
（単位　千円）

№ 事業概要 区分
重点
項目

所管部名
事業経費
概算要求額

1 身体的・精神的な負担が大きい多胎児
家庭を支援するため、専門家の講義や
保健師等による訪問相談支援等を実施
し、安心して子育てができる環境を整備
する。

レ ⑴ 保健衛生部 623

2 新型コロナウイルス感染防止対策とし
て、オンラインによる母親学級及び両親
学級を開催し、妊娠・出産・育児等の知
識を深め、妊娠中の不安の解消を図
る。

レ ⑴
⑶ウ

保健衛生部 8,382

3 未就学児童人口の増加等による保育
ニーズの高まりに迅速に対応するため、
私立認可保育所等の開設を進めるとと
もに、定期利用保育を実施し、保育所
入所待機児童の解消を目指す。また、
保育の質の向上を図るため、子ども・子
育て支援法に基づく指導検査及び私立
認可保育所等への巡回指導を両輪とし
た指導体制を強化する。

レ ⑴ 子ども家庭部 1,872,166

令和３年度重点施策について

事業名

（1）子どもたちに輝く未来をつなぐ

多胎ピアサポート事業

母親学級・両親学級のオ
ンライン開催

保育所待機児童解消対
策

令和２年10月28日庁議資料
企 画 政 策 部

１ 重点施策の位置付け

令和３年度予算編成において、重点的に推進すべき優先度の高い施策を重点施策として選定した。

２ 重点施策の選定方法（重点項目）

選定に当たっては、次に掲げるものを最優先とした。

⑴ 主要課題の解決につながる施策

「文の京」総合戦略に掲げる主要課題（戦略シート）の解決に向け、新たに実施もしくはレベルアップ

を図る施策

⑵ 持続可能な行財政運営を推進する施策

「文の京」総合戦略に掲げる行財政運営の取組に基づき、新たに実施もしくはレベルアップを図る施策

⑶ 新型コロナウイルス感染症に対応する施策

ア 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する施策

イ 区民生活や地域経済の復興に資する施策

ウ アフターコロナの社会変革に適応する施策

⑷ その他、重要性の高い施策

上記のほか、区として重点的に推進する必要があると認められる施策

３ 重点施策一覧表

令和３年度重点施策を、「文の京」総合戦略に掲げる基本政策ごとに分類し、提示する。

なお、予算編成過程の透明化に合わせて、事業経費の概算要求額も提示する。
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4 新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、入園を希望する保育所の情報収集
が十分にできない状況にある中、オンラ
インによる「１分でまわれちゃう！おうち
でぶんきょう園見学」や「保育施設展」に
より、直接園を訪れることなく、必要な保
育施設情報を取得できる環境を整備す
る。

レ ⑶ア 子ども家庭部 2,717

5 ベビーシッター利用に関する支援として
実施してきた子育て訪問支援券等の既
存事業は現行制度のまま運用した上
で、カバーしていない年齢や、より手厚
い支援を行う必要のある多胎児養育家
庭について、ベビーシッター等の利用
料を助成する。

レ ⑴ 子ども家庭部 128,871

6 春日・後楽園駅前地区市街地再開発事
業における公益的施設の一つとして、
病児・病後児保育施設を整備するた
め、開設準備経費等を負担するととも
に、委託により事業を実施する。

レ ⑴ 子ども家庭部 137,057

7 新型コロナウイルス感染症に係る支援が
届きにくい児童扶養手当の支給対象外
のひとり親世帯を、子ども宅食プロジェク
トの利用対象者に含め、希望者に対し
食品等を定期配送し、必要な支援につ
なげる。

レ ⑴
⑶イ

子ども家庭部 51,100

8 親の離婚による子どもの心理的負担を
最小限にとどめ、安定した生活を確保
するため、子どもの最善の利益を守る法
律相談を実施するとともに、子どもの権
利として養育費の受領支援や、面会交
流の機会を提供する。

新 ⑴ 子ども家庭部 1,860

9 Society5.0時代の到来を見据えた、従来
の指導方法にとらわれない新しい授業
スタイルを創造するため、一人一台配付
したタブレット端末を活用し、対面授業と
オンライン授業を同時に行う「ハイブリッ
ト授業」が実施できる環境を整え、様々
な教育課題の解決につなげる。

新 ⑴
⑶ウ

教育推進部 33,897

10 育成室の利用ニーズの高まりに迅速か
つ適切に対応するため、学校施設や公
有地の活用等、従前から区が行ってき
た手法による育成室の整備に加え、新
たに民間活力を生かした手法による育
成室の新設を行う。

レ ⑴ 教育推進部 76,231

11 認知症に関する正しい知識・理解の普
及啓発と、本人による認知症の早期の
気づきを支援するため、55歳から75歳ま
での５歳ごとの節目検診を実施する。検
診では、認知機能測定デジタルツール
による脳の健康度測定を行い、結果に
ついて医師からのアドバイスのほか、必
要に応じて医療機関や、看護師による６
か月間の支援等につなげる。

新 ⑴ 福祉部 27,647

子ども宅食プロジェクト（新
型コロナウイルス感染症
対策）

離婚に伴う子どもの養育
費や面会交流の支援

「Society5.0の教室」プロ
ジェクト

育成室待機児童解消対
策

（2）健康で安心な生活基盤の整備

認知症検診等事業

病児・病後児保育事業

オンラインによる保育施設
情報の提供

ベビーシッター等による子
育て支援事業
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12 高齢者や障害者の権利擁護を推進する
ための中核機関を設置し、成年後見制
度利用促進計画で定められた広報機
能、相談機能、成年後見制度利用促進
機能、後見人支援機能等を備えた権利
擁護支援の地域連携ネットワーク、協議
会等を整備することで、関係機関の連
携体制の強化、成年後見制度の利用の
促進を図る。

レ ⑴ 福祉部 6,654

13 新型コロナウイルス感染症の発生や拡
大による生命・健康を損なうリスクを回避
し、施設運営や区民生活が安定的に継
続できるよう、高齢者や障害者、子ども
等が利用する施設の利用者又は職員
等に対し、PCR検査を実施する。

レ (3)ア 福祉部
子ども家庭部
教育推進部

550,874

14 コロナ禍における中小企業の事業継続
と企業力の向上を推進し、区内産業の
活性化を図るため、密閉空間の感染リス
クの低減につながる高機能換気設備
等、生産性向上設備や省エネ設備の整
備に要する経費の一部を補助する。

レ ⑴
⑶ア

区民部 20,000

15 区内企業によるイノベーションの創出を
促進し、区内産業の活性化を図るため、
区内中小企業や大学発ベンチャー企業
が取り組む、感染症対策やSociety5.0の
実現に向けた新製品・新技術の開発に
要する経費の一部を補助する。

新 ⑴
⑶ア・ウ

区民部 12,333

16 アフターコロナ及び雇用情勢の変化に
備え、求職者の就職活動や区内中小企
業の採用活動に対する支援を強化する
ため、新たに各種セミナーや講座、オン
ラインでの就活支援、企業向け採用力
診断等を行う。

レ ⑴
⑶ウ

区民部 8,693

17 新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て離職した区民及び区内中小企業に就
職を希望する者を対象に、ミニ就職面
接会や派遣による就労体験を実施する
等、個々の状況やニーズに対応した緊
急就労支援を行う。

レ ⑴
⑶イ

区民部 42,598

18 「新しい生活様式」に適応した非接触型
の決済を促進するとともに、商店街の活
性化と個店の販売促進を図るため、文
京区商店街連合会が実施するキャッ
シュレス決済によるポイント還元事業に
補助を行う。

レ ⑴
⑶イ・ウ

区民部 44,410

19 文京区ゆかりの文化人である森鷗外の
没後100年を記念した各種顕彰事業を
実施するとともに、鷗外ゆかりのドイツや
国内各自治体との交流を深め、本区の
魅力を広く発信する。

新 ⑴ アカデミー推進部 24,101

新型コロナウイルス感染
症に係る緊急就労支援

キャッシュレス決済ポイン
ト還元事業補助金

森鷗外没後100年記念事
業

文京区総合就労支援事
業

権利擁護支援の地域連
携ネットワークづくりのため
の中核機関の設置等

高齢者・障害者・子ども施
設等のPCR検査

（3）活力と魅力あふれるまちの創造

中小企業の事業継続のた
めの設備投資支援

文京区イノベーション創出
補助金
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20 新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た観光産業及び地域活力を復興するた
め、区民参加型の観光土産品の商品開
発を行い、本区の新たな魅力を創出・発
信する。

新 ⑴
⑶イ

アカデミー推進部 3,282

21 新型コロナウイルス感染症により中止と
なった各種まつりの振興及び地域経済・
地域活力を復興するため、文京花の五
大まつり等に対し、まつりの復興、東京
2020大会のレガシー創出及び感染症対
策等に係る経費を補助する。

新 ⑴
⑶イ

アカデミー推進部 14,000

22 バリアフリーや新型コロナウイルス感染
症拡大防止等の観点から、非来館型の
電子書籍サービスを拡充し、「新しい生
活様式」等に伴い多様化する住民ニー
ズに対応する。

新 ⑴
⑶ウ

教育推進部 13,910

23 東京2020大会の機会を捉え、区にゆか
りのある競技団体やミュージアムの協力
により、オリンピック・パラリンピックに関
連した展示や講演、スタンプラリーを行
い、区内の文化資源を広く周知する。

レ ⑴ アカデミー推進部 4,948

24 区民等の利便性や施設の安全性の向
上のため、後楽公園少年野球場のグラ
ウンドを人工芝に改修するとともに、駐
輪場を整備する。

新 ⑴ アカデミー推進部 85,470

25 東京2020大会の開催に合わせ、聖火リ
レーを中心とする各種プログラムや、ドイ
ツや難民選手との交流事業を実施す
る。また、ボランティア事業やホストタウン
事業を通じて、ボランティア精神や国際
理解などを、大会後のレガシーとして引
き継いでいく。

継 ⑴ アカデミー推進部 56,282

26 公共交通不便地域の解消や区内の拠
点間を結ぶネットワークの充実等を図る
ため、本郷・湯島地域にコミュニティバス
の新規路線を導入する。

レ ⑴ 区民部 129,371

27 土砂災害の危険から住民の安全を確保
するため、新たに崖下建築物の減災工
事に対し助成を行うほか、崖等の整備
に対する助成を一部拡充する。

レ ⑴ 都市計画部 32,610

28 区の二酸化炭素等排出削減目標の達
成を目指すとともに、他自治体における
森林整備に係る取組を支援するため、
自治体が販売しているオフセット・クレ
ジットを購入する。

新 ⑴ 資源環境部 2,000

崖等整備資金助成事業

カーボン・オフセットによる
地球温暖化対策

コミュニティバス運行事業

Cheer Up!!　みんなでつく
る文京みやげ

文京区まつり復興事業

（4）文化的で豊かな共生社会の実現

区立図書館の電子図書
館機能拡充

文京区企画展「東京2020
～区内で触れるオリパラ
展！！～」

後楽公園少年野球場グラ
ウンド整備

東京2020大会「文の京」
トーチリレープロジェクト
～希望を灯し、未来へつ
なぐ！～

（5）環境の保全と快適で安全なまちづくり
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29 風水害や複合災害への対策として、区
と垂直避難の避難場所となる協定を締
結した民間事業者等に、備蓄物資を配
備し、垂直避難を促進する。あわせて、
中高層共同住宅や区民防災組織に対
し、備蓄品等の購入経費等について助
成を拡充し、在宅避難の促進及び区民
の防災意識の向上を図る。

レ ⑴ 総務部 21,141

30 転入の届出等、行政手続の効率化によ
り、区民の利便性を向上させるため、手
続ガイドサイトを導入し、手続きに必要
な書類や受付窓口、電子申請等を事前
に案内することで、手続きの円滑化を図
る。

新 ⑵
⑶ア・ウ

企画政策部 1,903

31 平常時に限らず、新型コロナウイルス感
染症への対応や災害時においても、区
と関係機関との間で、より迅速な情報伝
達ができるよう、汎用データベースサイト
及びビジネスチャットを導入し、情報伝
達手段のデジタル化を図る。

新 ⑵
⑶ア・ウ

企画政策部 9,280

32 老朽化した誠之小学校の校舎改築を行
い、多様な学習活動に対応した指導を
可能とするとともに、安全な学校生活を
送ることができるよう施設面の整備を図
る。

継 ⑴ 教育推進部 3,498,980

33 老朽化した明化小学校の校舎改築を行
い、多様な学習活動に対応した指導を
可能とするとともに、安全な学校生活を
送ることができるよう施設面の整備を図
る。また、敷地の有効活用のため、併せ
て明化幼稚園を改築し一体的な整備を
図る。

継 ⑴ 教育推進部 894,737

34 教室不足等に対応するため、学校の校
舎改築を行い、多様な学習活動に対応
した指導を可能とするとともに、安全な
学校生活を送ることができるよう施設面
の整備を図る。また、敷地の有効活用を
図るため、柳町こどもの森・児童館・育成
室も含めて一体的に整備する。

継 ⑴ 教育推進部 467,703

35 八ケ岳高原学園において、児童・生徒
が継続して安全かつ快適に施設の利用
ができるよう、劣化が著しい設備及び浴
室棟の改修を行う。

継 ⑴ 教育推進部 1,167,046

36 大塚小学校の増築を行うなど、年少人
口の動向に注視し、小学校の教室増設
を行う。

継 ⑴ 教育推進部 747,414

37 築30年以上が経過している小・中学校
及び幼稚園について、快適な教育環境
とするため、内装等の改修を実施する。

継 ⑴ 教育推進部 519,090学校施設等の快適性向
上

小学校の教室増設対策

垂直避難・在宅避難促進
事業

（6）持続可能な行財政運営

申請・届出等手続ガイドサ
イトの導入

官民が利用できる情報共
有ツールの導入

（7）その他（施設関係の大規模な取組）

誠之小学校等改築

明化小学校等改築

柳町小学校等改築

八ケ岳高原学園の改修
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38 全天候型舗装校庭を採用している区立
小・中学校のうち、舗装が老朽化してい
る学校について、整備を行う。また、区
立小・中学校の老朽化している屋上防
水及び外壁・サッシの改修工事を行う。

継 ⑴ 教育推進部 476,932

39 校舎改築工事予定がない学校につい
て、老朽化した給食室をドライシステム
対応の給食施設に改修する。

継 ⑴ 教育推進部 260,127

40 老朽化した小日向台町小学校の校舎改
築について、安全な学校生活を送ること
ができ、多様な学習活動に対応した指
導が可能な学校施設のあり方や、大規
模災害に応じた避難所機能等の整備に
ついて検討する。

継 ⑴ 教育推進部 7,263

41 老朽化した千駄木小学校の校舎改築に
ついて、安全な学校生活を送ることがで
き、多様な学習活動に対応した指導が
可能な学校施設のあり方や、大規模災
害に応じた避難所機能等の整備につい
て検討する。

継 ⑴ 教育推進部 8,202

42 経年により老朽化が進む旧区立特別養
護老人ホームについて、施設、設備等
の機能を原状回復し、円滑な事業運営
を確保するため、順次大規模改修を行
い、介護を必要とする高齢者への支援
を良好な環境で継続する。

継 ⑴ 福祉部 360,752

43 区立公園や児童遊園をより安全・安心
で快適なものとするため、公園再整備基
本計画に基づき、地域主体の区民参画
により、計画的な公園の再整備を推進
する。

継 ⑴ 土木部 495,216

44 災害時に円滑な避難や救急活動、物資
の輸送を行うため、無電柱化整備済み
又は計画のある緊急輸送道路から避難
所等までを結ぶ短区間の緊急道路障害
物除去路線について、基礎調査等の結
果を踏まえた、2路線の詳細設計を行
う。

継 ⑴ 土木部 29,000

公園再整備事業

短区間の緊急道路障害
物除去路線（ラストマイル）
における無電柱化整備

校庭、屋上防水及び外
壁・サッシ改修

給食室の整備

小日向台町小学校等改
築の検討

千駄木小学校等改築の
検討

旧区立特別養護老人ホー
ムの大規模改修
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