定のニーズがある。産業振興課をはじめとする他部署において連携
を図りながら、引き続き推進していく。

各セミナー事業とも、セミナー事業終了後のモチベーションを維持していくために支援していくかが
課題である。特に、起業家支援については、事業収支の改善・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、セミナー後の個別相談会をはじめ、産業振興課及び区内産業団体等との連携支
援の強化も重要である。

男女共同参画推進費
（災害時相談態勢構築のための女性リーダー育成研修）
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事業名 文化芸術の「卵」育成事業 地域振興課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 4,729 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進

事業名 商店街にぎわい再生プロジェクト推進事業 産業振興課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 6,140 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進

産業活性化ビジョンに掲げる商店街の目指すべき姿の「地域に不可欠な商店街へ」を実現するために
は、商店街自らが考え自らが動くことが重要であり、本事業は有効な施策であると考える。引き続き
推進を図る。

意欲ある商店街を支援し、にぎわいを創出することは、商店街の活性化に留まらず、周辺地域の活性
化にもつながるものと考える。事業の課題や効果を検証した上で推進していく。

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

商店街の活性化を促すためにも、意欲ある商店街には有効な施策であるため、引き続き推進する。

文化芸術活動拠点を活用して文化・芸術分野の専門家（プロ）を目指す中学生・高校生を含めた若手
アーティストを支援する。

文化芸術活動拠点の周知が進み、若手アーティストの利用が増加しつつある。

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、利用者はなかなか増えない。
文化活動拠点祭にて、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。

商店街の機能強化やにぎわいを再生・創出するため、アドバイザーを派遣し、商店街のあるべき姿や
具体的取り組み等を盛り込んだ５カ年計画の策定及び計画に基づく事業実施を継続的に支援する。

ほぼ毎年新規の商店街が本事業を開始しており、概ね計画通り進んでいる。本事業を開始した商店街
は、策定した５カ年計画を基に事務所改装やマップ作成といった取組みを実施しており、商店街のに
ぎわい再生に寄与していると言える。

平成３０年度から実施をスタートしたアーティストバンクの登録、活用を促進させることで、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する。

文化活動拠点の利活用者が王子エリアに偏りが見られるため、王子エリア以外の認知度を高め、北区
の文化芸術活動拠点としてより発展させていく。

北区の文化芸術活動拠点において、若手アーティストを支援することで、北区へ若者が集まり、文化
芸術の発信・発展につながると考えられることから、引き続き取り組んでいく。

5



事業名 ビジネスプランコンテスト 産業振興課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 5,105 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進

事業名 コミュニティソーシャルワーカーの配置 健康福祉課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 12,000 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業部長の方針 拡充

政策経営部長の方針 拡充

CSWを平成２７年度から神谷・東十条地域に配置し、その効果についての検証・評価を踏まえ、平
成３０年度から２か所目となる桐ケ丘地域にCSWを配置した。

必要な人に情報を届けることができるよう、CSWの周知方法の検討が必要である。

CSWは、地域づくりの取組み支援と公的な福祉サービスへのつなぎを含めた、地域における総合相
談支援を強化していくために有効な取組みであるため、事業の充実を図る。

複合化・複雑化した地域課題を「我が事・丸ごと」受け止め、包括的・総合的な相談支援体制を整備
し、地域共生社会の実現を目指していく。

地域の福祉課題に対して、行政、専門機関や地域団体と連携しながら支援を行うCSWは、その役割
が今後も必要とされることから、２か所の効果を検証した上で、事業の充実を図っていく。

第1回目は、一定の応募件数を確保することができたが、第2回目以降も継続的に、起業予定者等の
関心を高め、応募件数を確保する必要がある。
また、応募者を実際の創業につなげるためのフォローアップ策の検討が課題である。

ビジネスプランコンテストは、応募者も多く、創業者のモチベーション喚起につながる取組みである
ため、引き続き実施していく。また、実施にあたっては、共催機関である創業支援事業者とも連携を
強化していく。

産業活性化ビジョンに掲げている「東京北区を創業であふれるまちに」を実現するため、創業への
チャレンジ環境の整備や北区で創業することへの関心を高める取組みとして推進していく。

本事業の実施により意欲のある起業家や中小企業者を発掘、支援し、北区産業の活性化を図るため、
本事業を推進していく。

地域の福祉課題に総合的に対応し、地域住民とともに関係機関・団体と連携して課題解決にあたるコ
ミュニティソーシャルワーカー（CSW)を配置し、効果について検証する。

新たなビジネスの創出や地域課題の解決等につながるビジネスプランコンテストを実施することで、
意欲のある起業家や中小企業者を発掘し、区内における創業･新事業展開を継続的に育成・支援す
る。

平成30年度に第1回のビジネスプランコンテストを開催し、応募プラン35件から6件を表彰した。プ
ラン募集にあたっては、キックオフ説明会を実施するなどコンテスト応募者の確保に努めるととも
に、プランをブラッシュアップするため、ビジネスプラン作成セミナーなどを実施した。また、ファ
イナルイベント（公開プレゼンテーション･表彰式等）には約100人の観覧者が来場した。受賞者に
は、区の経営アドバイザーによる個別相談などを実施し、受賞プランの事業化に向けた継続的な支援
を行っている。
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事業名 若年健康診査 健康推進課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 13,797 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進

事業名 障害児通所給付 障害福祉課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 831,430 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業部長の方針 拡充

政策経営部長の方針 拡充

心身の発達に不安のある障害児や医療的ケア児に対して、児童発達支援事業所等の支援施設を誘致す
るなど、就学前から学齢期、社会参加まで切れ目のない支援を行う体制を整備する必要がある。

医療的ケア児や心身の発達に遅れやつまずき、疑いのある未就学児が、必要な支援を受けられる環境
の整備に引き続き取り組むため、本事業を推進する。

若い世代が、健康に対する意識を醸成し、自ら健康づくりに取り組むことで、生活習慣病の予防につ
なげるため、本事業を引き続き推進する。

心身の発達に遅れやつまずき、あるいは疑いのある未就学児を対象に療育支援を行う。また、学校通
学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や放課
後等の居場所づくりを行う。

障害児のサービス提供体制の計画的な構築を進めるために、平成３０年３月に障害児福祉計画を策定
した。計画に基づき、主に重症心身障害児を支援する事業所の整備誘導を図り、今年度２カ所の事業
所が新規開設する予定である。また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、保健、医療、
障害福祉、保育、教育等の関係機関の協議の場の設置に向けた庁内連絡会を開催した。今年度、協議
の場の第１回目の開催を目指している。

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所は、現時点です
べて定員を超過している。新規利用者の通所先が確保できない状況であり、サービス提供体制の整備
が急務である。また、重度の障害児にも対応できる専門性を有する事業所が限られており、専門的人
材の確保・養成も課題である。

令和元年度から、在宅レスパイト事業や施設整備を推進するための開設前準備経費の補助を開始し
た。今後も、医療的ケア児や重症心身障害児が、身近な地域で必要な支援を受けられるように、児童
発達支援事業所や放課後等デイサービス等の支援施設を引き続き誘致していく。

糖尿病など生活習慣病の予防には、働く世代が健康に関心を持ち、自ら健康づくりに取り組むことが
重要である。そのため、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めざすた
めのきっかけづくりとして、本健診を東京都北区医師会に委託し、区内医療機関にて実施する。

若い世代に向けた健康づくりのために実施をしていた健康チェック事業（中期計画事業）を引き継
ぎ、平成30年度から実施している。

対象者を健診受診機会のない30代の区民としているため、事業対象を把握することが困難である。
健診の周知等を行い、新規受診・継続的受診に繋げる必要がある。

糖尿病予備群の早期発見と生活習慣病予防を図り、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。

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、若い世代を対象とした事業を実施す
る。

7



事業名 鉄道駅エレベーター等整備事業 都市計画課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 68,507 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業部長の方針 拡充

政策経営部長の方針 拡充

事業名 住まい安心支援事業 住宅課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,230 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進

居住支援の仕組みづくりについては、福祉部門との連携が不可欠となる。
居住支援協議会においては、具体的な取組みについて協議を進めるとともに、会員の役割分担や新た
な会員の参加、居住支援法人等の民間事業者の活用について検討する必要がある。
また、居住支援に関する施策の展開に当たっては、既に実施している福祉に関する助成制度等との連
携・整合性を考慮するほか、既存事業の発展も視野に入れて検討する必要がある。

平成３１年３月に設立した居住支援協議会で協議を行い、かつ、他自治体の協議会の動向にも注視
し、居住支援の仕組みづくりや普及啓発活動について具体的に検討していく。

居住支援協議会を通して、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に取組んでいく。

関係機関との連携、居住支援協議会との協議を進め、住宅確保要配慮者の円滑な入居促進に取り組ん
でいく。

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。

２ルート目のエレベーター設置による利便性の向上、バリアフリー化の推進は、区の地形的特徴や駅
利用者の生活圏の違いから生じる課題を解消するためにも早期実現に取り組むべき重要な課題である
ため、事業を推進する。

鉄道駅のバリアフリー化を進め、駅利用者の利便性の向上と利用者にやさしい交通施設とすることを
目指して、今後も、本事業を推進していく。

新たな住宅セーフティネット制度に基づき、賃貸住宅に入居を拒まれがちな住宅確保要配慮者（低額
所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など）の円滑な入居を促進するため、居住支援の仕組みづくり
を検討する。

平成３１年１月に不動産関係者、福祉関係者を対象として、居住支援に関する取組みの周知啓発を目
的とした「北区居住支援セミナー」を開催し、５０名の参加があった。
同セミナーにより居住支援協議会設立の気運が高まったことから、平成３１年３月２５日「東京都北
区居住支援協議会」を設立した。

鉄道駅のエレベーター、ホームドア等の設置費用の一部を補助するなど、公共交通機関の利用環境の
改善と高齢者や障害者等の移動の円滑化を図る。

鉄道事業者の当初意向である駅のバリアフリー化は着手済のものを含め概ね順調に進んでいるが、利
用者数の少ない駅におけるバリアフリー化の検討が進んでいない状況である。

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、
ルートの 短化・複数化による２ルート目の整備を検討する。
現在、王子駅、東十条駅、赤羽駅、田端駅において２ルート目のエレベーター設置要望がある。
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事業名 きらきら０年生応援プロジェクト事業 教育政策課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 6,695 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進

（１）幼児教育プログラム等実証研究
平成２５年３月に「北区保幼小交流プログラム　保幼小接続期カリキュラム（以下「保幼小接続期カ
リキュラム」という。）」を作成した。保育園、幼稚園、こども園に対して、コーディネーターを派
遣し、保幼小接続期カリキュラムを活用して、就学前教育や保育の質を高めるための支援を継続して
行っている。
（２）幼保小交流事業
①３歳児の担任、４歳児の担任及び５歳児の担任並びに小学校１年生の担任を対象とした幼児教育等
に関する研修会を行っている。
②５歳児が近隣の小学校を訪問し、主に小学校１年生と給食を食べる等の交流活動を実施している。
（３）セミナー等の開催
翌年度に小学校１年生になる子どもを持つ保護者に対して、小学校入学に関して必要な情報を提供す
るセミナーを実施している。

保育園の新設により園数が増加しているが、小学校数は減少している。交流事業においては、継続し
て交流を実施している幼稚園等と小学校が多くなり定着してきたが、小学校１校あたりの園数の受入
れが増えることで、小学校の負担が大きくなっている。このため、新設の保育園の交流先の選択が課
題となっている。同日に複数園が交流するように提案するなどして、小学校の負担を減らし、継続し
て事業を実施することが必要である。

区の幼児教育と小学校の円滑な接続を目指し、「幼児の成長発達と学びの連続性」を大切にした教育
の充実を図るべく、事業を展開している。引き続き、区立及び私立の幼稚園・保育園・認定こども園
と小学校との連携体制を強め、就学前教育の一層の充実を図る。

幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、引き続き、本事業を推進していき、幼稚園・保
育園・認定こども園と小学校との連携を強化していく。

就学前教育保育の充実と就学前施設と小学校との連携事業の実施により、小一プロブレムの解消や円
滑な接続を図ることが期待できる本事業を引き続き推進していく。

就学前の子どもたちが、通う施設の種類に関わらず共通性のある幼児教育を受けることができるよ
う、幼児教育プログラムやカリキュラムの実証研究を行い、就学前教育保育の充実を図る。
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事業名 プレーパーク事業費 子ども未来課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 2,500 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進
子どもの自主性や創造性を育む体験を積み重ねるとともに、大人との関係性を学ぶことは、子どもた
ちの成長過程において大事な要素であることから、本事業を引き続き推進していくことを期待する一
方で、実施団体の自立を支援する取組みにも留意してほしい。

団体との協働事業として、区内の公園等でプレーパーク事業（自主性や創造性を育むことを目的とし
た外遊び）の円滑な運営を可能にするために補助金を交付するとともに、ＰＲ活動を実施する。

子どもたちが自分の意思と責任で自由に遊ぶことを通じて自主性や創造性を育むことを目的としたプ
レーパークを、引き続き市民活動団体と協働して実施する。

継続的に参加する子どもたちがいる一方で、新たに参加する子どもたちを増やしていくため、魅力あ
る事業運営をしていくことが今後の課題である。また、現在、本事業の実施団体に対して活動費を補
助しているが、今後は団体の自立を支援していく必要がある。

プレーパークで子どもたちが自分の意思と責任で自由に遊ぶことにより自主性や創造性を育み、大人
も子どもも外遊びを通して触れ合いを深めるという目的を充分果たしている。引き続き事業目的を踏
まえ、プレーパーク事業を推進していくとともに、実施団体の自立を支援していく必要がある。

本事業は普段の生活では体験できない外遊びのできる場を子どもたちに提供するものであり、豊かな
体験活動を促進する事業である。また、実績についても、実施団体が事業の意義を十分に理解し責任
をもって事業の実施にあたっており、その成果として参加人数は年々増加している。本事業の目的と
これまでの実績を踏まえ、引き続き推進していく。
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事業名 子どもセンター等運営費 子どもわくわく課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 176,580 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業部長の方針 維持・推進

政策経営部長の方針 維持・推進

放課後子ども総合プランが全校実施される中、児童館においては、乳幼児親子・中高生の居場所機能
を充実する子ども・ティーンズセンターへの移行を推進すべきである。しかしながら、喫緊の課題で
ある学童クラブの待機児童解消に向けた対策の動向など、各児童館の事情を見極めながら推進する必
要がある。

引き続き、児童館から子どもセンター等への移行を進めるとともに、在宅乳幼児親子の支援や、中高
生世代の居場所機能として、今後も充実を図っていく。

子どもセンターにおいては、乳幼児親子の居場所機能と子育て支援機能を充実させ、地域の中で子ど
もたちが健やかに育つ環境を整え、地域の子育て支援の拠点としての役割を果たす。
ティーンズセンターにおいては、中高生世代の居場所機能を充実させ、自己実現の場、社会体験の提
供や、中高生世代が抱える課題に対応することにより、中高生世代が自ら成長し、自立していくため
の支援を行う。

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）。
子どもセンターでは、乳幼児親子の利用者数や割合が着実に増加している。また、浮間子ども・
ティーンズセンターの高校生の利用者数も増加傾向にある。

子どもセンターの設置目的の一つである、地域ネットワークの拠点としての機能をより充実させる必
要がある。
また、子どもセンターへの移行に関しては、学童クラブの待機児童の状況や地域の状況を考慮するこ
とが必要であり、ティーンズセンターへの移行では、いかにして中高生世代から魅力を感じてもらえ
る施設とするのか工夫が必要である。

放課後子ども総合プランが、改築中の王子第一小学校を除き、３４校への導入が完了した中、子ども
センターにおいては、乳幼児親子への支援の更なる充実を図るとともに、ティーンズセンターにおい
ては、中高生世代の居場所としての機能の充実を図る。
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簡易評価対象事業
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中期
計画
番号

事業名 頁
中期
計画
番号

事業名 頁

001 健康寿命の延伸プロジェクト 18 031 商店街防災力向上事業 36

002 若い世代に向けた健康づくり 19 032 地域のきずなづくり推進プロジェクト 36

003 地域見守り支えあい事業 20 033 町会・自治会会館建設等助成 37

004
コミュニティソーシャルワーカーの配
置

20 034 文化芸術の「卵」育成事業 37

005 元気高齢者支援事業 21 035 来たKITAオリパラプロジェクト 38

006 北区版地域包括ケアシステムの構築 21 036 放課後子ども総合プランの推進 38

007 地域密着型サービスの基盤整備 22 037
東京オリンピック・パラリンピックに
向けたバリアフリー整備

39

008 認知症在宅支援推進事業 23 038
「トップアスリートのまち・北区」PR
プロジェクト

39

009 特別養護老人ホームの整備・改修 23 039 総合型地域スポーツクラブの設立 40

010
老人保健施設・都市型軽費老人ホーム
の整備

24 040 障害者スポーツ交流イベント 40

011 障害者グループホームの整備 24 041 2020チャレンジアカデミー 41

012 保育所待機児童解消 25 042 スポーツを支える人材育成事業 41

013 学童クラブの定員拡大 25 043 確かな学力向上プロジェクト 42

014 保育サービスの充実 26 044 健やかな体の育成プロジェクト 42

015 産前産後サポート事業 26 045 グローバル人材育成プロジェクト 43

016 「はぴママ・きたく」事業の推進 27 046 特別支援教室の設置 43

017 子どもの未来応援プロジェクト 28 047 施設一体型小中一貫校の設置 44

018 児童虐待未然防止事業 29 048 区立認定こども園の設置 45

019 児童相談所の移管 29 049 ICTを活用した教育の充実 45

020 子育て情報提供体制の強化 30 050 学校の改築 46

021
子どもセンター・ティーンズセンター
への移行

30 051 リフレッシュ改修工事の推進 46

022 バリアフリー基本構想の策定 31 052 小学校の適正配置の推進 47

023 若者・高齢者の活躍応援プログラム 32 053 家庭教育力向上アクションプラン 47

024 コミュニティビジネスの推進 32 054 コミュニティ・スクールの推進 48

025 北区観光力向上プロジェクト 33 055 女性活躍推進事業 48

026 ものづくり開発チャレンジ支援事業 33 056
ワーク・ライフ・バランス推進企業認
定事業

49

027 経営相談総合窓口・産産連携推進事業 34 057
「にぎわいの拠点」・「地域の生活拠
点」の整備推進

50

028 北区まちなかゼミナールの開講 34 058 王子駅周辺のまちづくりの促進 50

029
商店街にぎわい再生プロジェクト推進
事業

35 059 赤羽駅周辺のまちづくりの促進 51

030 外国人ウェルカム商店街事業 35 060 十条駅周辺のまちづくりの促進 51

簡易評価対象事業一覧　[事業別]
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中期
計画
番号

事業名 頁
中期
計画
番号

事業名 頁

061 東十条駅周辺のまちづくりの促進 52 091 駅周辺へのエレベーター等の設置 72

062 板橋駅周辺のまちづくりの促進 52 092 区内交通手段の確保 72

063 浮間舟渡駅周辺のまちづくりの促進 53 093 総合的な駐輪対策の推進 73

064
赤羽台周辺地区住宅市街地総合整備事
業の推進

53 094
安全で快適な自転車ネットワークの形
成

73

065 都市防災不燃化促進事業 54 095 地域で活躍する学生向け住宅の誘致 74

066 防災まちづくり事業の推進 54 096 区営住宅の建替え 74

067 木密地域不燃化10年プロジェクト 57 097 一人ぐらし高齢者住宅建設事業 75

068
木造民間住宅耐震改修・建替え促進事
業

58 098 空き家対策の推進 75

069 マンションの耐震化の促進 59 099 子育て世帯の居住支援 76

070
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事
業

60 100 駅前公衆トイレ等リフレッシュ事業 77

071 公共防災船着場の整備 60 101 景観まちづくりの推進 78

072 集中豪雨等対策事業 61 102 飛鳥山公園の拡張整備 79

073
風水害・土砂災害から身を守る自助力
向上推進事業

61 103 （仮称）赤羽台のもり公園の整備 79

074 がけ・擁壁等の安全・安心支援事業 62 104 （仮称）滝野川三丁目公園の整備 80

075 地域防災行政無線のデジタル化推進 62 105 名主の滝公園の再生整備 80

076 災害対応総合力向上事業 63 106 街区公園・児童遊園の新設整備 81

077 被災者生活支援態勢の構築 63 107 花いっぱいまちづくり事業 81

078
男女共同参画の視点を踏まえた防災対
策の充実

64 108 新エネ・省エネ導入の促進 82

079 地区防災運営協議会の設置・運営支援 64 109 緑化推進モデル地区事業 83

080 防災協定の締結 65 110 大学の誘致 84

081 防犯対策サポート事業 65 111 東洋大学と連携した地域活性化の推進 84

082 防犯設備整備事業 66 112 新庁舎の整備 85

083 都市計画道路新設・拡幅整備 67 113 公共施設の再配置 85

084 幹線区道新設・拡幅整備 68 114 遊休施設等の有効活用の検討 86

085
（仮称）旧北王子支線跡地遊歩道の整
備

68 115 区有施設エレベーターの改修 86

086 十条駅付近連続立体交差事業 69 116 友好都市交流協定の締結 90

087 無電柱化事業の推進 69 117 他自治体との新たな連携・交流の推進 90

088
幹線区道のバリアフリー化（滝野川桜
通り）

70

089 橋梁整備 71

090 鉄道駅エレベーター等整備事業 71
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担当課
中期
計画
番号

事業名

095 地域で活躍する学生向け住宅の誘致
110 大学の誘致
111 東洋大学と連携した地域活性化の推進
113 公共施設の再配置
114 遊休施設等の有効活用の検討

総務課 112 新庁舎の整備
055 女性活躍推進事業
056 ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業
078 男女共同参画の視点を踏まえた防災対策の充実
031 商店街防災力向上事業
073 風水害・土砂災害から身を守る自助力向上推進事業
075 地域防災行政無線のデジタル化推進
076 災害対応総合力向上事業
077 被災者生活支援態勢の構築
079 地区防災運営協議会の設置・運営支援
080 防災協定の締結
115 区有施設エレベーターの改修
081 防犯対策サポート事業
082 防犯設備整備事業
032 地域のきずなづくり推進プロジェクト
033 町会・自治会会館建設等助成
034 文化芸術の「卵」育成事業
115 区有施設エレベーターの改修
116 友好都市交流協定の締結
117 他自治体との新たな連携・交流の推進
023 若者・高齢者の活躍応援プログラム
024 コミュニティビジネスの推進
025 北区観光力向上プロジェクト
026 ものづくり開発チャレンジ支援事業
027 経営相談総合窓口・産産連携推進事業
028 北区まちなかゼミナールの開講
029 商店街にぎわい再生プロジェクト推進事業
030 外国人ウェルカム商店街事業
055 女性活躍推進事業

037
東京オリンピック・パラリンピックに向けたバリア
フリー整備

039 総合型地域スポーツクラブの設立
040 障害者スポーツ交流イベント
042 スポーツを支える人材育成事業
115 区有施設エレベーターの改修

038
「トップアスリートのまち・北区」PR プロジェク
ト

041 2020 チャレンジアカデミー
044 健やかな体の育成プロジェクト
107 花いっぱいまちづくり事業
108 新エネ・省エネ導入の促進
109 緑化推進モデル地区事業

地域振興課

産業振興課

スポーツ推進課

東京オリンピック・パラリンピック
担当課

簡易評価対象事業一覧　[所管別]　

企画課

経営改革・公共施設再配置推進担当
課

防災課

危機管理課

多様性社会推進課

環境課
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004 コミュニティソーシャルワーカーの配置
009 特別養護老人ホームの整備・改修
010 老人保健施設・都市型軽費老人ホームの整備
001 健康寿命の延伸プロジェクト
002 若い世代に向けた健康づくり
015 産前産後サポート事業
016 「はぴママ・きたく」事業の推進

地域医療連携推進担当課 006 北区版地域包括ケアシステムの構築
003 地域見守り支えあい事業
005 元気高齢者支援事業
006 北区版地域包括ケアシステムの構築
008 認知症在宅支援推進事業

障害福祉課 011 障害者グループホームの整備
介護保険課 007 地域密着型サービスの基盤整備
障害者福祉センター 115 区有施設エレベーターの改修
生活衛生課 115 区有施設エレベーターの改修

022 バリアフリー基本構想の策定
090 鉄道駅エレベーター等整備事業
101 景観まちづくりの推進

057
「にぎわいの拠点」・「地域の生活拠点」の整備推
進

059 赤羽駅周辺のまちづくりの促進
064 赤羽台周辺地区住宅市街地総合整備事業の推進
065 都市防災不燃化促進事業
066 防災まちづくり事業の推進
067 木密地域不燃化10 年プロジェクト
101 景観まちづくりの推進
069 マンションの耐震化の促進
096 区営住宅の建替え
097 一人ぐらし高齢者住宅建設事業
098 空き家対策の推進
099 子育て世帯の居住支援
115 区有施設エレベーターの改修
068 木造民間住宅耐震改修・建替え促進事業
070 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
074 がけ・擁壁等の安全・安心支援事業
098 空き家対策の推進
060 十条駅周辺のまちづくりの促進
066 防災まちづくり事業の推進
067 木密地域不燃化10 年プロジェクト
083 都市計画道路新設・拡幅整備
086 十条駅付近連続立体交差事業
087 無電柱化事業の推進

王子まちづくり担当課 058 王子駅周辺のまちづくりの促進

健康推進課

長寿支援課

都市計画課

まちづくり推進課

健康福祉課

住宅課

建築課

十条まちづくり担当課
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057
「にぎわいの拠点」・「地域の生活拠点」の整備推
進

061 東十条駅周辺のまちづくりの促進
062 板橋駅周辺のまちづくりの促進
063 浮間舟渡駅周辺のまちづくりの促進
071 公共防災船着場の整備
072 集中豪雨等対策事業
083 都市計画道路新設・拡幅整備
084 幹線区道新設・拡幅整備
085 （仮称）旧北王子支線跡地遊歩道の整備
087 無電柱化事業の推進
088 幹線区道のバリアフリー化（滝野川桜通り）
089 橋梁整備
091 駅周辺へのエレベーター等の設置
092 区内交通手段の確保
094 安全で快適な自転車ネットワークの形成
102 飛鳥山公園の拡張整備
103 （仮称）赤羽台のもり公園の整備
104 （仮称）滝野川三丁目公園の整備
105 名主の滝公園の再生整備
106 街区公園・児童遊園の新設整備
107 花いっぱいまちづくり事業
092 区内交通手段の確保
093 総合的な駐輪対策の推進
082 防犯設備整備事業
100 駅前公衆トイレ等リフレッシュ事業
047 施設一体型小中一貫校の設置
053 家庭教育力向上アクションプラン
047 施設一体型小中一貫校の設置
050 学校の改築
051 リフレッシュ改修工事の推進
048 区立認定こども園の設置
049 ICT を活用した教育の充実

生涯学習・学校地域連携課 035 来たKITA オリパラプロジェクト
043 確かな学力向上プロジェクト
045 グローバル人材育成プロジェクト
054 コミュニティ・スクールの推進

教育総合相談センター 046 特別支援教室の設置
学校適正配置担当課 052 小学校の適正配置の推進

017 子どもの未来応援プロジェクト
020 子育て情報提供体制の強化
021 子どもセンター・ティーンズセンターへの移行
012 保育所待機児童解消
013 学童クラブの定員拡大

子どもわくわく課 036 放課後子ども総合プランの推進
保育課 014 保育サービスの充実

015 産前産後サポート事業
016 「はぴママ・きたく」事業の推進
018 児童虐待未然防止事業
019 児童相談所の移管

子ども環境応援担当課

教育指導課

子ども家庭支援センター

土木政策課

施設管理課

道路公園課

教育政策課

学校改築施設管理課

学校支援課

子ども未来課
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事業名 健康寿命の延伸プロジェクト 中期計画番号 001

健康推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 19,038 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

①禁煙治療費助成は、登録者数は増加傾向にあり、治療を完了し交付に至る割合が40%台で推移して
いるため、31年度は募集定員を拡大して実施する。中学校防煙教育は、30年度は実績なしとなって
いる。生活習慣改善事業では、生活習慣病予防啓発事業及び歯周病予防講演会等を実施している。
②地区担当制により各健康支援センターで健康教育や個別支援、健康づくりグループ育成支援等に取
り組んでいる。
③新型栄養失調予防（講演会及び楽しい食の推進員派遣講座）、筋力アップ体操教室（区内19か
所）、ロコモ予防（講演会及び啓発講座）を着実に実施している。

北区ヘルシータウン２１（第二次）の基本目標である「みんな元気！いきいき北区」を目指し、区民
の健康寿命を延ばし、活力ある地域社会を実現するため、健康づくりに関する情報の普及・啓発、運
動や栄養に関する講座など生活習慣の見直しにつながる事業を展開する。
①減塩・禁煙・生活習慣改善事業（禁煙治療費助成制度、児童生徒の喫煙防止、生活習慣病・歯周病
予防）
②健康づくり支援によるソーシャル・キャピタルの推進（健康づくりグループ育成支援、保健師の地
域振興室単位の地区活動体制の確立）
③運動と栄養による健康増進事業（新型栄養失調予防、筋力アップ体操教室、ロコモ予防）

平成28年の65歳健康寿命は男性80.49歳、女性82.31歳で、ここ数年はほぼ横ばいとなっており、
23区の中では、男性19位、女性18位となっている。健康寿命のさらなる延伸に向けて、区民が継続
的に健康づくりに取り組めるよう、栄養、運動、社会参加など様々な視点から、引き続き健康づくり
支援事業に取り組む必要がある。

①中学校防煙教育は実績がないため、類似事業と整理のうえ今後の方針を決定する。
②地域における健康課題を解決するため、区及び関係機関等が連携して健康づくりに関する取組みを
実施できる、地域コミュニティの育成が必要である。また、様々なデータを活用し地域の課題を分析
し、地域課題に応じた保健施策の立案・実施等につなげていく必要がある。
③筋力アップ体操教室は継続的に多数の区民が参加している事業だが、健康増進センターの運動指導
員が講師となって実施している事業のため、センターの廃止に伴い、実施方法や今後の方針を検討す
る必要がある。
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事業名 若い世代に向けた健康づくり 中期計画番号 002

健康推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 9,977 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

がんを含めた糖尿病などの生活習慣病予防には、働く世代が健康に関心を持ち、自ら健康づくりに取
り組むことが重要である。そのため、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
とを目指した事業を実施する。
①ウォーキングポイント事業（スマートフォンを活用した歩数計測アプリ「あるきた」により、運動
習慣が少ない働き盛り世代を主な対象として日常的な健康づくりのインセンティブを提供）
②健康チェック事業（20～40歳代を対象に、地域イベント等と同時開催で、糖尿病予防コースとか
らだ年齢測定コースの2つの当日申込制のセルフ健康チェックを実施）
③職域健康出前講座（区内中小企業向けに保健師・管理栄養士・歯科衛生士３職種合同の出張健康教
育を実施）

①30年8月にアプリをリリースしてモデル実施を開始した。令和元年5月30日にはアプリをリニュー
アルして、座りすぎ防止のための新機能等を追加し、ポイント付与期間を延長するなど、事業を本格
実施する。
②29年度から事業を開始し、区民まつり等のイベントと同時開催で30年度は計4回開催、延べ318
件の実施となった。若年健診の開始に伴い、今年度の開催（4回）をもって事業終了予定。
③実施実績が29年度3事業所、30年度1事業所と目標の5事業所を下回っており、31年度は周知方
法や3職種合同での実施方法等の検討・改善に取り組む。

①アプリ登録者数の増加と継続的な利用による運動習慣の定着に向け、引き続きアプリのＰＲや利用
方法の普及啓発を行うとともに、アプリのお知らせ機能を活用した健康づくり情報の発信や、効果的
なインセンティブの検討などに取り組む必要がある。
②健康チェック実施とあわせて、健康支援センターとの連携により栄養指導や健康情報提供を行って
おり、今年度も引き続き、ターゲット層への効果的なアプローチ機会となるよう工夫して実施する必
要がある。
③利用実績が目標に達していないため、区民のニーズを把握し、利用しやすく効果的な周知方法や実
施内容を検討する必要がある。

「北区ヘルシータウン２１（第二次）」の中間評価では、成人期の運動習慣のある人の割合が低い状
況にあり、日常生活の中で歩数や身体活動量を増やす取組みを継続的に支援する必要がある。また、
糖尿病有所見者の割合が増加しており、リスクが高くなり始める30歳代など若い世代に向けて生活習
慣を見直す機会を提供し、健康づくりへの意識を高める必要がある。
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事業名 地域見守り支えあい事業 中期計画番号 003

長寿支援課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 20,133 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 コミュニティソーシャルワーカーの配置 中期計画番号 004

健康福祉課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 （千円）
事業課長の方針

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世帯の方で見守りを希望する方を対象
に、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。また、民生委員による定期的な見守り・相談を行う。さらに、見守り活動
を行う町会・自治会に活動費の補助金を交付する。これらにより地域見守り活動の拡大を図る。

町会・自治会への見守り活動補助については、１０年目までに延長したが、新規申請団体は減少して
いる状況である。おたがいさまネットワーク協力団体は増加している。

・多くの町会・自治会、医療機関、介護事業所、民間企業などに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。
・補助金の交付にとどまらず、高齢者あんしんセンターの見守りコーディネーターとの連携・サポー
トが必要である。

地域包括ケアシステム、共生社会の実現に向けて、見守りについての考え方も一般区民が普段の生活
の中で自然と行うことへ広がりを見せているため、今後も高齢者あんしんセンターを中心として、地
域の様々な関係機関が連携し、見守り・支えあい体制のさらなる充実を図る必要がある。

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照
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事業名 元気高齢者支援事業 中期計画番号 005

長寿支援課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 12,892 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業名 中期計画番号 006

地域医療連携推進担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 38,534 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

高齢者がボランティア活動を通じて、社会参加や地域に貢献する喜びを味わいながら自分自身の健康
維持・介護予防につなげ、元気に暮らすことのできる地域社会をつくる。

高齢者いきいきサポーター制度を通じて、社会参加のきっかけをつくることができている。また、令
和３年１月から、いきがい活動センターを「人生１００年時代に向けたあらたな活動拠点」とし、高
齢者の社会参加への支援・活動を推進していく。

高齢者いきいきサポーターについては、元気な高齢者がいきいきと活躍できる環境の整備に努め、受
入施設の多様化や登録者の拡大を図っていくことが求められている。

高齢者いきいきサポーター制度については、引き続き受入施設や登録者の拡大を図る。
令和３年１月から、いきがい活動センターの運営を開始し、高齢者の社会参加への支援・活動を推進
する。

団塊の世代が75 歳以上となる2025 年を目途に、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続
けることができるよう、高齢者あんしんセンターが中心となって北区の特性に応じたすまい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していく。
地域住民がともに支え合う地域共生社会実現に向けた取り組みを通して、高齢期の生活が健康で豊か
なものになるよう地域づくりを進めるとともに、在宅療養を必要とする高齢者を地域で支えていくた
め、在宅介護医療連携の体制充実に向けた取り組みを推進していく。

計画通り実施できている。高齢者あんしんセンターサポート医については、H31年度までに７名の配
置を目標としていたが、1年前倒しでH30年度に７名配置を達成した。H30年4月までに全ての市区
町村での実施が求められている「在宅医療介護連携推進事業」８事業項目は平成２７年度中に達成済
みである。新たに病院救急車を活用した在宅療養患者の搬送事業への補助（北区医師会への補助）を
３か年のモデル事業として令和元年度に開始した。

国は、｢我が事・丸ごと｣地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する方針を示しており、高齢者
のみならず生活上の困難を抱える障害者や子ども等に対する地域包括ケアの仕組みが求められるな
ど、在宅療養の推進についてもその対応が求められている。

北区版地域包括ケアシステムの構築
（介護と医療の連携推進）

国の示す８事業項目の取組を中心に、高齢者だけでなく障害者や子どもも含めた視点を取り入れなが
ら、在宅療養推進に向けた取組を進める。
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事業名 中期計画番号 006

長寿支援課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 55,002 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 地域密着型サービスの基盤整備 中期計画番号 007

介護保険課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

北区版地域包括ケアシステムの構築
（介護予防の推進）

65歳以上の高齢者の方及びその支援活動に関わる方に、地域における住民主体の介護予防活動の育
成・支援や介護予防の普及啓発のため、教室・講演会等を実施することにより、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地域をつくる。

介護予防・日常生活支援総合事業を推進し、一般介護予防事業に取り組んでいる。特に介護予防普及
啓発事業や、自主グループの立ち上げ支援を行っている。

・地域づくりによる介護予防の取り組みを推進するために、高齢者あんしんセンター（地域包括支援
センター）、ぷらっとほーむや関係機関団体等との連携を強化していく必要がある。
・住民主体の通いの場の拡充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。

地域の高齢者が集まる、「通いの場」を拡大・充実を図ることが、介護予防の推進となるため、引き
続き自主グループの立ち上げ支援に取り組む。

地域密着型サービス拠点を整備する民間事業者に対し、整備に要する経費の一部を補助することによ
り、地域密着型サービス拠点の基盤整備の充実を図っていく。

認知症高齢者グループホームについては、2か年計画で平成29年8月、30年10月にそれぞれ1カ所
ずつ整備、開設。1カ所については公募の辞退等があり、1年遅れで整備。
小規模多機能型居宅介護については、グループホームに併設で平成29年8月に開設、計画通りの進
捗。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、公募の申込がない状況。

国の交付金および東京都の補助金を活用した事業であるため、国及び東京都の動向に注意が必要とな
る。また、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である。従って、整備後
の運営についても効率的な事業展開となるよう、支援策等を講じていく必要がある。

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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事業名 認知症在宅支援推進事業 中期計画番号 008

長寿支援課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 54,845 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 特別養護老人ホームの整備・改修 中期計画番号 009

健康福祉課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 270,311 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

認知症が疑われる人や家族を対象に、高齢者あんしんセンターに認知症地域支援推進員と認知症支援
コーディネーター及び初期集中支援チームを配置する。また、認知症の人と家族および介護者や区民
を対象とした認知症カフェを開設する。認知症への理解を進め、認知症の早期診断、早期対応を進め
る。

国の新オレンジプランに基づき、各高齢者あんしんセンターに認知症支援推進員および初期集中支援
チームを配置するなど、各高齢者あんしんセンターを中心とした認知症の人への支援体制づくりを推
進している。

・後期高齢者の増加により、認知機能の低下による生活のしづらさがある高齢者はさらに増加する傾
向にあり、認知症への対応は、社会全体で取り組むことが求められている。
・認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりに向け
て、コミュニティの繋がりを基盤とし、できる限り早い段階から総合的に取り組む必要がある。

高齢化の進展に伴う認知症の人の増加に対する支援は、国をあげての課題であり、引き続き各高齢者
あんしんセンターを中心とした支援体制を充実する。

特別養護老人ホームは在宅での介護が困難になった高齢者の生活の場として、必要な施設である。入
所待機者の解消のため、特別養護老人ホームを設置する民間事業者に対し、建設に要する費用の一部
を補助することにより、整備を誘導する。また、区立の特別養護老人ホームは、区民の需要が高い施
設として、安定した施設運営が行えるよう中長期的に改修を計画し、適切な維持管理を行う。

・特別養護老人ホームの整備については、現行の基本計画上、令和６年度までに、１，８２３床（併
設短期入所分・区外確保分含む）の確保を目標としており、現在、１，４９３床が整備されている。
令和元年10月の開設を予定していた王子６丁目に整備予定の（仮称）王子みずほ１６５床が整備地の
土壌改良工事等により大幅に遅延しており、令和３年度の開設に向け協議中であるが、全体として概
ね計画どおりに進捗している。
・区立特別養護老人ホームの改修については、当初計画を前倒し、（仮称）王子みずほを入所者の仮
移転先として活用するため、令和元年10月の工事着工を目標としていたが、（仮称）王子みずほの開
設遅延により、実施時期を調整中である。

現行基本計画では、後期分としてさらに１６５床の整備を予定しており、桐ケ丘団地建替えに伴う創
出用地の活用なども見込まれるが、具体化していない状況である。
また、平成２９年度に開設した民間特別養護老人ホームでは、介護職員の不足により、受入れ人数が
定員に満たない施設もあり、施設整備と併せ介護人材の確保が重要な課題となっている。

区内の特別養護老人ホームの整備率（床数／高齢者人口）は、平成31年4月時点で、1.33％と２３
区内で１０番目前後となっており、一定の整備が行われきたところである。今後も令和10年頃まで要
介護・要支援認定者の増加が見込まれており、計画的に整備を進めて行く。
区立特別養護老人ホームの改修については、安定した施設運営が行えるよう計画を推進する。
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事業名 老人保健施設・都市型軽費老人ホームの整備 中期計画番号 010

健康福祉課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 213,506 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 障害者グループホームの整備 中期計画番号 011

 障害福祉課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 468 （千円）
事業課長の方針 拡充

障害者が住み慣れた地域で生活できるよう、専任の世話人による援助を受けながら数人が共同で生活
する心身障害者グループホームの整備を誘導する。また、一定程度の生活力があり、数人での生活を
営むことができる精神障害者で、単身での生活が困難であり、家族で生活することが困難な方などを
対象とした精神障害者グループホームの整備を誘導する。

民間事業者に整備誘導を行っているが、計画目標を僅かに下回っている。また、障害者の高齢化に伴
う障害の重度化が進む中で、医療的ケア等にも対応可能なグループホームの整備は、必ずしも進んで
いない。このため、滝野川三丁目の区有地を活用し、重度障害者グループホームの整備を目指すこと
とし、公募型プロポーザル方式により整備運営事業者を選定した。今後も積極的な整備誘導が必要で
ある。

重度障害者または身体障害者を対象とする施設は、適した大きさの土地・建物や看護師等専門的人材
の継続的な確保が大きな課題である。そのため、引き続き区有地等の活用を含め整備を誘導するとと
もに、医療的ケア等に対応した人件費に係る運営費補助を行うなど福祉人材の確保策の検討も必要と
なる。

障害者が住み慣れた地域で安心して生活できる場を確保するため、今後も継続して推進していく。
また、障害者及び介護者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアに対応するため、重度障害者のグルー
プホームの整備を誘導するとともに、福祉人材の確保策の検討も必要である。

介護老人保健施設は、特別養護老人ホームと異なり地区計画の制限がかかる施設であること、社会福
祉法人による介護老人保健施設利用事業について制限があるなど、土地や事業者に係る制限があり、
参入が難しい。
都市型軽費老人ホームの整備に係る都の補助事業は令和２年度末着工分までとされているが、現状の
都下の整備率を踏まえ、延長されるか不透明な状況である。

区内の老人保健施設の整備率（床数／高齢者人口）は、0.58％となっており、平成31年4月時点
で、２３区内で１1番目にあたり、一定の整備が行われきたところである。今後も令和10年頃まで要
介護・要支援認定者の増加が見込まれており、在宅介護の支援の充実を図るためにも、今後も計画的
に整備を進めて行く。
都市型軽費老人ホームについても、都の整備に係る補助制度の動向に注視し、整備・誘致を図る。

介護老人保健施設は、リハビリテーションに重点を置いた介護サービスを提供し、在宅復帰させるこ
とを目的とした、病院と在宅介護の中間的な施設として需要が高い施設である。このため、整備を促
進するため、事業者に対し整備費の補助を実施している。
都市型軽費老人ホームは、都市部における低所得高齢者の多様な生活の場の確保を図るため、平成22
年4月の省令改正により新たに制度化された。都の整備目標を基に算出すると、北区として100人前
後の定員確保が必要であり、圏域バランスを考慮し、３地域に２施設ずつの整備を目標としている。

介護老人保健施設については、平成30年度末における整備率（65歳以上高齢者人口に対する施設整
備床数の割合）は0.58%（23区平均0.56%、23区中11番目）と一定の成果を上げつつある。現
在、旧赤羽中学校跡地の利活用により、介護老人保健施設等複合施設整備において100床の整備のた
め、旧校舎の解体工事及び事業者との定期借地契約の締結に向けた準備を行っている。計画全体とし
ては、土地や事業者に係る制限があるため、若干、遅延している状況である。
都市型軽費老人ホームは、王子、赤羽、滝野川の各圏域に２カ所ずつの整備計画で事業を実施してき
たところ、王子・赤羽圏域は既に２カ所ずつの整備が完了している。残りの整備枠は滝野川圏域で２
か所となっているが、他圏域での整備相談が事業者からあった場合には、需要見込みや東京都及び他
区の状況等を勘案しながら圏域の考え方を整理する必要がある。
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事業名 保育所待機児童解消 中期計画番号 012

子ども環境応援担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,044,869 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業名 学童クラブの定員拡大 中期計画番号 013

子ども環境応援担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 拡充

平成３１年４月期において、依然として待機児童が発生しているため、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。

保育園に子どもを預けたい保護者が、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるため、保育園等
の定員の拡大を図り、待機児童の解消を図る。また、保育環境の向上を図るため、老朽化が進んだ公
立保育所について、大規模改修を実施する。

私立保育所の誘致、小規模保育事業所の誘致を行ってきた結果、平成３１年４月期には３００名の定
員拡大を達成できた。また、公立保育所についても、計画的に移転改修工事が進められており、令和
元年中には、志茂保育園の移転完了、滝野川北保育園の大規模改修に伴う仮移転、桜田北保育園の改
修実施設計を行う予定である。

国の制度改正（育児休業制度等）や、区内の居住環境の変化（大規模マンションの建設等）など、保
育ニーズに影響を与える要因があり、毎年、先を見越した保育所の整備方針を検討していく必要があ
る。また、保育ニーズが地区ごとに偏在していることから、これまでより精緻な分析が必要である。

平成３１年４月期において、依然として待機児童が発生している。また、地域ごとに待機児童の状況
は偏在しているため、今後も、待機児童の解消に向けた保育ニーズの分析と定員拡大を図っていく。

学童クラブを必要とするすべての児童が、学童クラブを利用できるように、学童クラブの整備を進め
ることで、待機児童の解消を図ってきた。

これまで学童クラブはわくわくひろばと一体的に、学校内を基本に整備してきた。平成３１年４月期
には、放課後子ども総合プランが全学校（王子第一除く）に導入されたが、学童クラブの整備につい
ては、新たな局面を迎えている。なお、平成３１年４月期には、２９５名の定員拡大を達成できた。

就学児童数が伸び続ける中で、学校内に学童クラブを確保することが困難となってきている。また、
学童クラブの利用率が、地域ごとに偏在しているため、これまでより精緻な分析が必要である。
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事業名 保育サービスの充実 中期計画番号 014

保育課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 34,795 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 産前産後サポート事業 中期計画番号 015

（産前産後セルフケア講座・産後デイケア事業・産後ショートステイ事業） 健康推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 22,834 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

多様な就労形態で働く保護者が、安心して子どもを育てながら働くことができるよう、病児・病後児
保育、延長保育サービスの充実を図るとともに、保育の質の向上に取り組む。

私立保育園の開設を推進してきたことなどにより、病児・病後児保育や延長保育の実施数は計画どお
りかそれ以上の達成状況になっている。訪問型病児・病後児保育利用料補助については、施設利用の
補完的制度として一定の実績をあげてきている。研修及び園内研究を計画的に行い、保育の質の向上
に継続的に取り組んでいる。

保育ニーズが多様化する中、配慮が必要な子どもへの支援など、保育者の専門性への要求が高まって
きている。また、労働力不足が深刻さを増す中、保育に従事する人材の確保や保育事業者の支援が大
きな課題となっている。

女性の社会進出や就労形態の多様化により、長時間保育や病児保育等の保育サービスの充実、合わせ
て保育の質の向上がより一層求められる状況となっており、今後とも推進していく必要がある。

産前産後期の心身の疲労や育児不安が軽減できるよう、出産前後の女性を対象に、身体のケアと孤立
感軽減を図る講座を行う。また、産後の休養の場を提供するとともに育児技術の習得支援を行う。
①産前産後セルフケア講座
②産後デイケア事業
③産後ショートステイ事業

①平成29年度から全ての児童館・子どもセンターを会場に年間45回実施しているが、募集定員に対
する参加者数の割合は6割程度となっている。
②ほぼ実施計画通りの利用者数となっている。
③平成29年10月の事業開始以降、利用件数が計画を大幅に下回っている状況が続いている。

①特に妊婦の参加率が低い状況が続いていることから、はぴママ・たまご面接などでの周知を強化し
ていく必要がある。
②適切な利用者数の規模や事業の実施手法について、検討を行っていく必要がある。
③平成31年4月より利用日数を1泊2日から3泊4日に、自己負担（税別）を1日あたり6,000円から
3,000円に拡充した。今後はその動向を分析していく必要がある。

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、引き続き利便性の向上について検討していく必要があ
る。
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事業名 産前産後サポート事業（安心ママヘルパー事業） 中期計画番号 015

子ども家庭支援センター
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 3,933 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業名 「はぴママ・きたく」事業の推進（はぴママ・たまご面接） 中期計画番号 016

健康推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 40,895 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

妊娠届を出した妊婦に対し、妊娠中の様々な不安を軽減するため、地区担当の保健師が「はぴママ・
たまご面接」を行い、後日妊娠出産を応援するグッズを贈呈する。

平成28～29年度の面接者数は横ばいであったが、平成30年4月より専任のはぴママ相談員による面
接を開始したほか、面接をしていない者に対し、相談員から勧奨の電話連絡を行ったことなどによ
り、平成30年度の面接者数は大幅に増加した。

引き続き、面接者数の増加に取り組んでいく必要がある。

平成30年4月より子育て世代包括支援センター事業を開始し、相談体制の充実を図ってきた。今後も
子ども家庭支援センターとの連携強化などに取り組んでいく。

安心ママヘルパー事業については、利用者の利便性向上のため、家事援助の拡充など事業の拡大を検
討していく。

産前産後期の心身の疲労や育児不安が軽減できるよう、出産前後の女性を対象に、身体のケアと孤立
感軽減を図る講座を行う。また、産後の休養の場を提供するとともに育児技術の習得支援を行う。さ
らに、ヘルパーの派遣により、日常的な家事援助に加え、おむつ交換や沐浴の介助などの育児支援を
行う。

安心ママヘルパー事業については、それまで産前1ヶ月前から生後4か月だった利用期間を、産前1 ヶ
月前から生後６ヶ月に延長し、利用者の利便性の向上に努めた。地域での子育て家庭を支援する本事
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も重要であり、事業を継続し
て実施していく。

安心ママヘルパー事業については、利用者の利便性向上のため、家事援助の拡充など事業の拡大を検
討していく必要がある。
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事業名 「はぴママ・きたく」事業の推進（はぴママ・ひよこ面接） 中期計画番号 016

子ども家庭支援センター
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,689 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業名 子どもの未来応援プロジェクト 中期計画番号 017

子ども未来課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 64,716 （千円）
事業課長の方針 拡充

子どもの貧困の連鎖の解消に向け、全庁をあげて取り組んでいくとともに、庁内連絡会議等を実施す
るなど、今後も関係部署が連携し、事業を推進していく。

妊娠届を出した妊婦に対し、妊娠中の様々な不安を軽減するため、地区担当の保健師が「はぴママ・
たまご面接」を行い、後日妊娠出産を応援するグッズを贈呈する。また、生後６カ月までの子どもと
保護者に対し、育児の不安を軽減するため、子ども家庭支援センターや児童館・子どもセンターで
「はぴママ・ひよこ面接」を行い、育児を応援するグッズを贈呈する。

はぴママ・ひよこ面接については、それまで育ち愛ほっと館他１０館の児童館・子どもセンターで実
施していたが、平成３０年度は、育ち愛ほっと館他１２館で実施し、利用者の利便性の向上に努め
た。

「はぴママ・ひよこ面接」勧奨者数に対し、面接終了者の割合が６０％程度である。より多くの方に
面接を受けていただけるよう、更に事業の周知が必要である。

より多くの方に面接を受けていただけるよう、更に事業の周知を行う。また、利用者の利便性の向上
を図るため、全ての児童館・子どもセンターでの面接の実施について検討する。

平成29年3月策定の子どもの貧困対策に関する計画に基づき、未来を担う子どもたちが、生まれ育っ
た環境にかかわらず、自分の将来に夢と希望をもって健やかに成長・自立できるように、子どもたち
の育ちや学びをささえる環境を整備する。また、困難を抱える家庭の子どもと保護者を早期に発見
し、子どもの成長段階に応じた切れ目のない支援に確実につなぐしくみを構築する。さらに、地域社
会全体で見守り、ささえるネットワークを構築するため、地域やＮＰＯ、ボランティア団体等との連
携促進や区民の理解と協力を呼びかける取り組みを推進する。

①ひとり親家庭等相談室（そらまめ相談室）②生活困窮・ひとり親世帯等の中学生への学習支援（み
らいきた）③子ども食堂に取り組む団体への助成など、子どもの貧困対策について全庁をあげて推進
している。また、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、引き続き事
業を推進していく。

そらまめ相談室において、休日相談の拡充やメール相談の実施、学習支援事業において、実施会場及
び定員の拡大、子ども食堂の支援において、ネットワーク構築のためのコーディネーターの配置（社
会福祉協議会委託）などの、事業の拡充を図っている。しかしながら、困難を抱える家庭の子どもと
保護者の状況は様々であり、引き続き、関係機関との連携を進めるとともに、個々の事情等を考慮し
たきめ細やかな対策（事業）を推進していく必要がある。
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事業名 児童虐待未然防止事業 中期計画番号 018

子ども家庭支援センター
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 36,160 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業名 児童相談所の移管 中期計画番号 019

子ども家庭支援センター
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 22,372 （千円）
事業課長の方針 拡充

児童虐待の相談対応件数が増加する中、妊娠・出産・子育ての期間を通じて発生予防、早期発見・早
期対応、子どもや保護者の支援について関係機関と密接に連携し、さらに取り組みを進める。

児童虐待未然防止事業については、子ども家庭支援センターが北児童相談所と連携し、児童虐待対策
の一義的な相談窓口として、児童虐待対応及び児童虐待の予防と早期発見、見守りを行っているほ
か、養育支援訪問事業を実施する等、児童虐待防止に向けた対策事業を推進している。また、平成３
１年３月に虐待対策等相談機能を、旧清至中学校別棟に移転し、相談体制の拡充を図った。

要保護児童対策地域協議会の関係機関と更なる連携強化を行い、虐待が深刻化する前に早期発見・早
期対応できるよう、又、児童相談所からの送致に対応できるよう、人材育成を含め子ども家庭支援セ
ンターの体制を強化する必要がある。

引き続き、要保護児童対策地域協議会の関係機関との連携を強化し、虐待が深刻化する前に早期発
見・早期対応できるよう、又、児童相談所からの送致に対応できるよう、人材育成を含め子ども家庭
支援センターの体制を強化する。

児童福祉法等の一部改正により、特別区で児童相談所を設置できることとなったため、児童相談所の
東京都から区への移管をめざし、特別区で連携して東京都との協議及び検討を行っていく。また、一
時保護所の設置、人材育成、特別区間の情報共有や連絡調整、社会的養護の拡充などの課題について
さらに検討・準備を進める。

児童相談所の移管については、関係課長会で２３区共通課題及び都協議課題について検討を行ってき
た。北区の課題については、「児童相談所設置に向けた庁内連絡会」において具体的な検討を行って
いる。また、児童相談所の整備地を旧赤羽台東小学校跡地とし、児童相談所等の複合施設の整備につ
いて検討している。平成３０年１０月には、「児童相談所等複合施設基本構想検討委員会」を設置
し、基本構想の策定に向け準備した。人材面については新規職員の採用等により職員の確保に努める
とともに、北児童相談所への派遣等により職員の育成を図っている。

令和２年度中に児童相談所を開設するモデル的確認実施区３区と都の調整状況や設置希望区と都の協
議の進捗状況、関係部課長会での検討内容等を適宜、情報収集する必要がある。その結果を踏まえ、
区の課題については庁内連絡会で具体的な検討を行う。特に、専門職の確保・育成は大きな課題であ
り、他区では、人材の確保・育成が困難であるため、区児相の開設年度を後倒しや未定としている区
も多い。また、社会的養護の推進等の課題についても具体的な検討を行う必要がある。

引き続き、庁内連絡会及び基本構想検討委員会の開催等により、庁内の連携・調整を図るとともに、
基本構想の策定を踏まえ、児童相談所の設置を表明、検討している自治体と意見交換を行い課題を整
理し、基本計画等の策定に繋げる。
また、人材育成については、北児童相談所等への派遣を継続しつつ、心理職や事務職等の派遣や近
隣・遠隔地の児童相談所及び一時保護所への職員派遣について検討を行う。
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事業名 子育て情報提供体制の強化 中期計画番号 020

子ども未来課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 7,297 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 子どもセンター・ティーンズセンターへの移行 中期計画番号 021

子ども未来課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 拡充

児童館を乳幼児親子の居場所機能を中心とする「子どもセンター」と中高生の居場所機能を担う
「ティーンズセンター」に移行する。

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）

児童館からティーンズセンターへの移行においては、既存の施設を転用していくため、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難し
い。このようなハード面の制約がある中で、いかにして中高生世代に魅力的なティーンズセンターと
していくか工夫していく必要がある。

現在までに栄町・浮間・神谷・西ケ原・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）。放課後子ども総合プランが改築中の王子第一小学校を除く全校に導
入されたことを踏まえ、周辺環境が整った児童館から順次子どもセンターへ移行していく。

本システムの認知度向上や、区民のニーズに合った情報が届けられるよう、情報発信方法の検討を行
い、さらなる利便性の向上や情報発信の工夫を行っていく必要がある。

多様な子育て情報が的確に子育て世帯へ届くよう、本システムのPR等を実施するとともに、情報の内
容、発信方法等の改善を行うなど、今後も事業を推進していく。

「子育てするなら北区が一番」をより確かなものにする取り組みとして、個々のニーズに応じた保
育・子育て・教育に関する情報提供をより一層強化することで、子育て世帯が必要としている適切な
サービス・支援へとつなげる。

平成２７年２月に利用者が入手したい子育て関連情報を素早く見つけられるよう、子育て応援サイト
「きたハピ」を開設し、平成２９年３月には機能拡充及び利便性向上のため、予防接種スケジュール
管理ができる「きたハピモバイル～予防接種スケジュールナビ」を導入した。同年９月には「きたハ
ピモバイル」をアプリ化し、区民が必要とする子育て支援関連の情報を発信している。
また、利用者支援事業「子育てナビ」により、子育て家庭や妊産婦のニーズに合わせて幼稚園・保育
園などの施設や、地域の子育て支援事業など情報提供を実施している。
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事業名 バリアフリー基本構想の策定 中期計画番号 022

都市計画課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 5,220 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

高齢者、障害者をはじめ、だれもが便利で安全に移動や施設の利用ができるようにするため、バリア
フリー法に基づき、バリアフリー基本構想（全体構想・地区別構想）を策定する。
地区別構想の策定後、特定事業に位置づけた施設設置管理者は特定事業計画を作成し、事業を推進す
る。

基本構想（全体構想）：策定済み
地区別構想：3地区策定済み
推進計画：王子地区については特定事業計画を策定中であり、他の２地区については、順次、点検・
検証を行っていく。

平成18年にバリアフリー法が改正施行され、平成25年施行の「交通政策基本法」、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」などの視点、さらには、令和2年（2020年）の東京オリンピック・パラリンピック競
技大会の開催に向けて、区民及び区に訪れるだれもが個人としての尊厳が尊重され、地域社会から排
除されることなく、安心して生活し、移動等ができるユニバーサル社会の実現が求められている。
この取り組みの趣旨の幅広い周知と特定事業計画を担う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。

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、
特定事業計画を促す。さらに、中間評価に基づき、「こころのバリアフリー」を含めた施策の充実を
図っていく。
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事業名 若者・高齢者の活躍応援プログラム 中期計画番号 023

産業振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 43,133 （千円）
事業課長の方針 その他

事業名 コミュニティビジネスの推進 中期計画番号 024

産業振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 11,385 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

ハローワークや東京しごと財団等の関係機関との連携強化を図るとともに、今後の東京都の補助メ
ニューの状況把握に努めながら、今後の対応について、検討を行う。

多様な人材の就業・能力向上や地域内雇用を促進するため、ハローワーク等関係機関と共同して運営
する「赤羽しごとコーナー」に配置する専門員による就職相談・職業紹介、セミナー等を行う。ま
た、非正規雇用や未就職の若者を対象に、研修や企業紹介等を行う。

北区ジョブトライ事業は雇用・就業の目標人数を達成している。また各種セミナーについても概ね好
評である。

北区ジョブトライ事業については東京都の地域人材確保・育成支援事業補助金を活用しているが、今
年度で事業終了が決まっており、その後の補助金メニューの概要は未定である。
また、中小企業を中心に人手不足が深刻化しており、ハローワークや東京しごと財団との更なる連携
強化を図り、効果的な事業実施に努めていく必要がある。

地域課題を地域の人材・資金・ネットワーク等を活用し、ビジネスの手法で解決するコミュニティビ
ジネスの取組みを支援する。セミナー・ハンズオン支援などを実施して、コミュニティビジネスの担
い手育成・事業継続を図る。さらに、コミュニティビジネスの担い手として市民活動の参加を促進す
るため、中間支援機能の充実及び活動拠点を整備する。

コミュニティビジネスセミナーやハンズオン支援、チャレンジショップ支援事業を実施し、コミュニ
ティビジネスの普及・啓発、担い手の育成を図っている。
また、中間支援機能の充実を図るため、令和元年度からコミュニティビジネス事業者、創業支援団
体、区によるコミュニティビジネス創業支援ネットワークを立ち上げる。

平成30年度はセミナー参加者数が増加したが、未だコミュニティビジネス及び事業者に対する認知度
が低く、区民の関心を高める必要がある。
また、コミュニティビジネス創業支援ネットワークの参加事業者が支援機関としてスキルアップして
いく必要がある。

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、創業支援ネットワークによる支援の推進を
図る。

32



事業名 北区観光力向上プロジェクト 中期計画番号 025

産業振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 31,764 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 ものづくり開発チャレンジ支援事業 中期計画番号 026

産業振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 14,289 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

区内ものづくり企業の新製品･新技術開発支援や産学連携への支援に加え、令和元年度に開始したIT･
IoT相談やIoT導入チャレンジ支援補助金などの活用を図ることで、区内中小企業の生産性向上や製品
の高付加価値化を推進する。

区民、事業者と一体となって北区の観光資源や魅力を発信するため、平成29年1月に設立された東京
北区観光協会と連携して、ガイドマップの作成やSNSでの情報発信等を行う。また、東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会を見据え、外国人に北区の魅力を発信し、来訪を促進するため、
観光情報誌の発行等を行う。

東京北区観光協会と連携して「北区観光ガイドマップ」や「外国人旅行者向け北区観光ガイドブッ
ク」の作成、配布を行ったほか、SNSを活用した「北区観光写真コンテスト」を実施するなど、計画
どおりに事業を推進している。

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。

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。

ものづくり企業の技術力を高めるため、大学等との共同開発研究や新製品・新技術の研究開発を支援
する。また、セミナー開催等を通じて大学とのマッチングを図ることや、東洋大学と連携して、赤羽
台キャンパスにワンストップ総合窓口を設置することにより、産学連携を促進する。

計画事業は概ね順調に進捗している。新製品・新技術開発支援事業は毎年安定した申請件数を保って
いる。大学連携事業においては、産学連携研究開発支援事業や、東洋大学をはじめとした大学のゼミ
生によるプレゼン大会を行っている。また、区ＨＰや産業情報メールマガジン等で、東洋大学赤羽台
キャンパス産学連携ワンストップサービス窓口の周知を行っている。

中小企業の生産性向上や製品の高付加価値化に向けた取組みとして、新製品・新技術の開発や大学等
の研究機関の研修シーズの活用促進に加え、AI、ロボット、IoTなどの先端技術の活用が重要となっ
てきている。
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事業名 経営相談総合窓口・産産連携推進事業 中期計画番号 027

産業振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 10,350 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 北区まちなかゼミナールの開講 中期計画番号 028

産業振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,000 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

区内中小企業の継続的な発展を図るため、専門相談員等を配置し、経営全般をはじめ、販路開拓から
技術開発まで、一体的に助言等を行うワンストップ型相談窓口を設置する。
また、定期的に交流セミナーを開催し、企業間連携を促進する。

概ね順調に進められている。ワンストップ相談窓口として、中小企業の相談、ニーズをワンストップ
で受け、技術相談員、販路拡大コーディネーター、経営支援相談員につなげ、各相談員がお互いに連
携を取りながら、それぞれの得意分野を活かした具体的な助言を行い、相談者の課題解決を支援して
いる。

ワンストップ相談窓口については、経営相談や新製品の開発支援、企業間マッチング、国や都の助成
金活用支援など、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。

ワンストップ相談窓口を通じて区内企業の強みを引き出し、経営課題の解決に向けた支援に取り組
み、きめ細かな相談支援の充実を図る。

魅力ある個店づくりを推進するため、各個店の店主が講師となり、専門知識・特性等を伝えるゼミ
ナールを開催し、消費者と個店との交流の場を設ける。

順調に進捗している。令和元年度からは、商店主で構成するまちなかゼミナール実行委員会に主体を
移行して運営を行っており、区は、補助金等による支援を行っている。

まちなかゼミナール本来の形である、事業者主体の形へ移行したが、一部の実行委員の大きな負担に
ならずに事業を継続できるよう、より多くの参加店が、「自分事」としてまちゼミ事業に取り組むよ
う促していく必要がある。

令和元年度から、商店主で構成する実行委員会主体の運営方式へ移行したが、区としては、実行委員
会の活動をサポートし、参加店舗数の増加を目指すことで、魅力ある個店づくりの推進を図る。
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事業名 商店街にぎわい再生プロジェクト推進事業 中期計画番号 029

産業振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 （千円）
事業課長の方針

事業名 外国人ウェルカム商店街事業 中期計画番号 030

産業振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 3,960 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照

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。

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。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、商店街が外国人観光客に対応するた
め、無料公衆無線LANの整備、コミュニケーション補助ツール及びホームページ作成を支援する。

外国語会話ができなくても接客対応ができるコミュニケーションボードを東洋大学と連携して作成・
配布し、商店街にて活用している。
十条銀座商店街振興組合に設置した無料公衆無線LANは、毎月一定のアクセスがあり、商店街の活性
化に寄与していると言える。
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事業名 商店街防災力向上事業 中期計画番号 031

防災課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 縮減

事業名 地域のきずなづくり推進プロジェクト 中期計画番号 032

地域振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 2,859 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

来客の多い商店街での火災発生時の消火体制を整備するとともに、震災発生時の来客者の安全を確保
するための環境を整備するため、区と商店街が協働して商店街の防災力を向上させる本事業を進め
る。
＜区の実施すること＞
・スタンドパイプセットの配置（自主防災組織に配備したものと同等品）
・防災訓練等の実施支援
＜商店街の実施すること＞
・商店街防災部の設置（あるいは消防署に提出している消防計画に代えることもできることとする）
・震災時の一時滞在施設もしくは帰宅支援ステーション（空き店舗等の活用）の提供

区民の自治意識や各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ためにきず
なづくり月間の普及など、地域のきずなを深める事業を推進する。

地域円卓会議は、全19地域のうち14地域で開催され、順調に推移している。
町会･自治会向けの講座は、一定の参加者はあるものの若年層や団塊の世代の加入促進には至っていな
い。

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、地域ケア連絡会などの
会議と十分に調整を行いながら、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。

本事業は、区政の 重要課題のひとつである「地域のきずなづくり」を推進していくものであり、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。

十条銀座商店街振興組合、赤羽一番街商店街振興組合と「商店街における消火用資機材の配置及び使
用に関する覚書」を締結し、それぞれの商店街へ１台ずつスタンドパイプを配備した。

・商店街におけるスタンドパイプ配備は、商店街内の道路上に設置するため、場所の調整等、難しい
部分がある。
・アーケード商店街は道路部分には消防法等により消火機器は一定程度整備されているが、店舗内ま
で効果を発揮する施設設備の整備には至っていない。
・帰宅支援ステーションは東京都で推進している事業であるため、商店街で提供する必要性が低い。

商店街には多くの区民が来街することから、町会・自治会同様の防災対策が重要であるが、スタンド
パイプの設置については、商店街の意向を十分に踏まえていく。
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事業名 町会・自治会会館建設等助成 中期計画番号 033

地域振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 46,155 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 文化芸術の「卵」育成事業 中期計画番号 034

地域振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 （千円）
事業課長の方針

重点評価シート参照

地域住民相互の交流及び自主活動を行う場である町会・自治会会館について、耐震診断、改修および
建設費の一部を助成する。

新築および改修については、計画件数を若干下回っている状況。
耐震診断については、計画数を大幅に下回っている。今後も引き続き対象町会に周知を図り、推進し
ていく必要がある。

・耐震診断については、木造で建築基準法改正前の建物に限られる等の条件によって対象とならない
会館もある。
・築５０年を超えた会館が多く、新築・改築および改修ともに需要はあるが、条件に満たない（300
万未満の改修）、対象経費の1/2は町会が負担（さらに、助成金に上限があり、超過分は町会が全て
負担）等の理由から、申請に至らない場合もある。

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。

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照
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事業名 来たKITAオリパラプロジェクト 中期計画番号 035

生涯学習・学校地域連携課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 5,759 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 放課後子ども総合プランの推進 中期計画番号 036

子どもわくわく課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 847,711 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

区内在住・在勤・在学者を対象に、オリンピック・パラリンピック開催に向けた機運醸成の事業とし
て、講演会及び区民企画講座、フェスタ等を開催する。
平成27年度までは、事前に区民プランナーを公募し、講座内容の協議及び講座開催時の運営に携わっ
ていただく区民企画講座を開催した。平成28年度以降は、区民及び区内の団体とともに、ボランティ
ア活動の発展、多文化理解やホスピタリティ精神に関する知識及び認識を深めるための取り組みを進
めている。これらにより、オリンピック・パラリンピック開催に向けての機運の醸成を図る。

・区民が講座やイベントに参加し、またイベントの運営ボランティアとして参画・協働して事業を作
り上げていく中で、参加者相互の理解、また多様性に関する理解が進んでいる。
・参加者を通してオリパラ機運醸成とともに、一人ひとりが自分の活動しやすい場所を拠点に地域活
動への主体的な参画やグループの組織化につながっている。
・イベントの回を重ねるごとに、参加する区民の幅が広がり、イベントを通してオリンピック・パラ
リンピックに関する区内の機運が高まっている。

東京大会開催決定以前より、各関連課でも国際交流や観光を始めとする様々なボランティアと連携・
協力した取り組みが進められており、ボランティアの育成・活動を効果的に進めるために、関連課相
互の連携が求められる。
また、区内のオリパラの機運醸成をより進めるために、イベントでの集客が課題となる。

令和元年度までに築いた区民・地域とのつながりを活かし、オリンピック・パラリンピック期間に向
けて、区内の機運がより一層盛り上がるよう支援する。また、オリンピック・パラリンピック終了後
も、参加ボランティアや団体が活動し、区内の区民活動を盛り上げていけるよう交流や発信できる場
を各種事業の中に取り入れていく。

小学校を活用して、放課後等における子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所づくり）の充実を
図るため、「放課後子ども教室」「学童クラブ」の機能をあわせもつ総合的な放課後対策として、放
課後子ども総合プランを推進する。

放課後子ども総合プランの開設は計画通りに進み、令和元年度は新規に５校で開設した。その結果、
区立小学校全３５校中、改築中の王子第一小学校を除く３４校で放課後子ども総合プランを実施して
いる。

放課後子ども総合プランの実施にあたっては、「放課後子ども教室」と「学童クラブ」を小学校内で
一体的に運営する「一体型」を原則としてきた。しかし、児童数の増加による空き教室の減少や、学
童クラブの待機児童の増加に伴い、活動場所の確保が難しくなり、学校外の学童クラブとの「連携
型」にて運営を行う学校も出てきたため、職員間の連携や行き来の際の安全の確保等が課題となって
いる。
今後は、現場スタッフ間や学校、所管課担当者との連携や情報共有を進め、子どもたちにとって安
全・安心で、参加意欲を掻き立てられるような場所となるよう、活動内容の充実を図っていく。

令和元年度は５校で新規開設を実施し、改築中の王子第一小学校を除く３４校での実施となった。王
子第一小学校については、令和３年度の開設を予定しているため、その準備を行うとともに、既存校
の活動内容の充実を図っていく。
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事業名 東京オリンピック・パラリンピックに向けたバリアフリー整備 中期計画番号 037

スポーツ推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 550 （千円）
事業課長の方針 終了

事業名 「トップアスリートのまち・北区」PRプロジェクト 中期計画番号 038

東京オリンピック・パラリンピック担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 247,506 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

ROUTE2020　　　トレセン通りのデコレーション、 東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会における事前キャンプ誘致、区内の連携を強化して取り組むためのリレーションシップ協議会
の開催、北区ゆかりのアスリートをPRの旗手としてスポーツ大使に任命するなど「トップアスリート
のまち・北区」を区内外に広く発信していくため、シティプロモーションに重点を置いた事業を展開
する。

「トップアスリートのまち・北区」を実現するための事業に着実に取り組んできた。併せて、東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えた直接的な事業（事前キャンプ誘致・聖火リ
レー等）を推進している。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で創出されたレガシーの有効活用。
ソフト面（スポーツボランティア制度、トップアスリート直伝教室等）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・運営等、大会終了後、いかに有効活用していく
かが課題である。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が近づくなか、さらなる気運醸成を図るととも
に、区の魅力を積極的に発信していく。
また、事前キャンプ誘致、聖火リレー、コミュニティライブサイトなど、事業規模の拡大に合わせ、
引き続き推進していく。

令和元年度で計画事業完了のため終了

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、障害者や高齢者がスポーツに参加しや
すい環境を整備するため、区内スポーツ施設及び施設へのアクセスルートのバリアフリー整備を推進
する。

区内スポーツ施設及び施設へのアクセスルートのバリアフリー整備は、計画どおりの達成状況になっ
ており、令和元年度に予定される、桐ケ丘体育館への「ことばの道案内（ことなび）」導入をもっ
て、計画事業が完了する。
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事業名 総合型地域スポーツクラブの設立 中期計画番号 039

スポーツ推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,040 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 障害者スポーツ交流イベント 中期計画番号 040

スポーツ推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 4,906 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

障害者スポーツに親しむ環境を整備し、障害者のスポーツ実施率向上を図るとともに、障害のある人
とない人の相互理解を深めるために、今後も継続して推進していく。

東京都障害者総合スポーツセンター及びスポーツ団体などと連携して、障害の有無にかかわらず子ど
もから高齢者まで、だれでも楽しめるスポーツイベントを開催する。またイベントを通じて区民の障
害者スポーツへの理解･関心を深めるとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
成功に繋げていく。

各種スポーツ教室、講演会等を毎年実施しているが、参加人数が伸び悩む年度もあり、新規のスポー
ツイベントや広報の仕方を考えていく必要がある。
障害者スポーツの理解関心を深めるとともに、東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会の成
功に繋げる事業を推進している。

地域住民の健康･体力づくりのために、スポーツ活動の場を提供してスポーツの推進を図るとともに、
区民一人ひとりの充実した生活の実現と、地域における豊かな人間関係の形成に資することを目的と
して、総合型地域スポーツクラブの設立を支援する。

障害の有無に関わらず、ともに楽しめるスポーツ環境をさらに整備する必要がある。

平成30年1月に滝野川地区に新たな総合型地域スポーツクラブ「コミスポたきのがわ」が設立し、区
内のスポーツクラブ数は「２」となった。今後、王子地区に設立できるよう、検討を続ける。

超高齢化社会の到来、単身世帯の増加、地域のつながりの希薄化が進んでおり、スポーツを通じた地
域のきずなづくりが必要である。地域のコミュニティの拠点となる総合型地域スポーツクラブが王子
地区にはなく、新たな設立が求められる。

スポーツを通じた様々な連携･協働による地域のきずなづくりを推進するとともに、健康長寿社会の実
現に取り組む。
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事業名 2020チャレンジアカデミー 中期計画番号 041

東京オリンピック・パラリンピック担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 3,186 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 スポーツを支える人材育成事業 中期計画番号 042

スポーツ推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 829 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

障害者スポーツ指導の基礎的知識･技術を習得した人材を育成するため、北区主催の養成講習会を開催
し、地域での障害者スポーツの普及と発展をめざす。
また、スポーツボランティア制度を創設し、スポーツ現場のボランティア確保･育成に取り組み、ス
ポーツを通した市民活動･社会貢献活動の活性化を図る。

スポーツを支える人材の育成･確保については、令和元年度末までの目標を達成している。しかし、実
施の初年度と比較すると2年度目以降は人数がやや減っているため、スポーツを支える人材の育成･確
保を北区内に広く周知するには、さらにスポーツ推進委員･地域などとも連携して実施していく必要が
ある。
スポーツボランティア登録者数については、既に令和元年度末までの目標を達成している。平成30年
度は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の大会・都市ボランティアの募集があった
ことにより、気運が高まり大幅な増加となった。

東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会に興味を持ち、開催終了後もスポーツボランティア
として活動したいと思える仕組みづくりが必要である。人材育成は長い期間を要する。今後も継続す
る必要がある。

地域で自主的に活動できる知識･技術を持つ人材を、将来にわたり継続的に育成することが求められて
いるため、今後も継続的して推進していく。

高い指導力を持ったコーチ陣の指導により、北区から東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会のフェンシング日本代表選手輩出を目指す。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け「トップアスリートのまち・北区」
を推進する上で、必要不可欠な事業として進展している。また、フェンシング教室に参加する子ども
達には、フェンシングの楽しさを知ってもらえるようトップアスリートやフェンシング強豪高校との
交流会を実施した。

将来的に、自立した教室運営体制が求められる。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技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。また、今後、自
立した教室運営ができるよう体制構築に向け支援していく。
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事業名 確かな学力向上プロジェクト 中期計画番号 043

教育指導課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 280,423 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 健やかな体の育成プロジェクト 中期計画番号 044

東京オリンピック・パラリンピック担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,968 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

学力パワーアップ非常勤並びに中学校スクラムサポート非常勤については全校に配置が完了してい
る。

子どもたちが確かな学力を着実に身に付け、社会的自立の基礎を養うよう、児童・生徒全員が基礎・
基本定着度調査の目標値以上となるよう取り組みを進める。また、一人ひとりの適性、進路等に応じ
て、その能力を 大限に伸ばし、それぞれの夢の実現をサポートする。

質の高い人材の確保が厳しくなってきている。

効果的な非常勤講師配置をしていくため、非常勤講師の資格要件や単価、配置人数、配置日数等につ
いて再検討し、学校の状況にあったシステムを検討し、再編していく。

国際陸上競技連盟が開発した世界共通プログラムについて、オリンピアン等の直接指導による体験会
や、体育教諭を対象とした指導方法講習会を実施し、小学生の運動能力育成とオリンピック・ムーブ
メントを広めていく。

子どもたちがスポーツに親しみながら健やかに成長し、アスリートの技術や経験を身近に学ぶことが
できることを目指し、平成25年度から実施。参加希望校は、増加傾向にある。

オリンピアン等から直接指導を受ける「トップアスリートのまち・北区」ならではの事業となってい
る。この事業が、子どもたちの興味・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。

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、
子ども達の身体運動の基礎能力を育成していく。
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事業名 グローバル人材育成プロジェクト 中期計画番号 045

教育指導課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 126,783 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 特別支援教室の設置 中期計画番号 046

教育総合相談センター
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 終了

平成31年4月より、全区立中学校（12校）に特別支援教室を設置し、教員による巡回指導を開始し
た。

グローバル化が加速する中、豊かな語学力・コミュニケーション能力、広い視野、異文化理解能力、
日本人としてのアイデンティティ、理論的思考力等を身に付け、中学校卒業までに英語検定３級以上
の合格をめざすとともに、ノーベル賞受賞者の輩出など将来様々な分野で活躍できるグローバル人材
の育成を図る。

外国語指導助手（ALT）は区内全小・中学校で配置している。
新聞コンクールについて、全小・中学校が参加している。

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。

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。

発達障害のある生徒の実態に応じて環境を整えより適切な指導・支援を行うため、生徒が情緒障害等
学級に通う通級指導を見直し、各中学校に特別支援教室を設置して、教員が巡回指導を実施する。

通級指導から巡回指導へと移行し、他校への移動時間がなくなり、在籍校での指導が受けられやすく
なった。
そのため、対象となる生徒や巡回指導教員の数の増加が見込まれ、教室の確保や教員の専門性の指
導・育成の充実が求められる。

特別支援教室での巡回指導の開始・終了について特別支援委員会で審議・決定をしているが、教育総
合相談センターにて基準や学校への支援方法についてさらに検討を重ね、個に応じて適切な指導が受
けられるよう推進する。
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事業名 施設一体型小中一貫校の設置 中期計画番号 047

教育政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 990 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 施設一体型小中一貫校の設置 中期計画番号 047

学校改築施設管理課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 290,864 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

小中一貫教育のさらなる推進をめざし、北区初となる「施設一体型小中一貫校」を設置する。その取
り組みと成果を他のサブファミリーに発信して生かすことにより、すべての小・中学校において小中
一貫教育をより一層推進する。

平成３０年３月に策定した「北区神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校全体構想」に基づき、
平成３０年度に学校経営検討委員会等を設置した。
学校経営検討委員会では、神谷中学校、神谷小学校及び稲田小学校の児童・生徒及び保護者並びに当
該学校の通学区域に在住の区民に対して校名アンケートを実施した。このアンケートの結果を参考に
して、令和元年度に校名を決定する予定である。

既存の小学校と中学校を統合するため、学校経営（教職員体制・ＰＴＡ活動・地域との連携の在り方
等）、教育内容（学年段階の区切り・教科担任制の在り方等）及び施設整備について、学校関係者及
び町会・自治会等の関係者と協力しながら取り組む必要がある。

北区における小中一貫教育の更なる充実と発展を図るためには、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、学校経営に関する内容や教育内容について、具体的な内容を、町会・自治会及び学校関係者
等と共に検討していく。

小中一貫教育のさらなる推進をめざし、北区初となる「施設一体型小中一貫校」を設置する。その取
り組みと成果を他のサブファミリーに発信して生かすことにより、すべての小・中学校において小中
一貫教育をより一層推進する。

令和5年4月の開校に向けて平成30年度に基本設計に着手し、地域や学校関係者と合意形成を図りな
がらプランをとりまとめ、平成31年2月の北区議会においてブロックプランを公表した。
その後も引き続き学校経営検討委員会やカリキュラム検討委員会と検討を重ね、建物の動線計画の見
直しなどプランの一部修正を行ったため、実施設計への移行に遅れが生じ、また、近年の建設需要増
等により申請手続に時間を要することから、新校舎の完成と開校時期を令和6年春に1年延期すること
とした。

令和6年4月の開校後に近接する現校舎の解体及び校庭整備工事を行うため、学習環境に配慮した丁寧
な工事を進める必要がある。また、現神谷中学校の一部解体工事が始まる令和元年度から令和7年度
の新校舎校庭整備工事完了までの間は、校庭が無いため運動場の確保が必要となる。なお、運動場は
北運動場の利用を予定している。

カリキュラム検討委員会や学校経営検討委員会との連携を図りながら、計画を進めていく。
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事業名 区立認定こども園の設置 中期計画番号 048

学校支援課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 ICTを活用した教育の充実 中期計画番号 049

学校支援課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 579,848 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

豊かな教育環境の整備に向けて、今後も導入してきた機器・設備の更新を行うとともに新たな機器・
設備の導入を推進していく。
ICTは、今後一層社会に浸透し、国民生活等を支える社会基盤になっていくと考えられる。ICT機器の
整備に併せて、子どもたちの情報活用能力の向上や情報モラルに関する教育の充実が求められる。

リース契約更新に合わせ、ICT機器を順次更新・整備していく。

平成29年4月に区立さくらだ幼稚園の園舎を改修して区立さくらだこども園を開設した。平成30年
度は区立さくらだこども園の運営状況を検証するとともに、今後の区立認定こども園の設置について
検討するため、関係部課長で構成する「東京都北区立認定こども園検証委員会」を設置し、検証委員
会報告書を取りまとめた。

子ども・子育て支援新制度を踏まえ、就学前教育・保育の充実と未就学児童を有する家庭の子育て支
援を図るため、区立認定こども園を設置する。

・区内では、0歳児から2歳児を対象とした小規模保育所が増加しており、3歳以上の保育の受け皿確
保が課題となっている地域がある。
・区立さくらだこども園開設に向けて平成28年2月に取りまとめた「北区立認定こども園検討委員会
報告書」では、今後のこども園の開設については、「すべての幼児を対象とした就学前教育・保育の
拠点を目指して設置するため、王子・赤羽・滝野川の各地区に開設するなど地域バランスを考慮して
配置することが望ましい」としており、王子地区以外での開設を検討する必要がある。

検証委員会報告書を踏まえ、今後の新たな区立認定こども園開設に向けて、既存の区立幼稚園の統合
案や認定こども園の開設場所について、赤羽地区と滝野川地区のそれぞれについて検討・協議してい
く。

授業改善や学習効果の向上を図るため、電子黒板機能付きプロジェクターを全小学校に設置するとと
もに、全小中学校に校内無線LAN環境の充実やタブレットPC等を導入し、ICT環境整備を推進する。

平成２７年度からタブレット端末の導入及び校内無線LANの整備を進めてきた。校内無線LAN整備は
平成３０年度に終了、タブレット端末の導入は令和元年度に終了予定である。
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事業名 学校の改築 中期計画番号 050

学校改築施設管理課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 4,854,244 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業名 リフレッシュ改修工事の推進 中期計画番号 051

学校改築施設管理課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 965,738 （千円）
事業課長の方針 拡充

「北区立小・中学校改築改修計画」に基づき、平成２５年度より事業を実施し、事業完了が４校、事
業中３校となっており、年１校実施の目標を達成している。また、文科省より学校施設の長寿命化計
画の策定が求められていることから、今後のリフレッシュ改修の見直しが必要となっている。

今後、学校施設の長寿命化を行っていく中では、給排水管や電気配線配管などのインフラの改修は重
要であることから、改修内容や改修方法の見直しが必要である。

現在、策定中の長寿命化計画の検討を踏まえ、更なる学校施設の長寿命化と教育環境の拡充を図る。

当面の間、改築時期を迎えるに至らない学校については、中長期にわたり予防保全の観点から計画的
に施設の大規模な改修を行い、施設の長寿命化と教育環境の充実を図る。

改築時期を迎える学校施設について、児童・生徒の快適で安全な学校生活を充実するため、「北区立
小・中学校改築改修計画」に基づき学校施設の改築を実施する。

計画どおり進捗しており、老朽化対策及び教育環境の向上が図られた。

「北区立小・中学校改築改修計画」に基づき、中学校と昭和３０年代に建設した小学校を優先して改
築しているが、昭和４０年以降に建設した小学校が２０校以上もあり、年１校ペースでは、目標使用
年数である建設後６５年以内に改築することが困難である。
今後はリノベーション改修及び改築計画を盛り込んだ、令和２年３月策定予定の「（仮称）北区立
小・中学校施設長寿命化改築改修計画」に基づいて順次計画的に改築に取り組んでいく。
他にも、校地拡張の必要性、仮移転先の確保やそれに伴うバス送迎の運用調整などの課題がある。

現在、策定中の長寿命化計画の検討を踏まえ、更なる学校施設の長寿命化と教育環境の拡充を図る。
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事業名 小学校の適正配置の推進 中期計画番号 052

学校適正配置担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 5,049 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 家庭教育力向上アクションプラン 中期計画番号 053

教育政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 2,652 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

区立小学校の適正配置については、「東京都北区立学校適正配置計画」に基づき「小学校適正配置検
討協議会」を設置し、適正配置に向けた協議を進めてきた。これまで、平成26年4月に滝野川第一小
学校と滝野川第七小学校を統合した田端小学校、平成28年4月に清水小学校と第三岩淵小学校を統合
した西が丘小学校、平成29年4月に滝野川第六小学校と紅葉小学校を統合した滝野川もみじ小学校を
開設した。また、桐ケ丘中学校サブファミリーブロックについては、平成29年度の東京都の推計で八
幡小学校が当面存続規模を確保する見込みになったこと及びブロック内の地域開発の動向が不透明で
あることから適正配置を検討することに対して慎重な意見が大勢を占め、平成30年2月に協議会を終
了した。
平成28年6月から協議を開始した十条富士見中学校サブファミリーブロックについては、令和3年4
月に荒川小学校と十条台小学校を統合し、王子第二小学校、王子第三小学校、王子第五小学校を存置
することとした。引き続き、円滑な統合新校開設に向けた協議を進めていく。

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。

区全体では児童数は増加傾向にある一方、今後の少子化の進展により適正規模を確保することが難し
い小学校や、地域開発動向により生じる地域偏在など、地域の様々な事情を総合的に考慮して検討し
なければならない。

今後は令和3年4月の荒川小学校・十条台小学校の統合新校開設に向け、統合を円滑に進めるための協
議を進めていく。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。

就学前・小学校・中学校の３つの成長段階における生活習慣の形成、家庭学習の定着、親子のきずな
づくりなどを実施するため、保育園・幼稚園・小学校・中学校を核として、家庭・地域と連携をとり
ながら、多角的・複合的に施策を展開することで、家庭教育力の向上を図る。

平成29年3月に「北区教育力向上アクションプラン」を策定し、「生活習慣の形成」、「家庭学習の
定着」、「親子のきずなづくり」を柱とした事業の展開を始めた。

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。

今後も、サブファミリーを基盤とした連携を強化し、また学校支援ボランティア事業などの充実によ
り学校・家庭・地域社会の連携を進めていく。
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事業名 コミュニティ・スクールの推進 中期計画番号 054

教育指導課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 3,133 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 女性活躍推進事業 中期計画番号 055

 多様性社会推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 （千円）
事業課長の方針

保護者や地域が学校運営に参画する「学校運営協議会」を設置して、学校・保護者・地域住民が共
生・共有・協働し、地域とともに特色ある学校づくりを推進する。

平成31年3月時点で制度導入は４校。
令和6年度時点で5校にするため、検討を行っている。

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・スクールの導入について引き続き検討していく。

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、引き続き導入について検
討する。

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照
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事業名 女性活躍推進事業 中期計画番号 055

 産業振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 58,206 （千円）
事業課長の方針 その他

事業名 ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業 中期計画番号 056

 多様性社会推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,741 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

計画事業は概ね順調である。女性再就職支援事業は目標人数を達成している。

女性一人ひとりがライフステージに合わせ能力を十分に発揮し、社会でさらに活躍するために、再就
職を希望する女性にインターンシップや企業紹介等を行う。

女性再就職支援事業については東京都の地域人材確保・育成支援事業による補助金を活用している
が、今年度で終了が決まっており、その後の補助金メニューの概要は未定である。
ハローワークや東京しごと財団との連携を強化し、より効果的に事業を実施していく必要がある。

ハローワークや東京しごと財団等の関係機関との連携強化を図るとともに、今後の東京都の補助メ
ニューの状況把握に努めながら、今後の対応について、検討を行う。

区内の中小企業並びに一般社団法人、一般財団法人等を対象に、ワーク・ライフ・バランス（仕事と
家庭の調和）の実現に積極的に取り組んでいる企業を支援し、ワーク・ライフ・バランスのさらなる
推進を図る。

認定企業については概ね目標値に達しているが、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状況が続いている。

企業にとってワーク・ライフ・バランスの取組みが、優秀な人材確保を含め、安定した企業経営に必
要であることを認識してもらうため、当該制度の普及啓発の強化を図る必要がある。

ワーク・ライフ・バランス企業認定制度の普及啓発に努め、引き続き推進する。
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事業名 「にぎわいの拠点」・「地域の生活拠点」の整備推進 中期計画番号 057

まちづくり推進課
 土木政策課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 （千円）
事業課長の方針

事業名 王子駅周辺のまちづくりの促進 中期計画番号 058

 王子まちづくり担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 143 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

整備計画の策定に向けて、新たな道路ネットワークをはじめとした、都市基盤等の検討を進めるとと
もに、まちづくりのための合意形成に向け、駅周辺の関係事業者と協議を行っている。

中期計画番号058以降の各評価シート参照

中期計画番号058以降の各評価シート参照

中期計画番号058以降の各評価シート参照

中期計画番号058以降の各評価シート参照

主に王子駅東側を中心とした駅周辺の約50haの区域を対象に、まちの将来像実現に向けて、地域の
意向や関係事業者等と協議を行いながら、まちづくりの方向性を具体化するための整備計画を策定
し、「にぎわいの拠点」の形成など王子の特色を活かしたまちづくりを促進する。

駅周辺の関係事業者と合意形成に向けた協議を行いながら進めていく必要がある。また、東京都等関
係機関に対しても、まちづくりにおける都市計画手法や基盤整備の考え方などを調整する必要があ
る。更に、新庁舎建設及び周辺のまちづくりに必要な道路等予定地は、国立印刷局王子工場用地の譲
渡を受ける必要があり、王子工場の建替工事の進捗がスケジュールに大きく影響する。

新庁舎の建設に合わせて、駅周辺の諸課題を解決するとともに「にぎわいの拠点」を形成する必要が
あることから、引き続き、駅周辺の関係事業者との合意形成に向けて協議を進めていく必要がある。
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事業名 赤羽駅周辺のまちづくりの促進（赤羽駅東口地区） 中期計画番号 059

 まちづくり推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 17,156 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業名 十条駅周辺のまちづくりの促進 中期計画番号 060

 十条まちづくり担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 4,032,733 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

平成２４年１０月の都市計画決定を受け、再開発組合設立認可に向け平成２８年１２月に組合設立認
可申請書を提出した。翌年の平成２９年５月に再開発組合が設立認可され、今後は権利変換計画の手
続きが円滑に進捗するよう組合の活動を支援する。

具体的な施設計画、管理運営等について関係機関との調整を図り、権利変換計画及び実施設計が円滑
に進捗するよう再開発組合を支援した。

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。

権利変換計画の手続きが円滑に進捗するよう組合の活動を支援する。

赤羽駅東口地区（約43ha）の住民等を対象に、赤羽駅東口まちづくり全体協議会の運営支援等を通
じて、住民主体のまちづくりにより、区内随一の商業集積地である赤羽の一層の活性化を促す。

・駅周辺地区で住民発意により組合施工の市街地再開発事業の事業化に向けた取組みが進んでいる。
・まちづくり協議会では再開発を契機として、以前に協議会がまとめた地区の将来像の実現に向け地
区の土地利用等について検討を行っている。

まちづくりの主体は地区住民であり、地区内の課題を住民同士の話合い等により合意形成を進めなが
ら、区と協働して進める必要がある。

まちづくり協議会のまとめた地区の将来像実現に大きな影響を与える可能性のある地区内の市街地再
開発事業計画について、十分で丁寧な情報提供等を進めながら、都市計画決定権者として適切に対応
を進めて行く。
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事業名 東十条駅周辺のまちづくりの促進 中期計画番号 061

土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 板橋駅周辺のまちづくりの促進 中期計画番号 062

土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

東十条駅周辺について、老朽化した跨線橋の架替えにあわせて駅前広場等の整備やバリアフリー化を
実施し、「にぎわいの拠点」の形成と駅周辺のまちづくりを促進する。

JRと本事業の実施に向けて、鉄道施設への影響検討調査を進め、橋梁架替え及び駅前空間等の整備内
容の概要がまとまった。

十条跨線橋の架替えを含めた東十条駅南口全体整備については、駅前の歩行者空間やエレベーター等
のバリアフリー化など、全体事業費を考慮した も効果的かつ効率的な施工計画を作成する必要があ
る。

「にぎわいの拠点」として、地域特性に応じた拠点整備を推進する。

板橋駅周辺について、一体的なバリアフリー化及び利便性の向上を図ることで、生活利便施設の集
積・集約の誘導などを進め、「地域の生活拠点」の形成や駅周辺のまちづくりを促進する。

駅前広場については、駅舎前の一部を除き、平成３０年度に概ね完成した。

駅施設整備を踏まえた事業スケジュールの調整。

接続する豊北５号の整備に合わせて、駅舎前の一部未了部分についてはＪＲと調整のうえ整備を行い
完了させる。
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事業名 浮間舟渡駅周辺のまちづくりの促進 中期計画番号 063

土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 赤羽台周辺地区住宅市街地総合整備事業の推進 中期計画番号 064

まちづくり推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 16,776 （千円）
事業課長の方針 拡充

「地域の生活拠点」として、地域特性に応じた拠点整備を推進する。

浮間舟渡駅周辺について、学校施設跡地の利活用や駅前広場空間の整備を一体的に実施することで、
「地域の生活拠点」の形成や駅周辺のまちづくりを促進する。

広場空間の整備には用地取得が必要であるが、地権者の理解が得られていない。今後、関係課とも調
整しながら整備時期等について決定していく。

用地取得ができなければ、駅前広場空間の整備は困難となる。

赤羽台周辺地区（99.4ha）を対象に、都市再生機構赤羽台団地の建替え計画に合わせ、周辺市街地
の公園、道路等公共施設の整備を推進することで、快適でうるおいのある魅力ある住宅市街地の整備
を図る。

都市機構による赤羽台団地の建替事業は 終盤を迎え今後は未活用であるF及びG街区（計４ha）の
土地利用が中心となる。
区は都市機構と地区内における公共施設整備等に係わるまちづくり協定を締結しており、懸案の課題
について整理しその解消に向けた取組について協議調整を進めている。

○団地の建替えに加え地区内に今後拡充して整備される東洋大学赤羽台キャンパスの学生数増を念頭
に、大坂口区道付近のバリアフリー化や自転車駐輪場の整備、地区内道路の新設・再整備等の実現に
向けた検討を都市機構と協議調整を進める必要がある。
○また、旧赤羽台東小の跡地利用では、児童相談所等を残地を都市機構のＧ街区と一体的に整備する
こととしているため、どのような活用が可能か具体の検討を進める必要がある。

事業の課題の解決を図るための検討を関係機関、庁内で進めるとともに、必要に応じそれを可能とす
るための地区計画の都市計画変更を図っていく。
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事業名 都市防災不燃化促進事業 中期計画番号 065

まちづくり推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 101,649 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 防災まちづくり事業の推進（密集事業：西ケ原） 中期計画番号 066

まちづくり推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 180,620 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

地域内の防災拠点である西ケ原みんなの公園にアクセスするための道路（一部拡幅済み）と地区内の
老朽木造住宅等の建替えを推進する。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。また住民の防災意識を高めるためのまちづくり支援活動を引き続き実施する。

都市計画道路補助86号線（志茂地区、赤羽西地区）、81号線、83号線（南地区、北地区）、73号
線及び地区防災道路志茂地区等の路線の沿道30ｍ（志茂地区防は15ｍ）圏内の既存建築物（の所有
者）を対象に、除却や建替について助成を行うことで建物の不燃化を促進し、沿道の延焼遮断帯の形
成を図るとともに避難路の安全性を確保する。

○各路線とも不燃化率70％を目標に事業に取組む。
○令和元年度をもって事業期間満了となる補助83号線南地区については、期間延伸に向けた準備を進
めている。
○また事業導入予定の補助86号線赤羽南地区については都による補助86号線の42条1項4号指定を
受け計画線が決定したため、早期の事業化に向け準備を進める。

執行に際しては対象となる路線の都市計画道路整備事業の進捗に大きな影響を受けることから、整備
主体である東京都と連携を図りながら進める必要がある。
また、区域住民の建替意欲等に左右される部分が多分にあるため、全戸訪問等による事業の周知や、
防災まちづくりの必要性等普及啓発に一層取組み、制度の利用を促進する。

都施行の街路整備事業と連携し事業を進め、成果の向上を目指す。

東京都防災都市づくり推進計画の中で地域危険度が高く、かつ特に老朽化した木造建築物が集積する
など、震災時の大きな被害が想定されるとして「地域整備」に指定された「西ケ原地区」について、
防災広場の整備や避難路となる道路の拡幅を推進し、地区の防災性の向上を図る。

事業を開始して14年目となる昨年度（平成30年度）までに、密集住宅市街地の改善や防災性の向上
を図るため、公園や避難経路である防災生活道路の拡幅等を推進してきた。また、地区計画や、新た
な防火規制を導入し、規制誘導を進めてきた。

令和２年度末に事業実施期間（16年）の満了を迎える。この間、木造住宅密集地域の整備改善に向
け、地域住民の防災まちづくり活動と協働を図りながら、一定の成果を挙げてきたところであるが、
今後の一層の取組みにより、防災上重要な主要生活道路の整備等にさらなる成果が期待できるため、
事業期間の延伸により引き続き事業継続が可能となるよう国や東京都に働きかけを行っていく必要が
ある。また、計画事業期間の延伸の際にはこれまでの成果等を踏まえ、一層成果をあげるための事業
手法の見直し等を検討する。
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事業名 防災まちづくり事業の推進（密集事業：志茂） 中期計画番号 066

まちづくり推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 185,768 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 防災まちづくり事業の推進（防災街区整備事業） 中期計画番号 066

まちづくり推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 180,000 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

東京都防災都市づくり推進計画の中で地域危険度が高く、かつ特に老朽化した木造建築物が集積する
など、震災時の大きな被害が想定されるとして「地域整備」に指定された「志茂地区」について、防
災広場の整備や避難路となる道路の拡幅を推進し、地区の防災性の向上を図る。

事業を開始して13年目となる昨年度（平成30年度）までに、密集住宅市街地の改善や防災性の向上
を図るため、公園や避難経路である防災生活道路の拡幅等を推進してきた。また、地区計画や、新た
な防火規制を導入し、規制誘導を進めてきた。

令和２年度末に事業実施期間（15年）の満了を迎える。この間、木造住宅密集地域の整備改善に向
け、地域住民の防災まちづくり活動と協働を図りながら、一定の成果を挙げてきたところであるが、
今後の一層の取組みにより、防災上重要な主要生活道路の整備等にさらなる成果が期待できるため、
事業期間の延伸により引き続き事業継続が可能となるよう国や東京都に働きかけを行っていく必要が
ある。また、計画事業期間の延伸の際にはこれまでの成果等を踏まえ事業実施箇所の重点化等を検討
する。

事業開始以来、区域を拡大しつつ、平成26年度には全域を対象に不燃化特区の指定を受け、様々な支
援策と合わせることで更なる道路整備や老朽木造住宅等の建替え事業の推進を実施している。道路・
公園用地取得費は、所有者との交渉の進捗により予算計上する。住民の防災意識を高めるため、まち
づくり活動の支援を行う。

志茂三丁目９番の権利者からなる「志茂三丁目9番地区防災街区整備事業組合」を対象に、権利変換
の仕組みを取り入れた都市計画「防災街区整備事業」の枠組みの中で所定の経費を助成することで、
同組合が計画する共同建替え（共同住宅の建築及び公共施設整備等）を支援することにより、建物の
不燃化や周辺地区の防災性工場を測る。

平成30年3月に「志茂三丁目9番地区防災街区整備事業準備組合」が設立され、同年11月に志茂三丁
目9番地区防災街区整備事業の都市計画決定を行ない、平成31年3月に「志茂三丁目9番地区防災街
区整備事業組合」が設立された。今後区は、志茂地域における防災まちづくりの一環として、権利変
換計画認可や共同住宅の整備等、事業の完了に向け経費の一部を助成するなどの支援を行う。

○北区で初めて、都内でも８例目と実績の少ない事業であるので、組合をはじめ関係機関と十分な調
整を図り、確実な事業進捗を図る必要がある。
○本地区以外にも同様の事情を抱えている地区が区内にまだあるため、本地区の事業を広く区周知
し、木造住宅密集地域の課題解決の一助としていくことが望まれる。

志茂三丁目9番地区防災街区整備事業を確実に進捗させるとともに、他地区の老朽木造住宅等集積エ
リアでも本事業を活用した建替えを促進していく。
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事業名 防災まちづくり事業の推進（密集事業：十条駅東地区） 中期計画番号 066

 十条まちづくり担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 107,118 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 防災まちづくり事業の推進（密集事業：十条北地区） 中期計画番号 066

 十条まちづくり担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 61,140 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

住民の理解と協力が不可欠な事業であり、引き続き、(公財)東京都都市づくり公社とも連携した丁寧
な事業説明・個別交渉により、関係権利者の合意形成・意向把握に努めていく。併せて、不燃化特区
事業などの他事業の推進と一体的に地区の不燃化を図っていく。

東京都防災都市づくり推進計画の中で、地域危険度が高く、かつ特に老朽化した木造建築物が集積す
るなど、震災時の大きな被害が想定されるとして「整備地域」に指定された地区について、防災広場
の整備や避難路となる道路の拡幅を推進し、防災性の向上を図る。

○まちづくり協議会（83号線ブロック）：平成17年度開始
○まちづくり協議会（駅東ブロック）：平成17年度開始
○主要生活道路２号線：平成20年度用地取得開始
○主要生活道路３路線：平成29年度用地取得開始
○主要生活道路５路線：平成30年度～用地測量着手
○防災広場：平成29年度整備工事・平成30年4月開園（上１防災ふれあい児童遊園）
　　　　　　令和2年度整備工事予定（(仮称)いがしら児童遊園）

・主要生活道路３号線については、隣接者の協力が得られず、協力的な権利者から用地取得が進まな
い事例などもあり、計画どおり進んでいない。
・主要生活道路５号線については、平成30年度より用地測量を開始したが、反対されている権利者も
他路線に比べて多く、時間を要することが見込まれる。

東京都防災都市づくり推進計画の中で、地域危険度が高く、かつ特に老朽化した木造建築物が集積す
るなど、震災時の大きな被害が想定されるとして「整備地域」に指定された地区について、防災広場
の整備や避難路となる道路の拡幅を推進し、防災性の向上を図る。

○まちづくり協議会（十条北ブロック部会）：平成23年度開始
○生活道路1号線：平成29年度現況測量調査開始
○主要生活道路Ａ路線：平成30年度区道区間の用地測量開始
○主要生活道路Ｂ路線：平成29年度道路擁壁の概略検討
○防災広場：平成31年度整備工事（(仮称)上五防災ふれあい広場）

・主要生活道路Aは、平成２８年度に線形決定したが、道路用地の確保をするため、私道部分の区道
認定が必要である。主要生活道路Bは、道路と宅地の高低差という地理的特性があるため、擁壁築造
など課題を整理し、事業化の可否を含めて検討する必要がある。主要生活道路Cは暗渠化された水路
（北耕地川）の法的な位置づけの整理が必要である。生活道路１は整備目的と効果について、課題を
整理し事業化の可否を含めて検討する必要がある。
・補助第７３号線（環七以北）事業時期踏まえた、事業拡大及び期間の延伸について検討調整が必
要。

A路線には私道部分があるため、道路認定に向けた調整が必要であり、事業周知や説明会等を通じ
て、関係権利者の合意形成や意向把握に努めていく。また、その他の路線についても、課題を整理
し、事業化の可否を含めて関係部署と協議を進めていく。
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事業名 防災まちづくり事業の推進（密集事業：十条駅西地区） 中期計画番号 066

 十条まちづくり担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 142,157 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 木密地域不燃化10年プロジェクト 中期計画番号 067

まちづくり推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 119,200 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

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。

東京都防災都市づくり推進計画の中で、地域危険度が高く、かつ特に老朽化した木造建築物が集積す
るなど、震災時の大きな被害が想定されるとして「整備地域」に指定された地区について、防災広場
の整備や避難路となる道路の拡幅を推進し、防災性の向上を図る。

○まちづくり協議会：平成17年度開始
○地区幹線道路：平成29年度用地取得開始
○主要生活道路1号線：平成30年度用地取得開始
○主要生活道路2号線：平成31年度用地取得開始（予定）

・各路線における拡幅整備の道路用地取得を促進するため、事業に対する地権者の理解を得なければ
ならない。そのため、沿道地権者の生活再建プランを提示できるよう個別の生活状況調査や概算補償
金額の提示等の丁寧な対応が必要である。
・各路線ともに、隣接者の協力が得られず、協力的な権利者から用地取得が進まない事例などもあ
り、計画どおり進んでいない。
・地区幹線道路及び補助73号線の両路線の計画線にかかる権利者に対しては補償費等ついて、東京都
と協議し、交渉を進める必要がある。

住民の理解と協力が不可欠な事業であり、引き続き、(公財)東京都都市づくり公社とも連携した丁寧
な事業説明・個別交渉により、関係権利者の合意形成・意向把握に努めていく。併せて、不燃化特区
事業などの他事業の推進と一体的に地区の不燃化を図っていく。

東京都防災都市づくり推進計画の中で地域危険度が高く、かつ特に老朽化した木造建築物が集積する
など、震災時の大きな被害が想定されるとして「重点整備地域」に指定された地区を対象に、老朽木
造建物の除却や設計費用助成を通じて、建物の不燃化を促進し、「燃えないまち」「燃え広がらない
まち」の実現を図る。

東京都の木密地域不燃化10年プロジェクトでは令和2年度末までに事業実施区域の不燃領域率を
70％とすることを目標としている。
区では事業開始以来、徹底した事業周知等により毎年助成実績を伸ばしているが、当初から不燃領域
率が低調だったため、上記の目標達成は難しい状況にある。

「燃えないまち」「燃え広がらないまち」の実現には本助成事業を活用した不燃化建替等は大変有効
であるが、私財の更新を決定するのは地区内の住民であり、また地区内の住民は区平均より高齢化率
が高い、密集地域にあり再建築等に法的な制約があるなど建替意向に結びつきにくい事情を抱えてい
る。
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事業名 木密地域不燃化10年プロジェクト 中期計画番号 067

 十条まちづくり担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 195,964 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 木造民間住宅耐震改修・建替え促進事業 中期計画番号 068

 建築課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 63,450 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

東京都防災都市づくり推進計画の中で地域危険度が高く、かつ特に老朽化した木造建築物が集積する
など、震災時の大きな被害が想定されるとして「重点整備地域」に指定された地区を対象に、老朽木
造建物の除却や設計費用助成を通じて、建物の不燃化を促進し、「燃えないまち」「燃え広がらない
まち」の実現を図る。

○不燃化建替え助成制度：平成25年度開始
○老朽建築物除却支援制度：平成25年度開始
○不燃化建替えにおける専門家派遣制度：平成26年度開始

東京都は、当取組を通じて令和２年度までに地区内不燃領域率70％の達成を目標としているが、事業
周知により、不燃化建替え等の助成件数は増えているものの、当初から不燃領域率が低調であったた
め、現在のところ達成が困難な状況にある。今後、アンケート結果を踏まえて、建替え意向のある方
にポイントを絞って働きかけを行うなど、効果的に建替え促進を図っていく必要がある。また、令和
３年度以降の取組については不透明な状況である。

事業期間である令和2年度末の目標達成に向けて、引き続き東京都と連携しながら、地区内他事業の
取組みと併せて重層的・重点的に地区の不燃化を推進していく。
令和３年度以降のスキームについては、東京都の動向を注視するとともに、区としても事業が継続さ
れるよう機会を捉えて要望していく。

地震等における木造建築物の倒壊を防ぎ、人命の安全を確保するため、耐震改修及び建替えについて
助成し、耐震性の向上を図る。

現行制度は、平成２１年度から開始した事業で、これと併せて北区建築設計事務所協会に委託するか
たちで無料による耐震診断を実施中。北区ニュース等の広報、窓口での事業チラシの配布、区民まつ
りの耐震相談などにより、広く区民への周知を行っている。
平成２３年３月の東日本大震災以降、頻発する地震や今後発生が予想される首都直下地震の報道など
受け、区民の耐震改修に対する意識が高まっていたが、ピーク時の平成２４年度に比べると減少して
いる。

平成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。
助成制度開始後、耐震改修や建替え助成件数は一定に推移していたが、ここ数年減少傾向にあること
から、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。

申請件数が減少傾向にあるが、引き続き対象となる木造住宅の所有者に対し、耐震改修等の必要性に
ついて啓発していくとともに、個別訪問や説明会を通じて、助成制度の利用を促進していく。
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事業名 マンションの耐震化の促進（賃貸） 中期計画番号 069

住宅課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 2,197 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 マンションの耐震化の促進（分譲マンション） 中期計画番号 069

住宅課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 67,803 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

引き続きホームページ等を活用して事業のＰＲを継続していく。

新耐震基準（昭和５６年５月３１日）以前に建築に着手した賃貸マンションについて、耐震アドバイ
ザー費用及び耐震診断費用の一部助成を行い、耐震化を促進する。
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。

ホームページ等で事業のＰＲを図り、助成を行っている。
賃貸マンションに関しては、賃貸共同住宅経営という事業用の資産の支援となるので、現行において
は、精密診断費用助成を行うことで耐震化への啓発助成という位置づけをしている。

毎年度の助成件数が少ない状況であるため、引き続き、耐震化の重要性を啓発していく必要がある。

新耐震基準（昭和５６年５月３１日）以前に建築に着手した分譲マンションについて、耐震アドバイ
ザー、耐震診断、設計、改修費用の一部を助成し、耐震化を促進する。
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。

平成３０年度から、区の助成を利用した後、耐震化の動きが見られない分譲マンションに対し耐震化
サポーター事業を開始した。東京都防災建築まちづくりセンターから各分譲マンション管理組合にア
プローチし、資料の送付や要望があれば耐震化サポーターを派遣する事業。平成３０年度では、１７
件のマンションに資料送付等を実施したが、派遣は０件であった。

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。

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、今後もホームページ、分譲マンション管理セミナー等を活用し事業のＰＲを継続していく。
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事業名 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 中期計画番号 070

建築課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 130,100 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 公共防災船着場の整備 中期計画番号 071

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 293,209 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

災害時における輸送能力を高めるためにも、引き続き、防災船着場の整備に取り組んでいく。

地震発生時の建築物の倒壊による通行障害を防ぐため、東京都北区耐震改修促進計画等により指定さ
れた緊急輸送道路沿道にある建築物について、耐震改修及び建替え助成を行い、耐震性の向上を図
る。

特定緊急輸送道路沿道の対象建築物は２８２棟であるが、耐震化されているもの及び耐震性を満たす
建物が２３５棟ある。（耐震化率８３．３％）
一般緊急輸送道路沿道建築物の対象建築物は８５３棟であるが、耐震化されているもの及び耐震性を
満たす建物が７０６棟ある。（耐震化率８２．８％）

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断については、義務化及び助成制度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、令和４
年度末までに補強設計に着手するものである。他方、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等につ
いても、引き続き助成制度の利用を促しながら、耐震化率を高めていく必要がある。

引き続き、緊急輸送道路の沿道建築物の所有者に対し、戸別訪問や電話連絡により、耐震改修等の必
要について啓発していくとともに、助成制度の利用を促進していく。

東京都防災船着場整備計画に基づき、スーパー堤防等の整備に合わせ、災害時に水上輸送基地となる
防災船着場を整備する。

志茂地区については、昨年度からの東京都によるスーパー堤防被覆・修景工事が完了次第、区の船着
場工事に着手して年度内に竣工する予定。

東京都防災船着場計画では、この他に浮間及び堀船地区に整備を計画しているが、位置や導線など整
備にあたっての課題がある。
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事業名 集中豪雨等対策事業 中期計画番号 072

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 7,469 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 風水害・土砂災害から身を守る自助力向上推進事業 中期計画番号 073

防災課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 626 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

自主避難施設の設置個所は区民の高まる防災意識に対応するため、年々増加している。今後は 新の
水害等想定区域を反映した適正な自主避難施設の場所を検討していく必要がある。また、各地区の防
災運営協議会の開催は徐々にだが促進されている。

都市化の進行や局地的な集中豪雨により発生する川の越水、道路の冠水等への対策として、公共施設
や公園、道路に雨水の流出抑制施設の整備を行う。

平成２３年度より各区有施設における施設設置検討を行い、設置可能な施設については、順次、各関
係機関との調整後に対策を行ってきている。公園については既に完了し、残るは八幡小学校への施設
設置に向けて基本設計に着手していく。

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。

都市型水害である集中豪雨対策として、引き続き、内水氾濫など水害被害の軽減に取り組んでいく。

大雨等による水害からの自主的な避難等自助力の向上を推進するため、自主避難施設の整備・確保、
定期的な避難訓練を行う。また、土砂災害による被害を防止するため、警戒区域等の指定区域におけ
るハザードマップの作成及び配布を行う。

自主避難施設の設置場所を、 新の水害等想定区域を反映した場所で検討していく必要がある。避難
訓練の重要性の認知が薄いため、自主防災組織や地区防災会議などに更なる働きかけを行っていく必
要がある。

近年、地震とともに風水害による被害が全国各地で多発していることから、気象情報を迅速に提供す
るとともに、区民が自主的に避難できる場所を確保していくことは重要であるため事業を継続する。
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事業名 がけ・擁壁等の安全・安心支援事業 中期計画番号 074

建築課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 35,673 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 地域防災行政無線のデジタル化推進 中期計画番号 075

防災課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 122,952 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

土砂災害から身の安全を守るため、区内に存在する高さ２ｍ以上のがけ・擁壁等に関して、平成29年
度から令和元年度の3か年にわたり現況調査を実施し、その結果をもとに所有者等への危険性の周知
と適切な維持管理についての意識啓発を図る。

建築基準法の対象となる高さ２メートル以上、かつ傾斜度３０度以上のがけ・擁壁等の調査を、平成
２９年度から令和元年度の３か年にわたり取り組んでいる。調査対象のがけ・擁壁等は、平成２９年
度の机上調査によれば約３，５００箇所あった。平成３０年度は、その中でも約４６％を占める赤羽
西地区において、現況調査を実施した。

現況調査の結果をもとに、所有者等への周知及び助言・指導を行うが、がけ・擁壁等の改修工事につ
いては、擁壁等安全対策支援事業に基づく助成制度を利用したとしても、所有者等には相当の経費負
担を強いることになる。
ついては、がけ・擁壁等の改修に関する国や都の助成制度の拡充や、他自治体（特に東京都内）の動
向について情報収集し、新たな施策の展開や、助成制度の拡充を検討する必要がある。

区内に存在する高さ２ｍ以上のがけ・擁壁等のうち、現況調査結果において「緊急の対策が必要」及
び「早期の補強や改善が必要」と判定した所有者等に対して、調査結果の説明等を行い、改善に向け
た意識啓発を図るとともに、「擁壁等安全対策支援事業」に基づく工事費助成制度を紹介すること
で、がけ・擁壁等の改修を推進する。

地域防災行政無線109基のデジタル化の更新を行い、難聴地域にも音の聞こえがよくなるよう、整備
を行っている。

31年度4月1日現在で、89基のデジタル化が完了している。

防災行政無線のデジタル化を行い、無線機器の品質向上や難聴地域の解消に努めているが、それでも
音が聞き取れない地域がでてきてしまっている。

防災行政無線（同報系）については、災害情報や避難支援情報を提供する重要な媒体であるため、早
期にデジタル波に対応した設備に改修する必要がある。
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事業名 災害対応総合力向上事業 中期計画番号 076

防災課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,448 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 被災者生活支援態勢の構築 中期計画番号 077

防災課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 3,487 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

①給水車はH29年度に事業完了。
②応急給水栓設置予定60か所のうちH28は未設置、H29に18か所、H30に16か所、合計34か所
を設置済みである。
③防災運動会は、区内の地区防災会議（町会自治会）に働きかけ、実施希望地域の募集を実施した。

熊本地震の発生を契機とし、飲料水の確保を中心とした応急体制の充実を図るため、新たに給水車を
導入するとともに、避難所における災害時応急給水栓を整備する。また、日常備蓄等の防災意識の向
上を図るため、総合防災訓練に合わせて防災運動会を開催する。

①給水車　達成済み
②応急給水栓設置予定60か所のうち、避難所が減ったことから58か所となる。そのうち未実施が26
か所であるが工事可能なのは11か所であることから15か所には設置ができない。また、水道局の事
業は令和元年度で終了するため本事業も今年度で終了となる。
③防災運動会は、平成30年度に実施地区（町会自治会）を募集したところ、希望地区がなかった。今
後事業のあり方について検討が必要である。

被災者の命をつなぐ飲料水や食料の備蓄については、防災対策の重要項目として今後とも質の向上に
努める。
あわせて、ファミリー世帯にも地域防災力の向上に関心を持ってもらうよう、防災運動会を含めた地
域の防災訓練への参加を促していく。

災害発生後における生活再建を迅速かつ円滑に行うため、り災証明発行及び被災者台帳に係るシステ
ムを導入する。また、り災証明発行に係る訓練を実施する。

平成29年度に被災者生活再建支援システムを導入した。また、関係職員は平成29、30年度にシステ
ム操作習熟のために研修等に参加した。

今後も被災時に円滑にり災証明発行事務ができるよう関係職員の研修、訓練等の実施が必要である。

大規模災害が発生した場合の被災者生活再建については、り災証明書の発行や被災者台帳システムを
活用し、迅速かつ確実に事務処理をする必要がある。今後は、被災者台帳に基づく被災者生活再建事
務に関する庁内の役割分担やシステム活用の人材育成に向けた研修カリキュラムの構築に取り組む。

63



事業名 男女共同参画の視点を踏まえた防災対策の充実 中期計画番号 078

多様性社会推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 （千円）
事業課長の方針

事業名 地区防災運営協議会の設置・運営支援 中期計画番号 079

防災課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 440 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

平成30年度までに19地区のうち12地区で設置を終えている。

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照

災害時における迅速な協力態勢を構築し、地域の防災意識・結束力の向上を図るため、地区防災会議
を主体に、民生委員等地域の関係者が会する「地区防災運営協議会」の設置を促進するとともに活動
を支援する。

今後は、他協議会等の構成員と地区防災運営協議会の構成員が重複し、町会自治会の負担が増大して
いることも勘案して、地域円卓会議で防災案件を取り扱う場合に地区防災運営協議会を設置したもの
とみなし、支援を行っていく。

防災・減災は区民1人ひとりの自助と地域の共助を大前提にしている。共助については、自主防災組
織に限らず、地域の多様な団体・グループが参画することが重要なため、地区防災運営協議会の設置
だけではなく、地域の円卓会議の場を活用した議論から地域防災力の向上に努める。
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事業名 防災協定の締結 中期計画番号 080

防災課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 防犯対策サポート事業 中期計画番号 081

危機管理課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 10,241 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

子どもや高齢者の防犯意識の向上及び地域防犯活動を促進するため、子ども向け防犯教室を実施する
とともに、振り込め詐欺対策として高齢者に対する講話や自動通話録音機の配布を行う。

子どもや高齢者に対する防犯啓発は、繰り返し実施することにより、高い効果を得ることができてお
り、実施回数も順調に推移している。

子ども防犯教室について、公立保育園はほぼ全園で実施しているが、年々増加する私立保育園をはじ
めとする、わくわくひろばや私立幼稚園等、未実施があり、更なる働きかけが必要である。
また、振り込め詐欺防止のための自動通話録音機について、現在は東京都が1/2の購入補助を行って
いるが、将来的に継続実施される保証がない。

高齢者を対象とする特殊詐欺は年々増加しており、引き続き対策が必要である。

災害時における応急・復旧業務を円滑に進めるため、協力機関と防災協定を締結（見直し）し、災害
時における協力体制を強化する。

機会を捉えて随時学校、民間企業・団体とともに防災協定を締結している。

今後、国が推進する新たな受援応援手法である対口支援が、有効に機能していくならば、各自治体
が、これまでのように各自で締結している防災協定についても見直しが必要になることが想定され
る。

大規模災害が発生した場合、区の応急対策や復旧活動には限界があるため、区内各種団体や友好都市
との防災協定を締結している。今後も、区民の生活再建を目指した協定の締結に努めるとともに、締
結した協定の見直しを積極的に行う。
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事業名 防犯設備整備事業 中期計画番号 082

危機管理課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 32,175 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 防犯設備整備事業 中期計画番号 082

 道路公園課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 16,170 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

地域における安心・安全な防犯環境の整備と地域防犯力の向上を図るため、町会・自治会が、防犯カ
メラ等防犯設備を整備する費用の一部を助成するとともに、自主的な防犯活動を支援する。

町会・自治会等への助成を実施してきたことにより、区内の刑法犯発生件数は年々減少しており、犯
罪抑止に一定の効果が得られている。今後も引き続き実施することにより、さらなる効果が期待でき
る。
また、共同住宅の管理組合等への助成については、国の社会資本整備交付金の対象から外れたため、
平成３０年度をもって終了した。

区では防犯カメラにかかる運営費（電気代、共架料等）についても一部助成しているため、設置台数
が増加するとともに運営費補助にかかる予算も膨らんでしまう。
また、防犯カメラの耐久年数は約７年と言われており、同時期にまとまった数の台数が交換時期を迎
えることが予想される。

一定の効果も得られており、安全で安心したまちづくりを進めるため、今後も継続して推進してい
く。

地域における安心・安全な防犯環境の整備と地域防犯力の向上を図るため、区立公園等への防犯カメ
ラの設置を推進する。

平成29年度から防犯カメラの整備を推進してきたが、区内で発生する刑法犯罪発生件数は年々減少傾
向にある。引き続き、計画的に整備を推進していく必要がある。

区立公園等は一般住宅と隣接して立地しており、さらに、園内には多種多様の施設が整備され、公園
利用者の利用目的も多様化している状況において、隣地住民や公園利用者のプライバシーの保護と犯
罪行為（迷惑行為）抑止のバランスを保ち、かつ、防犯カメラに対する信頼を確保するためのルール
作りが必要である。

令和2年度に、当初計画の公園内防犯カメラ設置が完了予定。今後は維持管理を行う予定。
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事業名 都市計画道路新設・拡幅整備（鉄道付属街路第１～６号線） 中期計画番号 083

 十条まちづくり担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 72,114 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 都市計画道路新設・拡幅整備 中期計画番号 083

（補助181号線・補助87号線・区画街路3号線）  土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 559,153 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

・補助１８１号線は、土地収用の手続きを進める。
・補助８７号線は、電線共同溝工事を整備していく。
・区画街路３号線は、引き続き、用地買収を実施する。

関係機関と協議し、今年度中の事業認可取得を目指すとともに、関係権利者との個別面談を通じて事
業への理解と協力を得ていく。

都市機能の充実と効率的な都市活動を確保するため、交通需要の動向に対応しながら、都市計画道路
を整備する。

平成29年11月に都市計画の決定・告示をした後、平成30年2月に用地測量等説明会を開催した。現
在、用地測量を実施しており、今年度中の事業認可取得に向け作業を進めている。

過去の経緯等から関係権利者に正確な情報が伝わっておらず、理解と協力を得るのに時間を要してい
る。
上十条アパート５号棟跡地を代替地として活用する方針であり、代替地に関する基準等の整備が必要
である。

都市機能の充実と効率的な都市活動を確保するため、交通需要の動向に対応しながら、都市計画道路
を整備する。

・補助１８１号線は、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
状況である。
・補助８７号線は、今年度より区工事（下水道・電線共同溝本体）に着手していく。
・区画街路３号線は、用地買収を継続していく。

・補助１８１号線は、土地収用制度を活用した用地買収を実施する。
・補助８７号線は、供用開始時期の前倒しを地元より強く求められている。
・区画街路３号線は、補助８６号線との交差点付近の接合部となる設計高さや線形について、事業者
の東京都との調整が必要となる。
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事業名 幹線区道新設・拡幅整備 中期計画番号 084

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 7,449 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 （仮称）旧北王子支線跡地遊歩道の整備 中期計画番号 085

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

地域交通の円滑化及び地域環境の保全等を図るため、幹線区道を新設・拡幅整備する。

・神谷道については、地権者意向より用地買収が難しい状況である。
・中央図書館前道路については、自衛隊及び民有地２軒の用地買収に向けて交渉を行っている。ま
た、都営アパート部の拡幅道路用地については、建て替えに併せた協議を行っている。（窓口は、ま
ちづくり推進課）

拡幅用地の取得において、交渉が難航し、長い事業期間を要するため、事業着手時に整備効果を示
し、理解と協力を得る必要がある。

都市計画道路による交通ネットワークを補い、歩行者の安全と車両交通の円滑化を図る幹線区道の整
備を積極的に事業推進する。

旧北王子支線の廃止に伴い、線路用地を鉄道の面影を残して観光に資するような遊歩道として整備す
る。

平成３０年度に区とＪＲ貨物で、用地譲渡に関する確認書を締結した。引き続き、譲渡に向けて鉄道
施設の物件補償費等について調整・協議していく。

ＪＲ貨物からの土地譲渡に際しては、土地の評価及び施設補償等について協議し、合意を得る必要が
ある。

ＪＲ貨物からの土地譲渡に向けて調整・協議を行っていく。
用地取得後は、基本設計に着手する。
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事業名 十条駅付近連続立体交差事業 中期計画番号 086

 十条まちづくり担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 6,938 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 無電柱化事業の推進（鉄道付属街路第１～６号線） 中期計画番号 087

 十条まちづくり担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

駅舎デザイン、高架下利用、作業ヤードの確保等について、地域の要望を踏まえつつ、事業者と協議
していく。

円滑な東西交流と駅周辺の交通機能の向上を図るため、十条道踏切など６踏切の連続立体交差化の事
業を関係機関に働きかけながら推進し、実現する。

平成29年11月に都市計画の決定・告示をした後、平成30年2月に用地測量等説明会を開催した。東
京都は今年度中の事業認可取得に向け作業を進めている。

・駅舎デザインや高架下利用について、地域からの要望がある。
・作業ヤードの確保等について事業者から協力を求められている。

安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出及び都市防災機能の強化など、良好な住環境の
形成を推進するため、都市計画道路や主要な幹線区道の新設・拡幅整備と合わせ、道路上に架設され
ている電線類について電線共同溝等の整備により無電柱化を推進する。

鉄道付属街路の無電柱化については、連続立体交差事業の仮線使用後となることから、現時点で具体
的な検討はしていない。

鉄道付属街路５号線及び６号線については幅員が狭いため、柱状型機器による手法等を検討する必要
がある。

連続立体交差事業の進捗状況を踏まえ、電線共同溝の設計を実施する。
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事業名 無電柱化事業の推進 中期計画番号 087

（補助181号線、補助87号線、区画街路３号線、中央図書館前道路）  土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 61,639 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 幹線区道のバリアフリー化（滝野川桜通り） 中期計画番号 088

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 309,676 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

滝野川桜通りについては令和元年度で完了となるため、今後も整備路線を検討し、推進を図ってい
く。

安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出及び都市防災機能の強化など、良好な住環境の
形成を推進するため、都市計画道路や主要な幹線区道の新設・拡幅整備と合わせ、道路上に架設され
ている電線類について電線共同溝等の整備により無電柱化を推進する。

用地買収の完了した補助８７号線については、電線共同溝の工事に向けた設計等を実施した。また、
無電柱化を推進するため、電線共同溝設置工事を１０か年で実施する対象路線を示した無電柱化推進
計画を策定した。

無電柱化においては、設計段階から多数の企業者との調整や埋設物の移設が必要となるなど、長い期
間を必要とする。また、多額のコストも必要となる。

令和元年度を初年度とした「北区無電柱化推進計画」を策定し、今後１０年間の整備目標を設定し
た。本計画に基づき、事業実施予定路線において、順次、無電柱化事業を推進していく。

高齢者や障害者等の移動の円滑化を図るため、滝野川桜通りのバリアフリー化を行う。

平成２９年度から明治通り側より順次工事を実施しており、令和元年度は駅前広場付近～旧中山道側
の３工区目の工事を行う。

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面を上げる工事となり、高額の予算を必要とするため、国等の補助金の
取得により財源を確保する必要がある。
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事業名 橋梁整備 中期計画番号 089

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 284,556 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 鉄道駅エレベーター等整備事業 中期計画番号 090

都市計画課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 （千円）
事業課長の方針

重点評価シート参照

重点評価シート参照

重点評価シート参照

車両等の交通安全などを確保するため、耐震上危険度が高い橋梁の架替え整備等を実施する。

・新田橋は、今年度より仮橋工事を実施する。
・十条跨線橋は、鉄道施設への影響検討調査が完了した。
・新柳橋は、東京都と調整しながら詳細設計を実施しており、今年度より並行して仮橋工事を実施す
る予定である。

十条跨線橋は、架替えの施工計画について絞り込みが出来たが、駅前の歩行者空間やエレベーター等
のバリアフリー化など、跨線橋を含めた東十条駅南口全体整備について、全体事業費を考慮した も
効果的かつ効率的な施工計画を作成する必要がある。

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えを推進する。

重点評価シート参照
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事業名 駅周辺へのエレベーター等の設置 中期計画番号 091

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 51,711 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 区内交通手段の確保 中期計画番号 092

土木政策課
施設管理課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 35,305 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

公共交通へのアクセスのバリアフリー化と、鉄道横断施設の安全性と快適性を確保するため、区道部
分などにエレベーター等の昇降機を設置する。

平成30年度に田端駅周辺の昇降施設整備の詳細設計等に着手している。引き続き、詳細設計等を進め
る。

田端駅周辺昇降施設の設置スケジュールについて、電線共同溝整備工事（都施工）等との調整が必要
である。

田端駅周辺昇降施設等の整備は、地域住民の強い要望を考慮し、早期事業着手を目指す。

高齢者や障害者をはじめ、だれもが安心して移動できるまちづくりを進めるため、崖線による東西間
の高低差の移動や公共交通機能向上地域等を中心に、既存の民間事業者等と連携しながら交通手段の
確保に向けた取り組みを行う。

現在運行中のコミュニティバス（Ｋバス）は、計画通り進捗している。
北区コミュニティバス展開方針策定調査では、利用者の満足度や利用実態、運行状況を評価し、利用
促進策・収益改善策をまとめるとともに、他地域での新規路線導入の可能性について検討した。

北区コミュニティバス（Ｋバス）の現行2路線については、利用者数が安定しているものの、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かなければならない。また、
他地域での新規路線導入の可能性についても更なる検討が必要である。

北区コミュニティバス（Ｋバス）は、地域の身近な交通手段として定着している。今後も安定的な運
行を確保していく必要性があることから、現状維持とする。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具体的な検討を
開始する。
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事業名 総合的な駐輪対策の推進 中期計画番号 093

施設管理課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 19,112 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 安全で快適な自転車ネットワークの形成 中期計画番号 094

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 11,000 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

北区自転車ネットワーク計画に基づき、整備のための調査・設計費及び整備費を確保しつつ、自転車
通行空間の整備を推進していく。

自転車が日々の暮らしになくてはならない高齢者や子育て世代等が利用する一時利用のための自転車
駐車場が不足しており、主要駅周辺の路上にコイン式自転車駐車場の整備を進める。

総合的な駐輪対策の推進については、放置自転車の撤去強化や自転車駐車場の整備推進など放置自転
車の解消に向けて、各事業が着実に進められている。

今の放置自転車は買い物客などの短時間利用が多く、利用者ニーズに合わせたコイン式自転車等駐車
場等の整備を進めることが重要であるが、駅周辺での適地探しが課題である。

駅周辺の多くは買物等の一時利用によるものが多い。特に赤羽駅周辺には一時利用のための自転車駐
車場が少ないため路上にコイン式の自転車駐車場を整備促進するほか、老朽化した自転車駐車場ラッ
クは使い勝手が悪いため、高齢者や女性にも容易に取り扱えるラックへの計画的改修を促進する。

道路幅員や利用状況に応じ、安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備するため、自転車
ネットワーク計画を策定するとともに、計画に基づき自転車通行帯等の整備を行う。

平成３０年度に「北区自転車ネットワーク計画」を策定した。今年度より、自転車通行空間の調査・
実施設計に着手する。

本計画は、10年間で56.8kmの整備を予定しており、1年に約５kmづづ整備する必要があるが、交
通管理者（警視庁）との協議に時間を要する可能性がある。
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事業名 地域で活躍する学生向け住宅の誘致 中期計画番号 095

企画課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 その他

事業名 区営住宅の建替え 中期計画番号 096

住宅課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 49,527 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

若年層の定住化を図るため、大学生に適した住宅の整備を誘導するとともに、入居する大学生に対し
て地域活動への参加を促進し、地域の活性化を図る。

平成29年度については、事業者へのヒアリングを実施。
平成30年度については、学校施設跡地利活用検討会において、「整備位置未定の計画事業」として情
報提供し、利活用計画策定の際の検討材料の一つとした。

誘致する区有地については、適地がない状態である。
また、地域の活性化を図るための大学生の地域活動への参加の促進については、大学との連携の中で
検討実施を行っていく。

今年度の基本計画の改定に合わせ、事業の実施方針について検討していく。

区営住宅の適正修繕による長寿命化などにより、既存住宅を活用するとともに、建て替え時期を迎え
る区営住宅については、公営住宅のストック活用及び長寿命化計画に基づき順次、建替えを進めてい
く。

浮間４丁目区有地への区営住宅建替えのため、平成２９年度に当該用地の測量を行った。平成３０年
度は、現存建物（旧国家公務員宿舎）のアスベスト調査を行った。

区で初となる区営住宅の建替え事業であり、今後に続く建替え事業の基礎となる事業であるため、居
室の広さや仕様等については、居住者の状況や関係法令及び区内に多数存在する都営住宅の状況等を
参考のうえ、十分に検討を行う必要がある。
また、浮間四丁目へ移転（仮移転または本移転）が予定されている赤羽北二丁目アパートの居住者及
び浮間四丁目区有地周辺住民に対し、丁寧な説明が必要である。

区として初めての区営住宅の建替え事業であり、十分に検討のうえ進めていく。同時に、赤羽北二丁
目アパートの居住者や、建替え地である浮間四丁目区有地の周辺住民へ、丁寧に説明を行っていく。
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事業名 一人ぐらし高齢者住宅建設事業 中期計画番号 097

住宅課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 507,200 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 空き家対策の推進 中期計画番号 098

（相談窓口等、空き家活用モデル事業、空き家等対策計画策定） 住宅課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 9,385 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく指導、勧告、命令等の措置を的確に行い、管理不全空
家の改善を行うとともに、管理不全空家の発生の未然防止、空家の利活用促進の普及啓発に取り組
む。

著しく老朽化しており特に危険な空家等については、空家法に基づく指導、勧告等の措置を講じると
ともに、管理不全空家の発生の未然防止と空家の利活用を促進するため、講演会等を実施している。
空き家利活用モデル事業については、登録済団体が１件あるが、空き家の登録がなく助成実績はな
い。

周辺環境への著しい悪影響を及ぼしている空家に対して迅速かつ的確に措置を講じることが重要な課
題であり、空家等対策審議会における審議を経て、空家法に基づく指導、勧告、命令等の措置を講じ
ている。また、更なる効果的な対応を推進するため、不在者財産管理制度等の活用、空家対策に関す
る法的課題を整理したマニュアルの策定を検討している。
管理不全空家の発生の防止、空家の利活用を促進するためには、空家の所有者の当事者意識を醸成す
るための普及啓発、情報発信を推進する必要があり、空家の所有者を対象とした個別相談、講演会等
を開催している。

管理不全空家は、周辺への悪影響を既に及ぼしているものであるため、空家等対策の推進に関する特
別措置法に基づき、迅速な対応を更に推進していく。
管理不全空家の発生の未然防止、空き家の利活用の促進について、関係団体等との連携を図り、引き
続き、普及啓発を推進する。

契約満了期間を考慮のうえ、期日までに確実に直営シルバーピアを竣工させる必要がある。
第三シルバーピアについては、関係機関と協議のうえ、スケジュール等を再考していく。

民間借り上げシルバーピアが順次契約期間満了となるため、計画的に区営シルバーピアを建設する。
令和２年度から７年度中に借り上げ契約が満了する、既存のシルバーピアのうち８施設（１４３戸）
の居住者の転居先を確保するため、滝野川三丁目の区有地へ区営のシルバーピアを建設する。
また、令和８年度から９年度中に借り上げ契約が満了する、既存のシルバーピアのうち３施設（６９
戸）の居住者の転居先を確保するため、栄町の下水道局用地を購入のうえシルバーピアを建設する。

【滝野川三丁目】
平成２９年度～３０年度にかけて既存建物（国家公務員宿舎）の解体工事を実施した。
平成３０年１２月には、近隣住民向けに説明会を実施のうえ建設工事に着手した。
【第三シルバーピア】
平成３０年度に当該用地の下水道局整備部分の敷地において、貝層が発見されたため、下水道局や関
係課とシルバーピア建設スケジュールへの影響度合いについて協議を行った。

【滝野川三丁目】
集約を行う民間借り上げシルバーピア８施設の契約満了期間に差がある。そのため、空室となる住戸
が発生する見込みであり、その利用方法について検討をしている。
【第三シルバーピア】
貝層の発見により、都は埋蔵文化財の発掘調査を行う予定である。この影響で、北区購入予定敷地部
分でも埋蔵文化財の確認調査及び発掘調査が必要となるが、発掘調査に１年ほど要する見込みであ
り、建設スケジュールへの影響が懸念される。
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事業名 空き家対策の推進（老朽家屋除却支援事業） 中期計画番号 098

 建築課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 12,800 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 子育て世帯の居住支援（三世代住宅建設等助成） 中期計画番号 099

住宅課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 9,148 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

北区ニュース、ホームページ等での掲載に加え、住宅展示場にもパンフレットを置かせてもらい、一
層の周知を図ったうえで、助成を行っている。

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
要件の導入等を検討し、さらに制度の充実を図る必要がある。

介護・子育て等の共助の推進やファミリー世帯の定住化の促進を目的として、住環境の改善を図る。

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受け、相談窓口を設置し、空き家の適正管理等を促進
するとともに、居住可能な空き家の利活用及び危険な老朽空き家の除却に係る費用の一部を助成する
など、総合的な空き家対策を推進する。

区民からの通報や相談等により現地調査を実施しているが、助成対象となる危険な老朽空き家の要件
を満たさないものも少なくない。他の空き家対策と連携し、引き続き助成制度の利用を促進していく
必要がある。区が把握する老朽建築物の棟数（平成３１年３月末現在）
老朽建築物数（居住中含む。）　221棟
うち解消されたもの　142棟・未対策棟数　79棟

平成３１年３月末時点で、区民からの通報等により区が把握している老朽建築物２２１棟のうち、１
４２棟は指導等により解消されているが、７９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、これまで区が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。

老朽空き家については、社会問題化している課題であり、引き続き、所有者に対し、助成制度の利用
を促し、危険な老朽空き家の除却を促進することで、周辺の生活環境の維持を保持していく。

区内に「三世代世帯（親・子・孫等により構成されている世帯）」で居住する者が建設する住宅に対
し、準耐火以上の耐火性や、高齢者に配慮した設備を有する等の要件を備えた場合に、50万円の助成
を行う。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。
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事業名 子育て世帯の居住支援（親元近居助成） 中期計画番号 099

住宅課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 14,221 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 駅前公衆トイレ等リフレッシュ事業 中期計画番号 100

道路公園課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 50,176 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

子育てしやすい住環境と世代間の共助を推進するため、区内に親が居住している子育て世帯が住宅を
取得した場合、取得した住宅の登記に要した費用の一部を助成する。

北区ニュース、ホームページ等で対象者に周知を図り、助成を行っている。中期計画上、毎年度７０
件程度の申請件数を目標値としており、実績についてもそれに近い件数となっている。

区外からの転入対象者については制度の周知方法が限られるため、対象者の親世帯からの周知及び区
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となる。

引き続き、介護・子育て等の共助の推進やファミリー世帯の定住化の促進を図る。

公衆トイレ・公園トイレの利用者が安心して利用できるよう清潔で快適なトイレに改修する。

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、国内外問わず観光客の増加が期待される
ため、駅前公衆トイレとナショナルトレーニングセンター近隣の公園トイレを優先して改修を実施し
た。引き続き他のトイレを改修し、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
できるトイレを目指す。

公園のトイレはある程度改修が進んできているが、児童遊園のトイレの改修が手つかずの状況であ
る。

設置年数が３０年以上のトイレが４０棟ある。今後も継続して改修する必要がある。
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事業名 景観まちづくりの推進（新景観百選選定支援業務） 中期計画番号 101

 都市計画課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 3,813 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 景観まちづくりの推進（景観形成重点地区の指定） 中期計画番号 101

まちづくり推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,220 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

令和元年度は、新景観百選ガイドブック・マップの発行にあわせて、記念イベントを開催することに
より、景観まちづくりについて機運の醸成を図る。

平成２９年度、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、新景観百選を選定した。今年度は、
新景観百選の認定、ガイドブック・マップの発行、記念イベントを開催する予定である。
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。

平成30年度の投票期間延伸により、新景観百選の認定、ガイドブック・マップの発行は、令和元年度
に変更した。

「北区景観づくり計画」における「景観形成方針地区」の一つである「中央公園周辺地区」を対象
に、景観形成基準等を定める「景観形成重点地区」に指定（格上げ）することで、地区固有の景観資
源や景観特性を活かした景観まちづくりを実現する。

昨年度、中央公園周辺地区における町会・自治会代表や地区を縦横断する中央公園周辺の関係施設管
理者や公共施設管理者などの参画を得て、景観ワークショップを開催した。ワークショップでは景観
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
について検討を行い景観形成基準については骨子案をまとめた。

景観形成重点地区に指定する区域の設定や、地区独自の景観づくりに進めるための「景観形成基準」
の内容の検討を進めるとともに、その内容について、地区内の住民等関係者に十分な説明と理解を得
る必要がある。

年度内の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、地域住民の理解と参画を得なが
ら、区域の指定及び地区独自の景観まちづくりの目標・方針、景観形成基準をまとめる。

新景観百選認定後は、積極的な周知を行うとともに、景観まちづくりに役立てる必要がある。
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事業名 飛鳥山公園の拡張整備 中期計画番号 102

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 95,055 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 （仮称）赤羽台のもり公園の整備 中期計画番号 103

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 129,360 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

都市再生機構赤羽台団地の建替えに合わせ、都市計画公園の新設整備を行う。

土壌汚染の懸念があるとの都の指導により、昨年度、土壌調査を行ったが基準値以下であったため、
今年度より工事着工に向けて準備を進める。

住民参加の公園づくりが定着し、地域住民の意見を取り入れた公園整備が実現しているが、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」を推進することが求められている。

令和元年度より整備工事を着手し、開園に向けて取組んでいく。

飛鳥山公園拡張予定地の整備を推進するため、関係権利者との交渉を継続していく。

王子駅中央口付近の飛鳥山公園都市計画区域の未整備箇所を整備する。

関係権利者との交渉を継続して行っている。

住民参加の公園づくりが定着し、地域住民の意見を取り入れた公園整備が実現しているが、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」を推進することが求められている。
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事業名 （仮称）滝野川三丁目公園の整備 中期計画番号 104

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 16,387 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 名主の滝公園の再生整備 中期計画番号 105

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

平成３０年度に基本設計及び地域住民等との意見交換等を実施した。今年度は実施設計を行う。

国公有地の土地利用転換に合わせ、みどりの確保・保全及び地域の防災力向上を図るため、防災機能
を備えた都市計画公園の新設整備を行う。

住民参加の公園づくりが定着し、地域住民の意見を取り入れた公園整備が実現しているが、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」を推進することが求められている。

令和２年度より整備工事に着手し、２か年で完成させる。

老朽化した名主の滝公園について、名主の滝プール跡地を含めた一体的な再生整備を行う。

平成３０年度に基本設計及び地域住民等との意見交換、並びに測量業務を実施した。今年度は、懸案
事項の整理に向けた、関係機関との協議・調整を行う。

住民参加の公園づくりが定着し、地域住民の意見を取り入れた公園整備が実現しているが、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」を推進することが求められている。

「魅力ある公園づくり」の推進に向けて、老朽化施設等の改善や園路のバリアフリー化を図るため、
引き続き、諸課題の整理を行い、令和２年度より詳細設計の実施を目指していく。
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事業名 街区公園・児童遊園の新設整備 中期計画番号 106

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 83,714 （千円）
事業課長の方針 その他

事業名 花いっぱいまちづくり事業（公共空間の美化） 中期計画番号 107

環境課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 13,203 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

赤羽駅前東口広場や上中里駅前広場、田端ふれあい橋、音無親水公園といった主要駅周辺の空間をは
じめ、区内の公園や道路、北とぴあや飛鳥山といった観光拠点において、各ボランティア団体による
花壇の植栽、維持管理、美化活動が継続実施されている。
作業箇所は緩やかに増加していたが、近年は横ばい状態である。

緑の実態調査などを踏まえて、公園などオープンスペースの不足する地域を中心に、防災面にも配慮
した身近に利用できる街区公園・児童遊園を整備する。

平成３０年度に（仮称）田端二丁目児童遊園や（仮称）滝野川五丁目遊び場の実施設計を行った。今
年度より、工事に着手していく。

住民参加の公園づくりが定着し、地域住民の意見を取り入れた公園整備が実現しているが、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」を推進することが求められている。

密集事業用地内以外での街区公園・児童遊園の新設については、令和元年度で計画の整備が完了した
ため、今後の整備について検討していく。

「北区美化ボランティア制度」を活用し、ＪＲ主要駅周辺を中心に道路、公園、区庁舎等において花
壇等の植栽・管理を行う。
まちにうるおいを与え、訪れる人を楽しませるとともに、花とみどりで彩られたまちづくりを、区が
「区民とともに」協働で進めていることを広く周知し、区のイメージアップに寄与する。

ボランティア団体会員の高齢化に伴い、会員の減少や作業の大変さから作業実施場所数の減少が危惧
されており、新しい担い手の発掘や作業負担の軽減が急務である。

「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。
花壇については、維持管理のしやすい設備・技術の導入や、学校や企業と連携して既存のボランティ
ア団体だけでなく幅広い地域住民が参加できるしくみづくりを検討する。
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事業名 花いっぱいまちづくり事業（公園の再生整備） 中期計画番号 107

 土木政策課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 138,930 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 新エネ・省エネ導入の促進 中期計画番号 108

環境課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 31,208 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

まちなかを区民に安らぎを与える草花でいっぱいにするため、老朽化した公園を季節感あふれる草花
の植栽や花木を中心に再生整備する。

田端新町公園の再生整備においては、平成３０年度に実施設計を行った。今年度より、工事に着手し
ていく。

公園の再生整備においては、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。

令和元年度に田端新町公園の再生整備は完了する。引き続き、地域からも改修要望がある公園など、
竣工後３０年以上経過した近隣規模以上の公園については、再生整備の検討を行っていく。

「北区地球温暖化対策地域推進計画」で掲げる新エネ・省エネ機器等の普及促進を図るため、区民
（一般住宅・集合住宅）や区内中小企業者等に対して費用助成による機器導入支援を行う。また、小
学生を対象に楽しみながら環境配慮行動等について学ぶ「省エネ道場」を実施する。
省エネに関する意識の向上及び地域における環境負荷の低減を図り、地球温暖化の防止に寄与する。

新エネ・省エネ機器の導入促進については、一般住宅や集合住宅の助成件数は年々増加傾向にある。
中でも太陽光発電システムに代わる形で住宅用蓄電システムの需要が高まっている。
省エネ道場については、講座内容の多様化や段位認定制度の導入など、興味・関心の動機づけの強化
に努めた効果から、初年度と比べて参加者数は大きく増加している。

今後の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。
小学生に対し、省エネ道場で学んだ知識を家庭や地域での実践に活かしてもらうとともに、他の環境
問題・環境学習への興味・関心につなげるしくみづくりが必要である。

本事業の推進により、地域における温室効果ガス排出量の削減を、着実に進めていくことができる。
新エネ・省エネ機器導入に対するメリットを含めた本事業の周知に力を入れ、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組みを推進する。また、小学生に対する環境学習環境のより一
層の充実を図るため、省エネ道場について、学校・わくわく☆ひろばとの連携や、事業運営における
環境大学事業修了生の活用などを進める。
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事業名 緑化推進モデル地区事業 中期計画番号 109

環境課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,585 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

北区みどりの条例に基づき、緑被率が３０％未満の一定の区域を緑化推進モデル地区として指定し、
花壇・プランター等の設置や生垣造成助成金の増額等、物理的・技術的な支援を行う。
みどりの保護育成により、安全で快適なうるおいのあるまちづくりに寄与する。

生垣造成に伴うブロック塀の撤去は防犯・防災面における安全性の向上にも寄与する。造成助成のみ
ならず、その後の維持管理の助成についても周知を図る等、継続的な支援を行う必要がある。
緑化推進モデル地区として指定することには、住民に地域のみどりへの関心を高める狙いがあるた
め、みどりの協定制度と合わせて、十分な働きかけができているか検証を行う必要がある。

北区をみどり豊かなうるおいのあるまちにするために、新たなみどりの創出と維持管理は重要であ
り、緑被率や緑視率の低い地域の緑化推進は今後も必要である。そのため、現物提供や助成金交付と
いった措置は継続して行う必要がある。特に防災面からも生垣造成は促進されるべきであり、維持管
理の負担を軽減するため、助成制度の運用性を高める。

平成３０年度末時点のモデル地区指定は４か所。
東田端地区・昭和町地区（Ｈ２６．６～Ｈ３１．６）
東十条１丁目地区・東十条２丁目地区（Ｈ２９．３～Ｈ３４．３）
モデル地区においては生垣造成に係る助成金を他地区より引き上げたり、接道部の緑化に用いること
を条件に花苗等の供給を行っており、緑化の延長及び面積の増加に貢献している。
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事業名 大学の誘致 中期計画番号 110

企画課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 東洋大学と連携した地域活性化の推進 中期計画番号 111

企画課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

平成２９年４月の東洋大学情報連携学部開設（旧赤羽台中学校跡地）を契機として、平成２９年３月
に「東京都北区と学校法人東洋大学との新たな連携施策に関する覚書」を取り交わし、これまでの連
携事業に加え、新たな連携施策を推進してきた。
また、令和３年４月にはライフデザイン学部が赤羽台キャンパスへ移転し、その後、令和５年には福
祉社会デザイン学部及び健康スポーツ科学部への改組が予定されており、こうしたことを見据え、さ
らなる連携事業の充実を図るため、平成２９年３月に締結した覚書を解消し、平成３１年２月に「東
京都北区と学校法人東洋大学との包括協定推進に関する覚書」を締結した。

平成２９年度及び平成３０年度は、相談内容を「産学連携に関すること」に絞ったワンストップ相談
窓口を設置し、効果検証を行った。引き続き、実績を伸ばす方策や有効活用について検討していく必
要がある。
さらに、令和元年度は、「東京都北区と学校法人東洋大学との包括協定推進に関する覚書」を踏ま
え、ワンストップ相談窓口の機能拡充について検討を行うとともに、東洋大学と協議していく必要が
ある。

「東京都北区と学校法人東洋大学との包括協定推進に関する覚書」に基づき、区と東洋大学とで組織
する地域連携のための体制を新たに構築し、連携事業の推進を図っていく。

区と大学が連携し、大学が持つ資源を活用して地域の活性化を図るため、大学の誘致を行う。

旧赤羽台中学校跡地に誘致した東洋大学については、平成29年度に情報連携学部を開設した。また、
令和３年４月にはライフデザイン学部が赤羽台キャンパスへ移転し、その後、令和５年には福祉社会
デザイン学部及び健康スポーツ科学部への改組が予定されている。

平成30年5月25日に「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就
業の促進に関する法律」が成立し、東京２３区の大学の定員抑制が行われたことにより新たな大学の
誘致が困難な状況となった。
しかし、今後も、区議会、特別区長会や特別区議会議長会、東京都とも連携し、国に対して必要な対
応を図っていく必要がある。

法律により大学の定員拡大が10年間抑制されたことから、新たな大学の誘致は困難な状況となってい
るが、すでに誘致した東洋大学との連携をさらに深めていく。

旧赤羽台中学校跡地に東洋大学が新たな学部として、情報連携学部情報連携学科を開設することを契
機とし、これまでの連携事業を推進するとともに、新たな連携施策を検討のうえ展開していく。
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事業名 新庁舎の整備 中期計画番号 112

総務課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 20,600 （千円）
事業課長の方針 拡充

事業名 公共施設の再配置 中期計画番号 113

経営改革・公共施設再配置推進担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

用途転換や複合化を進める一方で、学校の改築や保育所の整備など新たな施設整備も求められている
ところであるが、今後も施設総量の抑制の観点から、遊休化した施設の売却など、施設総量の削減に
取り組んでいく。

・建設予定地の周辺道路や土地の形状等がまだ確定していないため、状況に応じた柔軟な内容にする
必要がある。
・事業費が多額に上るが、補助金等の交付対象ではないため、引き続き、基金の積み立て等の財源確
保を必要としている。

令和３年度末の新庁舎建設基本計画の策定に向けて、令和元年度に取り組む基礎情報の調査結果等を
踏まえた、本格的な検討に取り組む。
取り組みにあたっては、会議の活発化、進捗状況の周知等を見込んでいる。

区役所庁舎の老朽化などに対応するため、人にも環境にもやさしく、区民に親しまれ、だれもが気軽
に訪れることができる開かれた新庁舎を整備する。

平成２９年度に建設予定地が選定されたことから、新庁舎建設基本計画を令和元年度末に策定するこ
とを目指して取り組んだ。
しかし、国立印刷局から土地の引き渡しを受けるにあたり、王子工場の建替工事で環境アセスメント
の実施が必要になったことから、策定時期を令和３年度末に変更した。

公共施設をとりまく社会環境や行政需要の変化に対応するため、「北区公共施設再配置方針」に基づ
き施設の再配置を推進する。

旧北園小学校施設跡地は、用途転換により、特別養護老人ホーム、認可保育園及び区営シルバーピア
を整備し、平成２９年度に開設。
なでしこ小学校は、改築に伴う複合化により、志茂地域振興室及び志茂東ふれあい館を移設し、平成
３０年度に開設。
浮間中学校については、改築に伴う複合化により、浮間図書館、浮間子どもセンター・ティーンズセ
ンターを移設し、令和２年３月末に開設予定。
十条駅西口地区再開発に伴う複合化については引き続き検討していく。

平成２５年７月に「北区公共施設再配置方針」、平成２９年２月に「公共施設等総合管理計画」を策
定し、公共施設マネジメントに取り組んできたところである。
公共施設再配置方針では、施設総量の15％削減を目標に掲げており、学校施設跡地や遊休施設の売
却、施設の用途転換、集約化・複合化や統廃合・廃止に取り組んでいる。一方で、更新時期を迎えた
学校の改築や年少人口の増加、保育ニーズの高まりなどに対応するための保育園や学童クラブの整備
にも積極的に取り組んできた。
しかしながら、将来的には人口減少が見込まれることから、人口動向や施設需要の変化、老朽化によ
る更新時期などを見極めながら、具体的な公共施設の再配置を進める必要がある。
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事業名 遊休施設等の有効活用の検討 中期計画番号 114

経営改革・公共施設再配置推進担当課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 区有施設エレベーターの改修（防災センター） 中期計画番号 115

 防災課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 終了

区有施設に設置されている老朽化したエレベーターを計画的に改修する。

今年度、設計委託を経て課題をクリアした仕様の改修工事を行い、リニューアルした。

建物の大規模改修工事との同時施工の検討などを営繕課及び財政課と行ってきた。建築基準法改正に
よる既存不適格エレベーター対象だった為、緊急災害時及びバリアフリー対策も万全な仕様を営繕課
と協議した。改修工事期間中のエレベーター利用停止にあたり、所内へ案内看板の設置及びホーム
ページによる周知をし、利用者への対策を行った。今後も老朽化した際には、現在のニーズに沿った
対策が必要になる。

遊休施設または遊休施設となることが見込まれる施設について「北区公共施設再配置方針」に基づ
き、用途転換や集約化・複合化のほか、資産としての有効活用について検討する。

浮間さくら荘は区立特別養護老人ホームの改築ステーションとして整備、旧志茂東ふれあい館は志茂
保育園を移設、旧志茂地域振興室・児童室跡地は公園として整備、旧滝野川東出張所・児童室跡地は
公園整備と売却との方針が出ている。その他施設についても引き続き各課からの遊休施設利用希望を
基に、活用方法について検討していく。

国の方針に基づき、「公共施設等総合管理計画」を平成２９年２月に策定した。今後も公共施設等総
合管理計画に基づき、限られた資源の有効活用方法について検討していく必要がある。
遊休施設等の有効活用に当たっては、施設総量の抑制の観点から、公共施設等総合管理計画に掲げる
「用途転換」「学校等の施設への集約化・複合化」「統廃合・廃止の検討」の３つの方策を基本に検
討・実施していく。

用途転換や複合化を進める一方で、学校の改築や保育所の整備など新たな施設整備も求められている
ところであるが、今後も施設総量の抑制の観点から、遊休化した施設の売却など、施設総量の削減に
取り組んでいく。
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事業名 区有施設エレベーターの改修（北とぴあ） 中期計画番号 115

地域振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 134,530 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 区有施設エレベーターの改修 中期計画番号 115

（上十条区民センター、北区セレモニーホール、浮間区民センター） 地域振興課

事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 12,544 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

利用者が安全、安心に施設利用できるよう、老朽化した施設のエレベーターの改修を計画的に実施す
る。

上十条区民センター（平成29年度実施　事業費21,805千円）
北区セレモニーホール（平成30年度実施　事業費37,190千円（Ｈ29債務負担15,820千円 + Ｈ30
21,370千円））
浮間区民センター（令和元年度実施予定　事業費22,483千円（Ｈ30 9,939千円 + Ｈ31 12,544
千円）

施設の休館を伴う改修工事となるため、利用者への配慮、施設管理者との事前調整が重要となる。

利用者の安全確保、利用に関する周知等に努め、引き続き、営繕課、施設管理者と連携しながら推進
していく。

施設を運営しながらの改修工事となるため、利用者への配慮、指定管理者との事前調整が重要とな
る。

利用者の安全確保、利用に関する周知等に努め、引き続き、営繕課、指定管理者と連携しながら推進
していく。

北とぴあの指定管理者と連携し、利用者が安全、安心に施設利用できるよう、計画的に改修工事を実
施する。

平成30年度は、６基改修実施済み。
７号機（非常用/バックヤード）、８号機（厨房用/13～16階）、９号機（荷物用/つつじホール）、
10号機（乗用/スペースゆう）、11号機（荷台用/さくらホール）、12号機（荷物用/展示ホール）
令和元年度は、３基（高層階用/Ｂ３～17階）令和２年度は、３基（低層階/Ｂ１～10階）を実施す
る。
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事業名 区有施設エレベータの改修（十条台小学校温水プール） 中期計画番号 115

スポーツ推進課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 休止

事業名 区有施設エレベーターの改修（障害者福祉センター） 中期計画番号 115

 障害者福祉センター
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 40,800 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

十条台小学校は、令和３年４月１日に荒川小学校と統合され、現在の十条台小学校の位置に統合新校
を改築することが決定されている。統合後の十条台小学校温水プールのあり方については、今後検討
されることから、エレベータの改修は当面見送る。

区有施設に設置されている老朽化したエレベータを計画的に改修する。

障害者福祉センターは、障害者福祉センターと指定管理している７施設の管理を行っている。それら
の施設の老朽化したエレベーターを計画的に改修し、長寿命化を図っていく。

平成29年度　あすなろ福祉園　終了
平成30年度　赤羽西福祉工房　終了
令和元年度　障害者福祉センター

障害者福祉センターは２台のエレベーター（一台は大型）を改修する工事となるため、大工事とな
る。利用者への配慮、施設管理者との事前調整が重要である。

利用者の安全確保、利用に関する周知等に努め、引き続き営繕課と連携しながら推進していく。
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事業名 区有施設エレベーターの改修（北区保健所） 中期計画番号 115

 生活衛生課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 17,733 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 区有施設エレベーターの改修（区営住宅） 中期計画番号 115

住宅課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 0 （千円）
事業課長の方針 その他

今後、新たな法改正に伴う既存不適格事項がある場合、順次対応する必要があるため、北区公営住宅
のストック活用及び長寿命化計画及び社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）と合わ
せて計画的な実施を検討する必要がある。

区有施設に設置されている老朽化したエレベーターを計画的に改修する。適切な維持補修により施設
の長寿命化を図る。

平成３０年度に、北区保健所の老朽化したエレベーター改修工事について設計委託し、2年間にわた
る改修工事契約を締結した。北区保健所施設運営に支障がないように、工期や工程について調整を進
め、令和元年９月末から１１月中旬を予定している。

大規模な搬出搬入、騒音が発生する工事については、週日にできないため、土日祝日に行う。通常業
務を継続しながら工事を進めることになり、2～3階へは階段利用のみとなる。来所者へ広く周知し、
理解と協力を得ること、何より安全の確保が重要である。

施設利用者の安全性・利便性の向上及び施設の長寿命化を図るため、適切な維持補修に今後も努めて
いく。

区営、高齢者住宅に設置しているエレベーターのうち、法改正に伴う耐震性等の確保など、既存不適
格に該当するエレベーターを対象として、不適格部分を改修し、 新の耐震性等を確保することで、
各住宅のエレベーターの安全性を確保し、共用部分の改善を図る。

社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）の共用部分の改善事業として位置づけ、順次
改修工事を実施。

今後、新たな法改正に伴う既存不適格事項がある場合、順次対応する必要がある。
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事業名 友好都市交流協定の締結 中期計画番号 116

地域振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 279 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

事業名 他自治体との新たな連携・交流の推進 中期計画番号 117

地域振興課
事業の内容（対象・手段・意図）

進捗状況

事業の課題

令和元年度予算 1,264 （千円）
事業課長の方針 維持・推進

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。
現在休止している、酒田市との「児童交流事業」の今後の方針を検討する必要がある。

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。

相互の理解と信頼を深め、両都市における地域の活性化と発展をめざして、国内外の新たな都市と災
害時における相互応援体制の整備をはじめ、文化、教育、産業、スポーツなど、様々な交流事業を推
進し、友好都市に関する協定を締結する。

自治体間連携・交流推進に係る基礎調査報告書を参考に各自治体への視察や情報交換を行っている。

候補となる自治体は複数あるが、協定を結ぶことのメリットをしっかりと整理する必要がある。

昨年度に引き続き、新たな友好都市となる候補地選定のための情報収集を行い、協定締結に向けて検
討していく。

友好都市との新たな事業や幅広い連携・交流の推進に向けた検討を行う。

平成30年度は新たな事業として、友好都市体験教室イベントを実施した。また4都市の意見交換の場
としての自治体交流研究会を継続しており、新たな連携や事業の検討、交流の推進に取り組んでい
る。
なお、研究会は今まで北区で開催していたが、令和元年度は中之条町で実施するなど、新たな連携を
開始した。
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