
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 第２回 区長記者会見 
９月１８日（火）午前 11 時 00 分～  

区役所南館 4 階 災害対策室 A・B 

 板橋区版観光アプリ ITA－マニア「AR マップ（板橋地区）」 
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一般会計９月補正予算（案） 

通学路等に面するブロック塀等の調査及び助成制度を創設 
 

事業概要  区民の安全を守るため、ブロック塀等対策を実施  

  通学路等に面し地震等に倒壊した場合、通行人に危険

を及ぼす可能性のあるブロック塀について、建築士へ

の委託による危険度点検調査を実施します。その結果、

危険性が高いと判定された塀の所有者に対して点検結

果の周知と対策実施を督促します。さらに、対策に要

する経費を助成するため、上限額を設定し、除却費の

助成制度を創設します。 

併せて、接道部緑化助成制度を拡充し、ブロック塀撤

去後の緑化推進を図ります。 

 

    

    

事業の内容  （１）ブロック塀等実態調査委託 

区立小学校等の通学路周辺に面する民有地ブロック塀等に

ついて、点検表に基づき、建築士による危険度点検調査を実

施します。 

（２）ブロック塀等撤去工事費助成 

【対象】上記実態調査の結果、危険性が認められた高さ 1.2

ｍ以上で区道に面するブロック塀等 

【助成額】撤去工事１㎡に掛かる上限額 40,000 円 

かつ合計額の上限額 300,000 円（平成 3１年度まで）。 

（３）接道部緑化助成制度の拡充 

①緑化助成率を 50％から 100％へ引き上げ 

②助成上限額を 500,000 円から 700,000 円へ増額 

③緑化最小助成規模を永続的に緑被面積 10 ㎡から 5 ㎡

に引き下げ 

※上記①②は、危険なブロック塀等撤去工事を伴う場合

に限り、平成３２年度まで助成 

（４）ブロック塀等の撤去改修が必要な区有施設の工事 

撤去改修工事費 136,235 千円 

 

   

 

接道部緑化工事前 

接道部緑化工事後 

大阪府北部を震源とする地震による通学路のブロック塀倒

壊事故の発生を受け、区が管理する施設のブロック塀等に

ついて、一斉点検を実施し、危険性の高いブロック塀等の

撤去や改修工事を実施し安全確保を図っています。加えて、

通学路等に面し地震等により倒壊した場合に、通行人に危

険を及ぼす可能性のある民有地ブロック塀等について、建

築士への委託による危険度点検調査を実施します。その結

果、危険性が高いと判定された塀の所有者に対して点検結

果の周知と対策の実施を督促します。さらに、対策に要す

る経費を助成するため、上限額を設定し、ブロック塀等撤

去費の助成制度を創設します。併せて、接道部緑化助成制

度を拡充し、ブロック塀等撤去後の緑化推進を図ります。 

通学路に面するブロック塀の点検 
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（内訳）ブロック塀等実態調査及び撤去工事助成 82,102 千円  

区有施設のブロック塀等撤去改修工事  136,235 千円  

都市整備部 建築指導課      土木部 みどりと公園課 

課長 田島  健  ℡3579-2570   課長 柴崎 直樹 ℡3579-2530 
   

政策経営部 施設経営課 

課長 荒張 寿典  ℡3579-2580  

 

 平成 30 年 6 月 18 日に、大阪府高槻市立小学校で発

生したブロック塀倒壊事故の教訓を受け、同年 6月 19

日から、区が管理する施設等のブロック塀等について

一斉点検を実施しました。点検の結果、739 施設中、

52 施設に改修の必要があると判定しました。既に危険

性の高い施設については緊急工事を実施しており、そ

れ以外の施設についても準備が整い次第、撤去、改修

工事に着手します。 

通学路等に面する民有地ブロック塀等については、平

成 7 年度に委託による調査を実施しましたが、調査か

ら 20 年以上が経過していることから、経年劣化等が

進行している場合が想定されるため、再度、建築士に

よる調査を実施しブロック塀等の安全を確認します。

さらに、危険箇所の早期解消を図るため区独自の助成

制度を創設するとともに、危険ブロック塀等撤去後の

緑化を推進するため「接道部緑化助成」を拡充します。 

 実施の背景・目的 

   

    

 平成 30 年 10 月 

ブロック塀等調査委託開始予定 

ブロック塀等撤去工事助成受付予定 

平成 31 年 2 月 

ブロック塀等調査委託完了予定 

 今後のスケジュール 

   

    

    

   

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 218,337 千円（予定） 

     

    

ブロック塀緊急改修工事前（区立小学校） 

ブロック塀緊急改修工事後（区立小学校） 
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先端設備の一例 

区外各種展示会の一例 

一般会計９月補正予算（案） 

23 区初！中小企業の先端設備等投資を支援 
 

事業概要  先端設備等導入支援で中小企業の生産性革命を実現！  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

事業の内容  (1)先端設備等投資への助成 

「先端設備等導入計画」の認定を受け、かつ国・都・公社等

の設備投資または関連する補助を受けていない中小企業を

対象に、新規設備の導入経費に対し、区独自の助成を行いま

す。1 社につき上限額 200 万円（助成率 1/2 まで） 

平成 32 年度まで助成 

(2)「先端設備等導入計画」策定のためのアドバイザー派遣 

「先端設備等導入計画」の策定及び認定を受けるために必

要な場合に、中小企業診断士等のアドバイザーを派遣しま

す。３回まで無料 

(3)産業融資利子補給優遇加算 

「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者が、設備導入

経費について、区の産業融資を受ける場合、利子補給を 1 割

加算します。このことにより、製造業（対象 24 業種）を営

む方が「ものづくり設備資金融資」を利用する場合は、最大

で 5 年間、10 割の利子補給が受けられることとなります。 

（現在は 9 割） 

(4)区外各種展示会出展助成の拡充 

受発注の機会拡大を図るために、出展する専門展示会への

出展経費の助成対象社数を増やします。年度内３０社まで。 

 

   

 

区内中小企業の生産性及び経営力向上を図るため、「先端設

備等導入計画」を策定し、区の認定を受けた中小企業に対

し、先端設備等を導入する際の経費の一部を助成します。

また、専門家等のアドバイザーを派遣し、計画策定を支援

するとともに、設備導入後の販路拡大に向け、専門展示会

への出展経費を助成します。さらに、設備投資の際、区の産

業融資を受ける場合にも、利子補給の加算を行います。一

連の設備導入支援を通して、生産性および経営力の向上に

向けた中小企業の挑戦を後押しし、ひいては地域経済活性

化を推進します。 
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光学レンズの生産 

（内訳）先端設備投資支援事業助成  20,000 千円 

 アドバイザー派遣       2,250 千円 

    区外各種展示会出展助成等   15,063 千円  

  

 国内中小企業の状況は回復傾向にありますが、労働生

産性は伸び悩み、また、中小企業の所有設備は老朽化

が進んでおり、生産性向上に向けた障壁となっていま

す。国では生産性革命を実現させるべく、「生産性向

上特別措置法」を施行し、生産性を短期間に向上させ

るために必要な支援措置を講じることとしました。こ

のことを受け、平成 30 年 7 月、区は設備投資を通じ

て、中小企業者の生産性向上を図ることを支援するた

め、国の「生産性向上特別措置法」に基づく先端設備

等導入計画を策定しました。これを契機に、今後の雇

用環境の変化や人手不足等への厳しい事業環境を乗り

越えるため、労働生産性の向上に向けて積極的にチャ

レンジする中小企業者の経営改善・事業の持続的発展・

立地継続を目的とした先端設備等の設備投資に係る経

費の一部を区独自に補助する制度を、他自治体に先駆

け創設します。 

 実施の背景・目的 

   

    

 平成 30 年 11 月 設備等投資支援の助成開始  今後のスケジュール 

   

    

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 37,313 千円（予定）  産業経済部 産業戦略担当課 

  課 長 長谷川 吉信  ℡3579-2190 

 担当者 佐々木 広晃  ℡3579-2193 
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西口地区市街地再開発ビル 

※イメージ 

 

安心・安全で快適な緑のまち 

板橋駅西口周辺地区のまちづくりが始動！ 
 

事業概要  誰もが暮らしやすく、活気にあふれたまちづくり  

  板橋駅西口周辺地区では、区の玄関にふさわしい個性

と魅力ある市街地の実現のため、市街地再開発事業・

板橋口一体開発事業・駅前広場の再整備・広域的なま

ちづくりの検討を進めています。それぞれ事業間の整

合を取りながら、地域と連携し、安全で安心な誰もが

暮らしやすく活気にあふれたまちづくりを推進しま

す。 

 

    

事業の内容    

   

 

 

板橋口一体開発ビル 

※イメージ 

（１）板橋駅西口地区市街地再開発事業 

西口地区の土地所有者等で市街地再開発組合を設立し、組

合による商業・都市型住宅等の用途からなる複合的再開発

ビルと広場・公園の整備を行います。駅前広場及び旧中山

道と一体となったにぎわい・地域の交流空間を創出します。 

（２）板橋駅板橋口一体開発事業 

板橋駅改良工事と連携した施設整備を行い、駅周辺の回遊

性の向上を図るとともに、商業・都市型住宅のほか、公益エ

リアを設け、区の魅力創出・発信の拠点や多様な主体が交

流できる場の整備を進めていきます。8 月に決定した共同

事業者の野村不動産株式会社と区・ＪＲの三者で事業を推

進していきます。 

（３）板橋駅西口駅前広場の再整備 

バスやタクシー、福祉車両等の乗降場所など交通施設の再

整備及び交通線形の見直しをすることで、交通結節機能の

改善や利用者の利便性・安全性の向上を図ります。また、活

気ある地域の交流拠点として、イベント等の開催ができる

広場空間を創出します。 

（４）板橋駅西口周辺地区まちづくり 

地区計画を含めた地区のルールづくりやにぎわいづくりに

ついて、地元関係者とともに検討を進めています。 

板橋駅西口周辺地区 

まちづくりプラン 
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現在の板橋駅西口 

（内訳）板橋駅西口地区市街地再開発事業 6,135 千円 

 板橋駅板橋口一体開発事業     180 千円  

板橋駅西口周辺地区まちづくり  9,000 千円 

 

 板橋駅西口周辺地区は、ＪＲ板橋駅・都営三田線新板橋駅・

東武東上線下板橋駅の３線３駅が徒歩圏内にあります。そ

のため交通利便性に優れ、区の歴史・文化・自然環境へアク

セスするための玄関口となっています。さらに、中山道の最

初の宿場町として発展し、それを継承したにぎわいのある

複数の商店街が展開していることからも、非常に魅力のあ

る地区です。 

一方、区画整理事業から約 50 年が経過しており、まち全体

が老朽化していることから、防災・安全面などの課題を抱え

ています。そうした課題の解消に向け、事業を多角的に行う

ことにより、平成 27 年 3 月策定の「板橋駅西口周辺地区ま

ちづくりプラン」で示した、地区の望ましい将来のまちの姿

である「板橋区の玄関にふさわしいまち」「誰もが暮らしや

すく活気にあふれたまち」「安全で安心なまち」の実現を図

ります。 

 実施の背景・目的 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 予算 主管課・問い合わせ先 

 15,315 千円 

11,  

  都市整備部 地区整備事業担当課  

課長 遠藤 宏 ℡3579-2069 担当者 池上 明史 ℡3579-2556 
 

政策経営部 政策企画課 

課長 篠田 聡 ℡3579-2011 担当者 田島 玲  ℡3579-2013 

(1)板橋駅西口地区 
.市街地再開発事業 

【市街地再開発組合】 

 

 

●対象面積 
 5,660 ㎡ 

●概要 
北側ビル 
地上５階 
高さ約 25ｍ 
商業・事務所施設 

南側ビル 
 地上 41 階、地下 2 階 
 高さ約 150ｍ 
 住宅・商業・事務所・ 
 公益施設・駐車場 

●今後の予定 
平成 30 年度 

都市計画決定 

平成 31 年度 

市街地再開発組合設立 

平成 33 年度 

施設建築物工事着手 

平成 36 年度以降 

施設建築物工事完了 

(2)板橋駅板橋口 
   .一体開発事業 
【板橋区・JR・事業者】 

 

 

●対象面積 
 4,340 ㎡ 

●概要 
一体開発ビル 
地上 3５階 
高さ約 130ｍ 
住宅・商業施設・ 
公益施設・駐車場 

 

 

●今後の予定 
平成 30 年度 

都市計画決定、施行認可 

平成 32 年度 

施設建築物工事着手 

平成 34 年度以降 

施設建築物工事完了 

 

(3)板橋駅西口駅前 
   .広場の再整備 

【板橋区】 
 

 

 

●対象面積 
 3,950 ㎡ 

●概要 

交通施設の再整備、車

道の集約や幅員の見直

し、歩行者動線の検討 

 

 

 

●今後の予定 
平成 31～32 年度 

  整備計画策定 

 

周辺再開発の進捗に合わせ

て設計・工事 

 

(4)板橋駅西口周辺 
   .地区まちづくり 

【板橋区】 

 

 

●対象面積 
 約 18.5ha 

●概要 

地区計画を含めた地区

のルールづくりや、に

ぎわいづくりについ

て、地元関係者と検討 

 

 

●今後の予定 
平成 31 年度以降 

  都市計画（地区計画） 

手続き、都市計画決定 

 

 



 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

     

 

  

  

 

 

    

 

 

 

   

板橋駅西口周辺地区概略図 

 

 

 

 



 

 

 

Memo 
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いきいきかがやく元気なまち 

板橋区版観光アプリ「ITA
い た

-マニア」リリース 
 

 

事業概要  区内の魅力をめぐる、板橋観光のコンシェルジュ  

  おすすめスポットやグルメ情報、散策ルートの自動作

成、VR(仮想現実)や AR(拡張現実)技術を活用した観

光体験など、“歩くこと自体を楽しめる”板橋区版観光

アプリ「ITA-マニア」をリリースします。 

区内外からの観光客はもちろん、増加を続ける訪日外

国人の方々にも対応させ、みんなで板橋の魅力を共有

し、発信できる環境づくりに取り組みます。 

 

    

事業の内容  観光アプリ「ITA-マニア」の主な機能 

(1)オリジナル観光ルートの自動作成 

アプリには区内約 300 スポットを登録。ユーザーの望

むテーマや、その日の気分に沿ったオリジナル観光ル

ートを自動作成できます。 

(2)VR・AR 技術を活用した観光体験 

現地に行かず魅力を疑似体験できる「360 度 VR 動画」

や、イラストマップ上を散策できる「AR マップ」など、

アプリならではの観光体験を提供します。 

(3)区内の回遊を促進するフォトラリーチャレンジ  

地図上のチェックポイントを制限時間内に回り、得点

を競う「フォトラリーチャレンジ」を実装。楽しみな

がら区内を巡り、板橋の魅力の(再)発見につなげます。 

(4)多言語対応とオフラインマップ 

アプリは英語・フランス語・中国語(簡)・韓国語での

表示に対応しています。また、訪日外国人の方々が Wi-

Fi の繫がらない場所でもルート検索できるよう、オフ

ラインでの利用も可能です。 

 

   

 

☆フォトラリーチャレンジ 

☆AR マップ 

 

観光アプリのアイコン 

竹の子公園 
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 平成 30 年 2 月、区の観光分野における方針を示す『板

橋区観光振興ビジョン 2025』が策定され、“観光”とい

う言葉を、日常生活の少し先にあり、普段着で参加で

きるものとし、区外からの来訪者だけでなく、区民も

対象としました。この方針を受けて、観光アプリは、

区内を歩くことで歴史や暮らしを体感し、満足度の高

い滞在時間を提供できるよう構築されています。 

また、既に発行されている観光ガイドブック『板橋マ

ニア』とも連携し、誰もが板橋の魅力を(再)発見でき

るような仕組みを作ります。 

 実施の背景・目的 

   

    

 平成 30 年 10 月 1 日 観光アプリのリリース  今後のスケジュール 

    

 ■観光アプリの操作画面 

 

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 7,500 千円  産業経済部 くらしと観光課 

  課 長 織原 真理子  ℡3579-2250 

  担当者 小島 健太郎  ℡3579-2251 

アプリトップ画面 マップ画面とスポット紹介画面 

マップ画面から 

各スポットの 

紹介画面へ移動 

・英語 

・フランス語 

・中国語(簡) 

・韓国語 

に対応 
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【開催イベント】 

平成 30 年 9 月 25 日（火）～10 月 26 日（金） 

「ギャラリーモール いたばしパパ月間展」 

平成 30 年 9 月 30 日（日）（プレイベント） 

セミナー「今だから考えたい！夫婦にとっての『子育て』と『仕事』のバランス」 

平成 30 年 10 月 27 日（土） 

セミナー「家事(かじ)が家族(かぞく)に笑顔をつくる ～『ありがとう』が増え 

る家事シェアとは？～」 

その他の事前案内 

これから開催されるイベントについて 
 

    

  男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画「いた

ばしアクティブプラン 2020」の施策の一つである「男

性の働き方改革・家庭参画促進」を推進するため、平

成 30 年度より 10 月を「いたばしパパ月間」と位置付

けました。男性が楽しく無理なく、今よりも家事や育

児等を自発的に実践していくため、セミナーやパネル

展示等の普及啓発活動を通じて、男性の意識改革を図

っていきます。 

 

 

 

    

    

  区内企業を中心とした優れた技術・製品を持つ約 120

の企業・団体が一堂に会し、活発な技術交流や商取引

拡大を目的とした展示会「第 22 回いたばし産業見本

市」を開催します。各企業の製品展示やプレゼンテー

ションのほか、特別展示「スポーツ産業の今とこれか

ら」では、スポーツ産業をリードする企業の先進的な

製品や技術を展示します。また、知的財産や医工連携

などのビジネスセミナーや「5 区（板橋・北・豊島・

文京・練馬）合同ものづくり企業商談会」を同時開催

します。製品・技術の展示から商談までを同一会場に

集約することで、「ものづくりの板橋」ならではの展示

会としていきます。 

 

 

    

パパも育児で良いことたくさん 

いたばしパパ月間 

製造業のためのビジネス展示会 

第 22 回いたばし産業見本市 

いたばしパパ月間ロゴ 

第 21 回いたばし産業見本市 
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狩野探幽 作  富士山図屏風 右隻 

狩野探幽 作  富士山図屏風 左隻 

 

    

 日露間における人的交流の拡大に向けた方策である

「ロシアにおける日本年」の主要イベントの一つとし

て「江戸絵画名品展」が開催されています。 

文化庁主催の事業として初めてロシアのモスクワで開

催される海外展に、特別協力として所蔵作品を出品し

ています。区からは、江戸絵画の基調を確立した狩野

探幽をはじめとした狩野派諸家の作品を含め７作品が

展示され、この他、日本から国宝・重要文化財を含む

109 作品、ロシアから 19 作品、合計 135 作品が展示

されています。いずれも、日本出品作品はロシアでは

初公開の作品になり、文化交流の年のハイライトとな

る名品展となっています。 

 

 

 

 

 

  

    
 

    

    

ロシアにおける日本年 2018 

プーシキン美術館「江戸絵画名品展」への出品 

―― 各イベントの日程等 ―― 

＜展示作品＞ 

・富士山図屏風      作 狩野探幽   ・大原御幸 富士見西行図屏風  作 狩野尚信 

・四季花鳥図屏風     作 狩野常信   ・梅桜小禽図屏風        作 狩野永叔 

・花鳥図         作 沖一峨    ・江戸法来寺桜図        作 織田瑟々 

・白梅鶯・紅葉鹿     作 酒井抱一 

○いたばしパパ月間          

 日程：10 月 1 日（月）～10 月 31 日（水）     

  会場：区内各所                  

  問合：男女社会参画課（03-3579-2486） 

 

○いたばし産業見本市 

  日程：11 月 8 日（木）～11 月９日（金） 

  会場：区立東板橋体育館（板橋区加賀 1-10-5） 

  問合：産業振興公社（03-3579-2191） 

 

 

   

○プーシキン美術館「江戸絵画名品展」 

  日程：9 月 3 日（月）～10 月 28 日（日） 

  会場：プーシキン美術館 

  問合：区立美術館（03-3979-3251） 
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平成 30 年度一般会計 9 月補正予算（案） 
 

 ９月補正予算総額  35 億９千８百万円 
下段()特定財源     

No. 款 事業名 補正内容 
補正額 

単位：千円 

緊急かつ必要性のきわめて高い事業 
230,469 

(3,510) 

1 総務費 区有財産管理費 

建築基準法不適合等により対策が必要

な区有施設、小中学校等について、コン

クリートブロックの改修、補強、除却等

工事を実施する。 

1,438 

2 総務費 体育施設運営経費 1,050 

3 福祉費 児童福祉施設維持補修等経費 
26,294 

(3,460) 

4 衛生費 保健所等管理運営経費 2,949 

5 資源環境費 旧三園中継所維持管理 1,300 

6 土木費 自転車駐車場維持管理 42,813 

7 土木費 公園等管理運営経費 37,667 

8 教育費 学校管理業務経費 22,724 

9 土木費 ブロック塀等撤去助成経費 
危険度の高い民間所有のブロック塀等

の撤去に要する経費を助成する。 
82,102 

10 総務費 掲示板維持管理・チラシ配付 
風雨による老朽化が著しい区設掲示板

を改修する。 
24,236  

11 総務費 スポーツプロモーション 
イタリアオリンピック委員会との協定

締結関連事業に要する経費を計上する。 

1,531  

(50) 

12 総務費 小豆沢体育館プール棟改築経費 
小豆沢体育館プール棟増築工事等の契

約の一部変更に伴う経費を計上する。 
30,992  

13 福祉費 児童相談所開設準備経費 

2期工事に分けて実施予定であった旧板

橋第三小学校校舎等の解体を一本化し

て実施するため、経費を減額するととも

に、新たに債務負担行為を設定する。 

 

△ 46,827 

14 福祉費 児童相談所建設経費 

児童相談所の延床面積変更に伴う設計

経費を増額するとともに、債務負担行為

を補正する。 

 

2,200 
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下段()特定財源     

 

No. 
款 事業名 補正内容 

補正額 

単位：千円 

国・都の制度改正等を前提とした事業 
47,757 

(16,339) 

15 福祉費 基礎年金事務費 
法改正により国民年金システムを改修

する。 

10,444 

(10,444) 

16 産業経済費 産業活性化戦略経費 

国の「生産性向上特別措置法」の施行を

受け「先端設備等導入計画」の認定を受

けた中小企業に区独自の助成を行う。 

20,000 

17 産業経済費 
（公財）板橋区産業振興公社 

助成経費 

「先端設備等導入計画」の策定等に必要

な中小企業診断士の派遣及び東京オリ

ンピックの影響により前倒しで実施さ

れる展示会の出展経費等を計上する。 

17,313 

(5,895) 

国・都支出金等返還金 1,315,598 

18 福祉費 国・都支出金返還金 
国庫支出金返還金：837,534 千円 

都支出金返還金：452,606 千円 
1,290,140 

19 衛生費 国庫支出金返還金   8,606 

20 資源環境費 
事務諸経費 

（都公社返還金） 

公益財団法人東京都環境公社返還金 

（ハクビシン等被害対策事業） 
88 

21 教育費 国・都支出金返還金 
国庫支出金返還金：5,063 千円 

都支出金返還金：11,701 千円 
16,764 

基金への積立金 2,004,176 

22 諸支出金 財政調整基金積立金 財政調整基金への積み立て 2,004,176 

   
合計 

3,598,000 

   (19,849) 

 

   主管課・問い合わせ先 

   政策経営部 財政課 

  課 長 小林 緑   ℡3579-2030 

     



 

板橋区政策経営部広聴広報課 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目 66 番 1 号 TEL03-3579-2025 FAX03-3579-2028 


