
（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 新型コロナウイルス感染症の影響等によ
る私立認可保育所等の保育士の負担を
軽減するため、人件費の一部を補助し、
より安心・安全な保育を提供する。

新 ⑴ 子ども家庭部 266,367

2 既存事業の子育て訪問支援券事業等
をベビーシッター利用料助成制度に移
行する。さらに、乳幼児を育てる家庭の
負担軽減や孤立化等を防止するため、
家事サービス等の利用料を支援する事
業を新たに開始する。なお、ひとり親家
庭子育て訪問支援事業及び多胎児家
庭サポーター事業利用料助成制度につ
いては引き続き実施する。

レ ⑴ 子ども家庭部 185,781

3 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、民間活力を生かした手法等によ
る育成室の整備を行う。

レ ⑴ 教育推進部 24,363育成室待機児童解消対
策

令和４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

私立認可保育所等におけ
るより質の高い保育の提
供

ベビーシッター等による子
育て支援事業

令和３年10月27日庁議資料
企 画 政 策 部

１ 重点施策の位置付け

令和４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４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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（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

事業名

4 認知症施策の推進を図るため、認知症
検診事業に成果指標を導入するととも
に、その達成に向けた民間事業者独自
の取組を取り入れ、費用対効果の高い
事業を実施する。

レ ⑴ 福祉部 23,959

5 新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、高齢者等の地域でのつながりの希薄
化等が懸念されていることを踏まえ、高
齢者を対象とした３つの事業（高齢者等
見守りあんしん電話事業（心）、高齢者
のスマホ使い方教室（技）、シニアのた
めのフィットネス教室（体））を実施し、健
康寿命の延伸及び社会とのつながりの
促進を図る。

新 ⑴
⑶ウ

福祉部 8,385

6 ヤングケアラーを早期に把握し、適切な
支援につなげるため、福祉、介護、教育
等の関係機関への研修や相談支援機
関の情報提供を行い、スクールソーシャ
ルワーカーを通じた支援や家庭支援ヘ
ルパー派遣事業を行うとともに、関係機
関の連携強化を図る。

新 ⑴ 福祉部
子ども家庭部
教育推進部

279

7 アフターコロナを見据え、中小企業の企
業力の向上を促進し、持続可能な区内
産業の振興を図るとともに、環境保全へ
の貢献などＳＤＧｓの達成に向けた区内
中小企業の取組につなげるため、生産
性向上設備や省エネ設備の整備に要
する経費、認証取得等に要する経費の
一部を補助する。

レ ⑴
⑶イ

区民部 30,500

8 アフターコロナを見据え、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、補助金検索
システムやクラウド版の企業情報データ
ベースを導入し、支援施策に係る情報
発信を強化するとともに、中小企業支援
員の相談業務のオンライン化を推進す
る。

新 ⑴
⑶イ

区民部 3,250

9 中小企業の持続的な成長やDXの推進
を図るため、セミナーを通して、アフター
コロナを見据えた人材の強化について
の啓発を行うとともに、従業員の専門知
識や技能の習得に係る経費の一部を補
助する。

新 ⑴
⑶ウ

区民部 1,000

10 商店街を活性化し、地域経済の活力を
取り戻すため、「文京ソコヂカラ」サイトを
プラットフォームに、区内の様々な商店
街関連情報を広く発信するとともに、専
門プロデューサーを派遣し、商店街の
活性化に向けた取組を伴走型で支援す
る。

レ ⑴
⑶イ

区民部 10,494

（3）活力と魅力あふれるまちの創造

中小企業向け情報発信
強化事業

「リスキリング」による中小
企業の人材強化支援

文京ソコヂカラ商店街総
合支援事業

（2）健康で安心な生活基盤の整備

PFS（成果連動型民間委
託契約方式）を活用した
認知症検診事業

ポジティブ・シニアをつな
ぐ応援プロジェクト（心・
技・体）

ヤングケアラー支援に向
けた連携推進事業

中小企業の企業力向上の
ための設備投資等支援
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№ 事業概要 区分
重点
項目

所管部名
事業経費
概算要求額

事業名

11 エシカル消費について区民の理解促進
を図るため、エシカル消費の普及・啓発
に係る動画制作を通じて、区民等に楽
しみながら学ぶ機会を提供する。

新 ⑴ 区民部 1,352

12 肥後細川庭園のリニューアル５周年を契
機とし、関口・目白台エリア内での周遊
イベントの実施等を通して、本エリアの
新たな魅力を創出・発信する。

新 ⑴ アカデミー推進部 5,684

13 新型コロナウイルス感染症による女性へ
の影響を踏まえ、「セクシュアル・リプロ
ダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に
関する健康と権利）」の大切さを若い世
代が同世代へ伝える、「ピア・アクティビ
スト」の育成とその普及啓発を行い、性
暴力や性被害を未然に防ぐ環境の整備
につなげる。

新 ⑴ 総務部 2,757

14 「文京区立図書館改修等に伴う機能向
上検討委員会」の報告書において、老
朽化する小石川図書館の改築につい
て、求められる機能や隣接する竹早公
園との一体的整備の方向性が示された
ことを踏まえ、一体的整備に関する基本
計画を策定する。

レ ⑴ 教育推進部 7,865

15 地球温暖化対策地域推進計画に掲げ
る「クールアース文京都市ビジョン」等に
賛同する区内事業者等を募り、その取
組を共有・発信するとともに、契約時に
事業者等に省エネ配慮を促すなど、脱
炭素社会に向けた機運を創出する。

新 ⑴ 資源環境部 1,000

16 地球温暖化対策として、区の二酸化炭
素排出量の約半分を占める業務部門の
削減を図るため、区のすべての事務事
業で発生する二酸化炭素の約30％を占
める文京シビックセンターの電力につい
て、二酸化炭素を排出しない再生可能
エネルギー100％の電力を率先的に導
入する。

新 ⑴ 資源環境部
施設管理部

171,926

17 家庭から排出されるプラスチックごみの
削減を図るため、ぶんきょう食べきり協
力店、又は文京ソコヂカラ登録店舗の
飲食店を対象に、テイクアウト等に使用
している容器等をプラスチック製品から
環境配慮型製品に切り替えた場合に、
容器等購入経費の一部を補助する。

新 ⑴ 資源環境部 14,822脱プラスチック製容器等
購入費補助事業

ピア・アクティビスト育成事
業

小石川図書館改築に伴う
竹早公園との一体的整備

（5）環境の保全と快適で安全なまちづくり

脱炭素社会を目指す
「クールアース文京都市ビ
ジョン」実現への地域全体
での取組による推進

（4）文化的で豊かな共生社会の実現

シビックセンターにおける
再生可能エネルギー電力
の導入

エシカル消費文京！動画
コンテスト

関口・目白台エリア魅力
創出事業
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重点
項目

所管部名
事業経費
概算要求額

事業名

18 家庭から排出される生ごみの減量及び
リサイクルの推進を図るため、生ごみ処
理機等の購入費用の一部を補助する。

レ ⑴ 資源環境部 933

19 自助・共助の意識の向上や、防災に関
する知識の定着を図るため、避難所生
活を疑似体験する訓練や、備蓄品の購
入支援を行うとともに、オンラインイベン
ト等を通じ、ハザードマップ等の有効活
用につなげる。

新 ⑴ 総務部 14,668

20 Ｚ世代が中心となって取り組むSDGｓ啓
発活動を促進するため、交流や発表の
機会を創出するとともに、講座等を通じ
て区民のSDGｓの理解促進を図る。

新 ⑷ 企画政策部
総務部
区民部

資源環境部
教育推進部

818

21 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 733,815

22 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 1,024,778

23 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 2,442,135

24 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 3,447

25 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 3,186

26 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 359,930

家庭用生ごみ処理機等購
入費補助事業

柳町小学校等改築

学校施設等の快適性向
上

（6）その他（施設関係の大規模な取組、その他重要性の高い施策）

誠之小学校改築

明化小学校等改築

未来に繋げ！Ｚ世代×サ
ステナ文京プロジェクト

「みんなの防災力」向上プ
ロジェクト

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
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事業経費
概算要求額

事業名

27 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 466,229

28 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 205,671

29 年少人口の動向を踏まえつつ、法改正
による学級編制基準の見直しに対応す
るため、小学校の教室増設を行う。

レ ⑴ 教育推進部 816,900

30 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 541,652

31 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 719,943

32 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
物除去路線のうち２路線について、支障
移設工事、電線共同溝工事、引連設計
を行う。

継 ⑴ 土木部 97,440

小学校の教室増設対策

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

旧区立特別養護老人ホー
ムの大規模改修

公園再整備事業
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