
【参考資料第3号】
文京区重点施策

重点施策

更新日2013年11月29日

平成26年度の重点硬策を公表します

平成26年度の予算編成に向けた作業にあわせて、予算編成過程の透明性を高めるための一環として、

平成26年度の重点施策を公表しています。

重点施策とは

文京区では、現在1．000以上の施策（事業）を実施していますが、区の姿勢を区民の皆様に効果的に、メ

リハリよくお示しするために、重点的に行う優先度の高い施策（事業）を「重点施策」として選定し、翌年度

の予算編成に反映させています。

区民の皆様のニーズを的確にとらえ、ファーストワン※の重点施策を展開することにより、心から住んで

いて良かったと実感していただける「文の京（ふみのみやこ）」を目指しています。
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ファーストワン（FIRST－ONE）とは、「最初の、一番の」という意味であり、ファーストワンの施策とは、「他

の自治体では実施していない施策」としていますが、最初に実施するということだけではなく、その取組を

通して二現在実施している事業においても一層の創意工夫をするなど、新しい側面から区民の皆様のニ

ーズを把握することにより、職員の意識改革やさらなるサービスの向上につなげたいという目的も有する
と考えています。

重点施策の選定について

重点施策の選定にあたっては、各所管部が区長にプレゼンテーションを行った上で、予算編成会議にお

いて検討し、庁議で決定しました。

また、選定にあたり、次に掲げるものを最優先としました。
【重点項目】

ア　次期基本構想実施計画において計画化すべきもの

イFIRST－ONEの施策。
り　子育て支援施策

工　高齢者施策

オ「新たな公共」の担い手との協働に関する施策

力　経済対策・雇用対策につながる施策

キ地球温暖化対策の強但こつながる施策
ク　災害対策など危機管理の強化につながる施策

ケ行財政改革推進計画【平成24年度～28年度】の実行に関わるもの

平成26年庫重点施策一覧表 （PDFファイル428KB）



平成26年度重点施策について

0　51の重点施策を、基本構想の体系により、分類してまとめました。

O「区分」欄の「新」とは、本区で今まで実施していない新しい施策
（事業）です。

O「区分」欄の「レ」とは、現在実施している事業に、新しい要素等
を加え、レベルアップした施策（事業）です。

〇・「区分」欄の「継」とは、現在実施している事業の中で、特に引き
続き重点的に実施する施設関係の施策（事業）です。

O「事業経費概算額」とは、重点施策の提案時における概算額であり
今後、予算編成過程の中で変更されることもあります。

（単位　 千 円）
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（1）子育 て ・教 育

1 私立認可保育所の 保育ニーズの高まりに迅速に対応する 、新 ア　実施計画 男女協働 138，209
開設を中心とした待 ため、私立認可保育所の開設を進め、 ウ　子育て支援 子育て支援部
痍鬼童対策 保育サービス量の拡大を図る。

2 かごまち保育園跡へ 駕籠町小学校内の施設を一部改修し、 新 ア　実施計画 男女協働 16，227
のキッズルーム及び キッズルーム（一時腺育所）及び育成室 ウ　子育て支援 子育て支援部
育成室整備 ‘ を開設する。

3 認可外保育施設の 保育サービスの安定的な提供と量的拡 新 ア 実施計圃 男女協働 30，304
認可化支援事業 大を図るため、認可施設への移行を希

望する認可外施設に対し、保育士資格
取得の支援や認可基準を嘩たすために
必要な改修費用等の補助を行う。

ウ　子育て支援 子育て支援部

4 要保護児童対策地 ①児童虐待ケースの対応力向上を図る レ

新

ア　実施計画 男女協働 11，270
域協議会・児童虐待 ため、スーパーバイザーによる助言指導 ウ　子育て支援 子育て支援部

／丈lr

対応力強化 の実施により、要保護児童対策協議会
実務者会議の充実を図る。また、協議
会構成員の虐待に関する知見・対応力
向上のための研修会の増加
②専門相談実施時聞及び実施 日の増
加
③ひとり親を含む養育困難家庭等へ支
援拡大のための調査研究会・事業展開
のための地域活動ワーカーの増配置

5 ぶんきょうハッピーべ 少子化対策の一環として、子どもを望む ア　実施計画 保健衛生部 1，431
イピープロジェクト すべての人が子どもを産み、育てられる

よう、区が関係団体・事業者等と応援団
（文京区版少子化危機突破タスクフォー
ス）を結成し、妊娠・出産支援の充実に
取り組む。

ウ　子育て支援



No． 事業名 　 事業概要二 牢分
重点
項目 ‾

′＿■‾所管部名
事業経費

概算額 ■
6 「生きる力」実現・学 新学習指導要領、文京区教育振興基 新 ア　実施計画 教育推進部 24，000

校カパワーアップ事 本計画の目指す知・徳・体の調和の取
業 れた「生きる力」の実現に向けて、各校

園の実態を踏まえた特色化、教育活動

の活性化を図る。

7

8

9

英語力向上推進事
業 一一

区立中学校において、在学中に実用英
語技能検定（英検）5～3級を各学年で
1回受検する機会を保障し、中学校3年
間で英検3級を取得させることを通して
英語学習への意欲を高め、学力向上を
図る。

レ ア　実施計画 教育推進部 22，751

子どもの体力向上推 幼児児童の体力や生活・運動習慣の現 新 ア　実施計画 教育推進部 3，520
進事業 状と課題を把握し、体力向上を図るた

め、学識経験者等を「体力向上アドバイ
ザー」として委嘱し、都の体力運動能力
調査をもとに、助言指導を行う。
また、区独自の体力運動能力調査（5歳
児）を開発・実施・分析し、運動遊びに係
る指導の充実を図るほか、区共通体力
向上イベントを実施する。

特別支援教育担当 全′卜中学校に教員免許を有する指導■ レ ア　実施計画 教育推進部 107，044
指導員配置事業 員を1名派遣し、通常の学級に在籍する

支援を要する児童生徒について、より効

果的な指導支援を図る。

10 区立幼稚園の預かり 幼稚園の教育課程終了後及び長期休 レ ア　実施計画 教育推進部 94，342
保育 業中に区立幼稚園全園（10園）で、預か

り保育を実施する。また、各園25名の定
員を各園の実情に応じて需要が大きい
3園で35名まで拡大する。

11 老朽校舎の改築 誠之小学校及び明化小学校の改築に
当たり、改築基本構想を策定する。

新 ア　実施計画 教育推進部 18，303

12

13

学校図書館の充実 文京区子ども読書活動推進計画に基づ
き、子どもの読書環境の整備を図るた
め、「学校図書館図書基準」の達成に向
けて、計画的に図書を購入するととも
に、司書資格を持つ専門職員を定期的
に派遣し、学校図書館の運営を支援す
る。

レ ア　実施計画 教育推進部 12，188

S T E P （Support支援 ひきこもり状態にある若者やその家族を 新 ア　実施計画 男女協働 5，410
／T alk相談 支援するため、相談事業や社会経験を ウ　子育て支援 子育て支援部
／Experienc占経験 積ませるための段階的プログラム、屠場 オ　新たな公共
／Place居場所） 所事業を実施するとともに、講演会や カ　経済・雇用
～文京区ひきこもり ワークショップを家族向けに開催するな
等自立支援事業～ ど、社会参加につなげる支援を行う。
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No． 二．■．事業各 1・． 事業概要 区分
重点 ・

項 目
所管部名 ‾

事業経費
概算額

14 中高生の心に火を灯 中高生の「何かやってみたい」、「一歩 新 ア　実施計画 男女協働 36，783
す ！プロジェクト（青 踏み出したい」という潜在的な想いを刺 イ　ファーストワン 子育て支援部

少年プラザPRイベン 激するため、PRイベント（区内中高20 ウ　子育て支援

ト等） 校つの訪問PR 、中高生と大学生による

対話イベント、音楽・ダンスイベント等）を
地域団体等と協力して実施する。
また、広報誌の発行やホームページの
作成を行うなど、（仮称）青少年プラザの
平成27年4月の開設に向けた整備を行
う。

オ 新たな公共

（2） 福祉 ■健康

15 認知症施策総合推 国の認知症施策5カ年計画に基づき、 新 ア　実施計画 福祉部 19，338
進事業 適切な支援体制を整備し、認知症に関

する総合的な施策を推進する。
（1）認知症高齢者に対する総合的な施
策の推進
（2）早期発見・早期対応体制の整備
（3）生活環境維持事業の実施

エ　 高齢者施策

16 民間事業者による高 施設と在宅の両面で、介護を必要とする レ ア　実施計画 福祉部 48，224
齢者施設の整備 高齢者の支援を拡充するた吟、民間事

業者が整備する特別養護老人ホーム及

びショートステイ施設（小石川五丁目）等
の高齢者施設を整備する。

エ　 高齢者施策

17 地域密着型サービス 公有地を活用することにより、認知症高 レ ．ア　実施計画 福祉部 146，649
施設の整備 齢者グループホーム等の民間事業者の

誘致を促進するとともに、民間事業者に
対して整備費用を助成する。
①小石川五丁目ショートステイ施設に認
知症高齢者グループホームを併設
②大原地域活動センター跡地に小規模
多機能型居宅介護拠点を誘致
③向丘地域活動センター跡地に小規模
多機能型居宅介護拠点及び認知症高
齢者グループホームを誘致

エ 高齢者施策
ケ 行革計画

18 シニアプラザ 区内大学との協働により、高齢者の生き

がいの創出や学生との異世代間の交流
など様々な活動を通じて、豊かな地域
生活の充実を図る。

新 ア 実施計画

エ 高齢者施策
オ 新たな公共

福祉部 1，707
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No． ■事業名 事業概要 区分
．重点

項 目
所管部各：

事業経費
概算額

19 日中活動系サービス
施設の整備

①本郷交流館跡地に民間事業者による
就労継続支援等の日中活動の障害者
福祉施設を誘致する。整備・運営に当
たり、民間事業者に対する一定の支援
を行う。
②大塚福祉作業所の音羽地域活動セ

ンター跡地への移転に際して、就労移
行支援等の障害福祉サービスを行う施
設を建設し、運営する民間事業者を誘
致する。当該施設の整備・運営に当た

り、民間事業者に対する一定の支援を
行う。
③動坂福祉会館内で委託により実施し

ている「障害者地域活動支援センター」
について、事業形態、サービスの提供
方法及び定員等につI、て検討する。

レ ア 実施計画
ケ 行革計画

福祉部 2

20 障害者就労支援事 障害者就労支援の充実に資するため、 レ ア　実施計画 福祉部、 19，383
業の充実 専門的なノウハウのある民間事業所へ

業務委託を行う。

21 在宅医療連携の推
進

住み慣れた地域で安心して住み続けら
れるよう、地域の医療関係者と在宅医療
連携の具体的な方策を検討するため、
地域医療連携推進協議会の中に、研究
会（ワーキンググループ）を設置し、より
専門的な観点から検討を行う。

レ ア 実施計画

エ 高齢者施策

保健衛生部 2，004

22 在宅歯科診療の雅一．
進

地区歯科医師会による在宅歯科診療推
進のための研修等で使用する専用ポー
タブルユニットの購入を助成し、在宅歯
科診療を推進する。

新 ア 実施計画

エ 高齢者施策

保健衛生部 480

（3） コ ミュニ テ ィ ・産 業 I 文 化

23 大学発ベンチャー創 技術をビジネスとして事業化する起業ス 新 ア　実施計画 区民部 2，200
出支援プログラム キルを学ぶ講座とビジネスプランコンテ

ストを開催する。講座の中間課題では、
区内中小企業の課題を解決する提案発
表会を設ける。
また、大学の研究成果を活用した起業
や学生自身による起業を対象とした補
助事業を創設し、新産業の創出を図る。

カ　経済・雇用

24 とびだせ ！消費者教 地域活動センター等、区内の施設及び 新 ア　実施計画 区民部 1，028
太目 大学等の区内教育機関に消費生活相

談員を派遣し、消費者相談や消費啓発
活動を行う。

25 若年者就労支援事 若年者の就労率向上を図るため、就職 レ ア　実施計画 区民部 3，235
業 希望の若者に対し、社会人基礎力講座

や講演会を実施するとともに、親を対象
とした講座も開催する。

カ　経済・雇用

4



正二 ∴事業名 事業概要　　　　　 区分
重点

項 目
所管部名

ーlヽ

事業経費

概算額

26 区制70周年記念事
業
文京区史の発行

本区の発展や文化の向上に資するた

め、区制70周年を迎える平成29年の発
行に向けて、区史及び教育史の編さん
作業を行う。
また、過去の情景や風俗等、区内の映
像資料について、データベース化を図

るとともに、解説や音声を加えるなど、よ
り付加価値をつけた情報を提供する。

斬

新

新

ア　実施計画 アカァミー推進部
教育推進部

14，778

27 文京区立図書館の 文京区立図書館サービス向上検討委員 ア　実施計画 教育推進部 43，482
サービス向上 会の検討を踏まえ、区民ニーズにそっ

た中央館・地区館の機能を充実すること

により、サービスの向上を図ることとし、
真砂中央図書館については改修工事

に向けた設計を行う。

28 文京ジュニアアスリー 区内外の団体・大学等と連携・協力体 ア　実施計画 アカアミー推進部 811
ト育成事業の推進 制を構築し、地域の大学やスポーツ団

体等との協働により、子どもたちを対象
とした基礎体力とスポーツ技能向上のた
めの教室やメンタル面での相談等を実
施する。

29 文の京の観光促進 観光の専門家を「トータルアドバイザー」 新 ア　実施計画 アカァミー推進部 1，036
タウンガイドミーティ こ招き、学識経験者、観光施設や公共
ング 交通機関の職員、公募区民委員等から

なる会議体を設置し、観光客のニーズ
把握や誘致施策の検討を行う。

く4）ま ちづ くり 】環境

30 文京区バリアフリー 28年度末のバリアフリー基本構想策定 新 ア　実施計画 都市計画部

一■ヽ

1，083
基本構想の策定 を目指し、基本構想の方向性を定め、

27年度に開催する協議会の委員構成
の検討や、委員選定など所要の手続き
を行う。

エ　高齢者施策

31 新江戸川公園からは 新江戸川公園の集会所「松撃閣」の整 レ ア　実施計画 アカアミー推進部 158，215
じめる緑と歴史のま 備に伴い、公園内にある池や園路等の 都市計画部

ちづくり 施設改修を行い、新たな魅力を創出し

た公園に整備する。また、松菅閤とその
周辺の観光施設と連携し、公園や道路
を含めた周辺地域との一体的な整備を
行うとともに まちあるきガイドツアーなど
の観光客誘致施策を検討する。

土木部

32 街路灯LED 化事業 区内街路灯（装飾灯等を除く）のうち、省

ェネ化されていない小型～中型街路灯
約2，600基を9年間で、省エネ効果の高

いLED器具に取り替える。

レ ア 実施計画

キ 地球温暖化

土木部 59，860

33 次世代自動車充電イ 区施設内に急速充電スタンドを設置し、 新 ア　実施計画 資源環境部

J ■7

11，898
ンフラ整備 電気自動車、プラグインハイブリット車の

利用者に有料で電気を供給する。

キ　地球温暖化

34 災害時における飲料 災害時、地域の応急給水拠点として飲 新 ア　実施計画 総務部 4，200
水の確保 料水の供給に資するため、各学校に設

置されている受水槽の水道用蛇口の整
備を行う。

ク　危機管理
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35 文京区総合防災訓 地域防災計画に基づき、年4回避難所 レ ア　実施計画 総務部 14，996
練 総合訓練を実施する。また、体験・見学

型訓練「防災フェスタ」を、小石川地区と
本郷地区において隔年で実施する。

ク　危機管理

36 防災啓発資料の充
実

防災課で保有している防災教育用の視
聴覚ライブラリの更新を行う。
小学生・中学生を対象とした防災啓発
パンフレットと学習用パワーポイントを作
成し、防災宿泊体験等における防災学
習教材として活用する。

新 ア 実施計画
ク 危機管理

総務部 6，395

37 木造密集地域の防 木造密集地域（大塚五・六丁目地域及 新 ア　実施計画 総務部 8，085
災力向上 び根津・千駄木地域）において、簡易水

道消火装置を区有施設に設置するとと
も．に、地域住民による訓練や小中学生

の訓練を実施する。

ク　危機管理

38 東京都不燃化推進 都の不燃化推進特定整備地区に指定 新 ア　実施計画 都市計画部 13，192
特定整備地区事業 された大塚五・六丁目地区において、耐

火性の高い建築物への建替えを促進す
るため、整備プログラムの策定や新たな
防火規制を導入する。

ク　危機管理

39 文京区空き家対策事
業

①管理不全な家屋等について、所有者 新 ア　実施計画 総務部 21，546
の同意のもと、区の負担により除却を行 イ ファーストワン

ク 危機管理
区民部

都市計画部つ。
また、除却後の土地を区が無償で借り
受け、公共目的で活用する。
②継続して使用できる家屋について

は、区が所有者の意向を確認し、地域
課題に取り組むN PO 等へ物件情報を
提供することにより、空き家の有効活用
を図る。

（5）行財政運営

40 元町公園の保全及 歴史性や防災性、景観などについて、 新 ア　実施計画 企画政策部 9，217
び旧元町小学校の 専門的な見識のある複数の学識経験者 ケ　行革計画
利活用 で構成する会議体から提言を受ける。

提言をもとに事業者選定を行い、元 町
公園を保全するとともに、旧元町小学校
について、元町公園との調和やその歴
史性に配慮しながら、さらなる有効活用

を図る。

その他 （施 設関係の大規模 な取組 ）

41 教育センター等建て 教育センター、福祉センター療育部門 継 ア　 実施計画 教育推進部 1，704，573
替え整備事業 及び（仮称）青少年プラザを合わせた複

合施設について、平成27年2月の竣工

に向け、建設工事及び埋蔵文化財調査
を継続実施するとともに、移転作業及び
開館準備を進める。
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42 教育情報ネットワーク① 小・中学校の全普通教室に各1台電 継 ア　 実施計画 教育推進部 ， 52，745
環境整備の充実 子黒板を設置するための調査・設計を

行う。
② 各幼稚園でコンピューターを用いた
情報資産が活用できるよう、学校IC T の
活用環境を整える。
③ モデル事業として電子黒板、タブレッ
ト型P C を導入する。

43 第六中学校改築 老朽化した第六中学校と近隣の区民施

設（向丘地域活動センター及びアカデ
ミー向丘）を合わせた複合施設につい
て、新校舎建築Ⅱ期工事及びグラウンド
整備工事を実施する。

継 ア　 実施計画 教育推進部 388，608

44 防災拠点としての学 洋式便器が未設置のトイレ（部屋）につ 継 ア　 実施計画 教育推進部 48，216
校（園）の機能強化 いて、便器1箇所の洋式化を完了させる

ほか、体育館の天井等耐震点検調査を
実施する。

ク　 危機管理

45 小中学校特別教室 小ヰ 学校の全ての特別教室の冷房化 継 ア　実施計画 教育推進部 27，000

の冷房化 を完了させる。

46 給食室の整備 駕籠町小学校の給食室をドライシステム

に改修する。
また、湯島小学校の給食室について、
実施設計を行う。

継 ア　 実施計画 教育推進部 207，139

47 外壁・サッシ改修 第十中学校（2期）、林町小学校の外壁・
サッシの改修を行うとともに、第九中学
校、青柳幼稚園の外壁・サッシ改修の
実施設計を行う。

継 ア　 実施計画 教育推進部 122，054

48 校庭・園庭の整備 明化小学校の校庭を人工芝に改修す

る。
また、第八中学校の校庭及び後楽幼稚
園の園庭が老朽化しているため、改修

の実施設計を行う。

継 ア ．実施計画 教育推進部 50，719

49 （仮称）新福祉セン 旧第五中学校の跡地において、平成27 継 ア　実施計画 福祉部 1，851，223
ターの整備 年4月開設に向けて、新たな機能を備え

た新福祉センターの建設を行う。

ウ 子育て支援

エ 高齢者施策
ク 危機管理

50 公園再整備事業 公園再整備基本計画に基づき、千石公

園及び白山一丁目第三児童遊園につ

いて再整備工事を行うとともに、新花公
園について、再整備に向けた設計業務
を行う。

継 ア　実施計画 土木部 122，327

5 1 シビックセンター外装 東日本大震災による外装等への影響を 継 ア　実施計画 施設管理部 435，667
等の検証及び改修 検証するとともに、屋上防水、外壁等の

工事 改修工事を行う。


