
（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 保育ニーズの高まりに迅速に対応する
ため、子ども・子育て支援事業計画に基
づき保育所入所待機児童を解消するた
めの緊急対策を実施する。私立認可保
育所及び小規模保育事業所A型の開設
を進めるとともに、春日臨時保育所の運
営を延長するほか、定期利用保育を実
施する。また、各施設における保育の
質・安全確保を図るため、私立認可保育
所等への巡回指導を強化する。

レ イ 子ども家庭部 3,038,933

2 不登校の未然防止や早期発見、早期対
応を推進するため、区内大学やスクール
カウンセラー等を活用し、不登校の予兆
への対応を含めた早期の段階からの組
織的・計画的なアセスメントを強化し、不
登校を生まない教育環境を整備する。
また、児童・生徒が気軽に相談できる窓
口として、SNSを活用した相談を試行的
に実施し、相談することの啓発と初期段
階での悩み解決を図る。

新 イ 教育推進部 18,565

3 新学習指導要領に明記されたプログラミ
ング教育の充実を踏まえ、小学校全校
での児童用タブレット端末の整備と、ICT
支援員による小・中学校への訪問支援
の拡充を行う。

レ ア、イ 教育推進部 336,646教育情報ネットワーク環境
整備の充実

不登校予防プロジェクト

平成31年度重点施策について

事業名

（1）子育て・教育

保育所待機児童解消緊
急対策

１ 重点施策の位置付け
基本構想の体系より、平成31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。

ア 基本構想実施計画の実行に関するもの
イ 子育て支援・教育に関する施策
ウ 高齢社会への対応に関する施策
エ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の推進に関する施策
オ 環境・まちづくりに関する施策
カ 災害対策など危機管理の強化につながる施策
キ 先進的な取組につながる施策

３ 重点施策一覧表
平成31年度重点施策を、文京区基本構想における五つの分野に分類し、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 小学校における外国語活動及び外国語
科の時数の増加や、中学校における英
語科の充実に向けて、外国人英語指導
員（ＡＬＴ）の配置時数を増やし、これか
らの国際社会で必要とされるコミュニ
ケーション能力の育成を図る。

レ ア、イ 教育推進部 77,837

5 「文京区部活動の在り方に関するガイド
ライン」に基づき、部活動指導員及び部
活動指導補助員を配置することで、学校
における働き方改革に関する業務改善
及び勤務時間管理等に係る取組につい
ての改善を図る。

レ ア、イ 教育推進部 39,772

6 インクルーシブ教育システム構築に向
け、幼稚園や学校の状況や保護者・区
民の幅広いニーズに対応するため、特
別支援教育担当指導員等を追加配置
することで、さらなる合理的配慮を提供
し、特別支援教育を推進する。

レ ア、イ 教育推進部 328,831

7 小学校及び中学校におけるプレゼン
テーション能力（コミュニケーション能力）
の向上を目指し、小・中学校６校で実施
している「プレゼンテーション能力向上
プログラム」の実践を踏まえながら、プロ
グラム実施団体の協力の下、カリキュラ
ムを開発する。

新 ア、イ、キ 教育推進部 4,968

8 保護者が気軽に適切な情報収集ができ
るよう、就学前の子どもの学び・育ちや
保護者の子育てを支援する番組を制作
し、子どもの社会性を育むための情報を
提供する。

レ イ 教育推進部 1,674

9 加齢とともに心身の活力が低下した状態
である「フレイル」を予防するため、「栄
養（食・口腔機能）」「運動」「社会参加」
の３つの柱に着目した「フレイルチェッ
ク」を実施し、健康寿命の延伸を図る。

新 ウ 福祉部
保健衛生部

2,193

10 住民が身近な地域で、主体的に地域課
題を把握して解決を試みる多機能な居
場所を構築するとともに、各相談機関が
連携して、世帯全体の複合化・複雑化し
た課題を包括的に受け止める、総合的
な相談支援体制を整備する。

新 ウ、キ 福祉部 9,518

11 身寄りのない高齢者等が、人生の最期
まで安心して住み慣れた地域で暮らす
ため、社会参加支援・定期連絡・訪問を
行うとともに、判断能力の衰えが見られ
る場合には後見制度や介護サービスの
案内、葬儀や家財処分の準備支援を行
う。

新 ウ、キ 福祉部 5,712

（2）福祉・健康

文京ユアストーリー～あな
たらしい人生のしめくくりを
共に～

「文京区版」地域包括ケア
システム構築に向けた「我
が事・丸ごと」の地域づくり
推進事業

プレゼンテーション能力育
成のためのカリキュラム開
発

部活動指導員の活用によ
る部活動の充実

みんなが主役！楽しく目
指す健康長寿！～文の
京フレイル予防プロジェク
ト～

英語力向上推進事業

文京版スターティング・スト
ロング・プロジェクト～乳幼
児期の子育て応援番組の
制作～

幼小中学校特別支援教
育推進事業
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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

12 障害者の地域生活支援拠点を整備する
ため、区内の相談支援事業所に地域連
絡調整員を配置し、相談機能の拠点と
する。

新 ア 福祉部 13,248

13 生活保護世帯及び生活困窮世帯の高
校生や高校中退者、中学校卒業後進学
や就職していない高校生世代等に対し
て、相談支援、学習支援を行い、孤立感
の解消や将来への意欲向上、基礎的学
力の習得、向上を図る。

レ イ 福祉部 30,142

14 がんの早期発見・早期治療のため、がん
検診システムを稼動し、各種がん検診の
個別受診券の送付や、未受診者への受
診勧奨等を行う。また、新たに肺がん検
診の実施や、乳がん検診の無料化を行
う。

レ ア 保健衛生部 699,759

15 子どものインフルエンザワクチンや、高
齢者に対する帯状疱疹ワクチンなどの
接種費用の一部を助成し、任意予防接
種の費用助成制度を充実することによ
り、感染症の発症、重症化の予防を図
る。

新 ア、イ 保健衛生部 251,636

16 骨髄移植手術などの理由により、接種
済みの定期予防接種の予防効果が期
待できないと医師に判断された場合の、
再接種に係る費用を助成し、経済的負
担を軽減するとともに、感染症の発生及
び発病防止を図る。

新 ア、イ 保健衛生部 743

17 区民の禁煙治療にかかる費用の一部を
助成することで、がん予防対策等を推進
し、区民の健康の維持及び増進を図る。

新 ア 保健衛生部 1,220

18 区内商店街の若手商店主を対象とした
グループワークにより、商店街の現状の
把握や課題の解決策の検討をするととも
に、経営力アップにつながる研修を行
う。また、交流会を開催し、若手商店主
間のネットワークを構築し、商店街の活
性化を図る。

新 ア 区民部 1,407

19 国連が示した持続可能な開発目標
（SDGs）の区内中小企業における理解、
浸透を図るとともに、環境保全や生産性
向上に資する中小企業の設備投資につ
いて補助を行う。また、各種認証取得補
助金の補助対象項目を拡充することで、
中長期を見通した持続可能な区内産業
の振興を図る。

レ ア 区民部 13,498

生活困窮者学習支援事
業（高校生世代対象）

がん検診の精度向上

中小企業の企業力向上
支援事業

商店街若手人材育成事
業

任意予防接種費用助成
制度の充実

骨髄移植など特別の理由
による任意予防接種費用
助成制度

禁煙治療費助成

文京区地域生活支援拠
点の整備

（3）コミュニティ・産業・文化
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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

20 区内飲食店で、交流先自治体産の食
材・食品を使用した料理を提供してもら
い、これに係る食材購入費の一部を補
助する。料理の提供に際し、メニュー等
に産地や生産者情報、自治体のＰＲ等
を記載し、飲食店を利用した方に交流
先自治体への興味を持ってもらうこと
で、交流の活性化につなげる。

新 ア 区民部 500

21 ドイツの伝統的な行事であるクリスマス
マーケットをテーマにしたイベントを実施
し、食をはじめとする文化に対する知識
をさらに深めることにより、東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会に向
け、更なる気運醸成・国際理解の促進に
つなげる。

新 ア、エ アカデミー推進部 10,466

22 東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会の文化プログラムとして、姉妹都
市であるカイザースラウテルン市のあるド
イツとの交流演奏会、企画展示を実施
することにより、ドイツホストタウンの取組
を推進するとともに、文化や交流の活性
化を図る。

新 エ アカデミー推進部 1,201

23 ドイツ人国際交流員（ＣＩＲ）とともにドイツ
の言葉や文化に触れ学びながら、文京
区を再発見する機会を創出し、区民の
身近な国際交流を促進するとともに、東
京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会に向けた更なる気運醸成を図る。

新 ア、エ アカデミー推進部 2,300

24 ストリートラグビー教室及び大会を通じ
て、ラグビー競技への興味・関心を高
め、平成31年９月に開幕するラグビー
ワールドカップ2019の観戦や応援の動
機付けとする。

新 エ アカデミー推進部 5,726

25 日本財団パラリンピックサポートセンター
が実施する「あすチャレ！運動会」を活
用し、パラリンピック種目を含む様々な
競技を体験する場を提供することで、ス
ポーツを通じた障害理解や共生社会へ
のイメージを共有するとともに、東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大
会への気運醸成につなげていく。

新 エ アカデミー推進部 3,601

26 盛岡市との国内初の友好都市提携を記
念した「啄木学級」を開催し、行政だけ
ではなく、区民にも盛岡市への友好感
情を醸成し、区民・市民間の距離も縮
め、両区市の交流を活発化していく。

レ ア アカデミー推進部 1,000

27 年間30万人が訪れるシビックセンター25
階展望ラウンジの観光スポットとしてのプ
レゼンスを向上させるため、賑わいの創
出やインフォメーション機能の充実を図
る。併せて、飲食イベントの継続的な実
施が可能となる手法を導入する。

レ ア、キ アカデミー推進部 3,395展望ラウンジ超観光拠点
化事業

あすチャレ！運動会「誰も
が主役で参加できる運動
会を作ろう」

【ホストタウンの取組】日本
ドイツ親善交流演奏会

国内交流自治体先の食
材活用

カウントダウンラグビー
ワールドカップ2019　スト
リートラグビー体験

盛岡市との友好都市提携
記念事業

【ホストタウンの取組】文京
クリスマスマーケット2019

【ホストタウンの取組】 文
の京再発見！ｗｉｔｈ　国際
交流員 ～ドイツの言葉と
文化に触れる～
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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

28 「文京区災害時受援・応援計画」を策定
するとともに、文京区事業継続計画につ
いて見直すことで、東京都や協定先自
治体からの的確な受援体制を構築し、
迅速かつ適確な災害対応に取り組める
組織づくりにつなげる。また、他地域を
支援するための応援体制を構築する。

新 カ 総務部 10,044

29 災害発生時に、避難所及び妊産婦・乳
児救護所での避難者の生命を守り、避
難生活を支援するため、プライベートテ
ントやダンボールベッド等の備蓄物資を
充実する。

レ カ、キ 総務部 18,830

30 区民防災組織に対し、各々の実情に応
じた防災資器材を支給することで、区民
防災組織の活動に寄与し、防災行動力
の向上につなげる。

新 カ 総務部 16,632

31 文京区耐震改修促進計画に基づき、耐
震改修工事等に要する費用の一部を助
成することにより、災害に強いまちの形
成を目指し、さらなる耐震化率の向上の
ため木造住宅除却助成を拡充し、老朽
木造住宅の建替えを促進する。

レ ア、カ 都市計画部 84,600

32 安全で安心して暮らすことができる地域
社会の実現等を図るため、管理不全な
状態にある空家等の除却の促進に加
え、空家の有効活用を進めることで、管
理不全な空家の発生を防止する。

レ ア、オ、カ 都市計画部 14,961

33 自転車の定期的な点検整備及び保険
加入の促進と、自転車利用者へのルー
ル・マナーの周知啓発を図るため、ＴＳ
マークの取得に係る費用について、一
部助成を行う。

新 カ 土木部 600

34 坂下通りのバリアフリー整備に関する調
査・設計を行い、順次道路整備を実施
する。

新 イ、ウ、オ 土木部 22,302

35 区民から提供された区内で見つけた生
きものの写真をもとに、「文の京生きもの
写真館」を区ホームページに開館するこ
とにより、生物多様性に対する関心を高
め、意識の醸成を図る。

新 オ 資源環境部 2,455

36 旧元町小学校及び元町公園について、
その一体的な屋外空間を生かしつつ、
地域における歴史性、防災性、公共性
に配慮した保全・利活用を具体化し、区
民の貴重な財産として長期的な有効活
用を図る。

新 ア、オ 企画政策部
土木部

9,200

37 ごみに関する問合せ等に対し、LINEア
プリ上で自動応答する、AIを活用したご
み分別案内サービスを導入する。また、
単純かつ大量な処理が必要とされる内
部業務等について、AIやRPA等の先進
技術を活用し、業務の改善及び効率化
を図る検討を行う。

新 オ、キ 企画政策部
資源環境部

20,986

旧元町小学校及び元町
公園の保全・有効活用に
向けた整備事業

文の京生きもの写真館
～生物多様性を見る・感
じる・理解する～

（5）行財政運営

耐震化促進事業の推進

空家等対策事業

自転車ＴＳマーク取得費
用助成事業

RPA（ロボットによる業務
自動化）・AI（人工知能）
等の活用による業務改善

（4）まちづくり・環境

坂下通りバリアフリー整備

災害時受援・応援計画策
定

町会・自治会等の備蓄物
資の充実

防災対策の充実・強化に
向けた備蓄物資の整備
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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

38 サテライト型特別養護老人ホームに再整
備するための改修及び経年により老朽
化が進む施設や設備等の機能を回復
することで、入所者の生活環境の向上を
図るとともに、円滑な事業運営を確保す
るための基盤を整備する。

継 ア、ウ 福祉部 1,254,312

39 経年により老朽化が進む大塚福祉作業
所の施設や設備等の機能を回復し、円
滑な事業運営を確保するため、併設す
る特別養護老人ホーム文京大塚みどり
の郷の工事に合わせ、施設の大規模改
修を行う。

継 ア 福祉部 326,522

40 経年により老朽化が進む、旧区立特別
養護老人ホーム（大塚みどりの郷を除
く。）について、施設や設備等の機能を
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 ア、ウ 福祉部 68,204

41 介護を必要とする高齢者への支援を拡
充するため、春日二丁目区有地におけ
る特別養護老人ホームを整備する。

継 ア、ウ 福祉部 277,200

42 公園再整備基本計画に基づき、神明都
電車庫跡公園及び西片公園について
再整備に向けた設計を行う。

継 ア、オ 土木部 15,000

43 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
室棟の改修に向けた設計を行う。

新 ア、イ 教育推進部 50,992

44 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 ア、イ 教育推進部 1,887,091

45 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、併せて明化幼稚園を改築し、一体
的な整備を図る。

継 ア、イ 教育推進部 393,932

46 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、併せて柳町こどもの森・児童館・育
成室を改築し、一体的な整備を図る。

継 ア、イ 教育推進部 887,245柳町小学校等改築

誠之小学校改築

（6）その他（施設関係の大規模な取組）

明化小学校等改築

八ケ岳高原学園の改修

大塚福祉作業所の大規
模改修

旧区立特別養護老人ホー
ムの大規模改修

民間事業者による高齢者
施設の整備

公園再整備事業

特別養護老人ホーム文京
大塚みどりの郷の大規模
改修
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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

47 築30年以上が経過している小・中学校
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 ア、イ 教育推進部 1,204,003

48 学校施設の快適性向上事業対象外の
小学校、中学校及び幼稚園において、
既存和式トイレの洋式化等改修を行うこ
とにより、区立学校施設の快適な教育環
境を整備する。

継 ア、イ 教育推進部 296,725

49 安全で良好な教育環境を提供するた
め、外壁・サッシの改修を行う。

継 ア、イ 教育推進部 74,294

50 安全で良好な教育環境を提供するた
め、老朽化した校庭の整備を行う。

継 ア、イ 教育推進部 93,168

外壁・サッシの改修

校庭の改修

学校施設のトイレ洋式化
等改修

学校施設の快適性向上
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