
 

 

令和元年度 第２回 区長記者会見 
９月 12 日 (木) 午前 11 時 00 分～  

区役所南館 4 階 災害対策室 A・B 

板橋ガーデン (バーリントン市) 
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SDGs(持続可能な開発目標)は、2015 年の国連サミットで採択された 2030 年を年限とする

国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17 のゴールから構成されており、達成のた

めには国家レベルだけではなく、自治体レベルでの取組も期待されています。 

板橋区は、平成 25 年に区政の持続的な発展をめざした「未来創造プラン」を策定し、これま

で「環境」「経済」「社会」のバランスを意識した都市像を指向し、施策展開を図ってきました。 

さらに、板橋区基本構想(平成 27 年策定)が掲げる将来像「未来をはぐくむ緑と文化のかがや

くまち“板橋”」の実現に向けた基本目標や基本政策の方向性は、SDGs と軌を一にしており、

区における各施策の推進は、17 のゴールにつながっています。 

そこで区は、「いたばし№１実現プラン 2021」の策定とあわせて、実施計画事業と SDGs の

関係性を明らかにしています。 

今回の記者会見においても、事業ごとに該当するゴールを掲載しています。 
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安心・安全で快適な緑のまち 

シェアサイクルの実証実験がスタート 
 

 

事業概要    

  新たな交通手段として赤塚地域で開始！ 

観光資源が集積する赤塚地域に、実証実験としてシェ

アサイクルシステム(※)を導入し、地域の回遊性・利

便性の向上や、人の往来による賑わい創出を図ります。 

また、総合的な交通施策を推進するための基礎的デー

タを収集し、安全・安心な自転車活用の普及をめざし

ます。実証実験は、令和元年 10 月 1 日から令和 4 年

3 月 31 日までとし、他自治体との相互乗り入れや、

交通利便性のさらなる向上を視野に入れ、サイクルポ

ートを順次増設していきます。 

 

    

事業の内容    

  観光・環境・交通面を考慮した、適切なポート配置 

(1)サイクルポートの設置予定場所 

赤塚地域周辺に 18 箇所(公有地 6 箇所、民有地 12 箇

所)のサイクルポートと、電動アシスト付自転車約 100

台を設置予定。美術館、郷土資料館、赤塚植物園、旧

粕谷家住宅等へのアクセス向上を図ります。 
 

(2)シェアサイクルの利用料金 

60 円／15 分(最大 1,000 円／24 時間)を予定 
 

(3)協力事業者 

シェアサイクルの実証実験にあたっては、OpenStreet

株式会社と協定を締結し、同事業者が提供するシェア

サイクルプラットフォーム「HELLO CYCLING」を活

用します。なお、同事業者は既に区内の民有地にポー

トを展開しています。さらに、近隣市の和光市や朝霞

市、23 区内では台東区や荒川区でも実証実験を行って

おり、それ以外の区でもサイクルポートを独自展開し

ているため、区内外の相互利用も可能となります。 

 

 

※シェアサイクルシステム 

対象地域内にサイクルポートを配置

し、どのポートでも自転車の貸出・

返却が可能なサービス 

サイクルポートの設置予定場所 
 

(9 月 9 日現在) 

☆公有地 

赤塚庁舎、赤塚溜池公園、 

旧粕谷家住宅、 

西高島平駅前自転車駐車場、 

高島平駅南口区有地、 

成増東歩道橋下の 6 箇所 
 

☆民有地 

 コンビニエンスストアを中心に 

赤塚地域周辺の 12 箇所 
 

※ポートは順次増設を予定 
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   実施の背景・目的 

 SDGsの達成に向けて 

「板橋区観光振興ビジョン 2025」では、区内にある

観光資源の周遊環境を改善する取組として、シェアサ

イクルを位置付けています。 

また、2015 年に国連で採択された「持続可能な開発

目標(SDGs)」においても、シェアサイクルを活用した

課題の解決が期待されます(下記参照)。 

  

    

 10 月 1 日 実証実験開始予定  今後のスケジュール 

  

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 実証実験開始時の初期費用は 0 円  
 

 土木部 交通安全課 
課長 歌津 知己 ℡3579-2510 担当者 石田 守  ℡3579-2513 
 

産業経済部 くらしと観光課 
課長 北村 知子 ℡3579-2250 担当者 伊藤 誠一 ℡3579-2251 

◆SDGs におけるシェアサイクル 

 目標 9 産業と技術革新の基盤をつくろう 

  ・シェアサイクルを活用した区内観光の促進 

  ・スマートシティの実現に向け、IoT を活用したシェア 

サイクル基盤を構築 

 目標 10 人や国の不平等をなくそう 

  ・全市民が活用できる安価な公共交通インフラとして、 

シェアサイクルを整備 

 目標 11 住み続けられるまちづくりを 

  ・違法駐輪対策や CO2 削減に寄与し、街の景観維持と 

クリーンなまちづくりを推進 

 

赤塚地域周辺図 

郷土資料館 

赤塚諏訪神社 

赤塚公園 

こども動物園(分園) 
熱帯環境植物館 

：観光スポット等 

：展開済ポート 

：新規ポート予定地 

※ポートは順次増設予定 

郷土芸能伝承館 

水車公園 

１：赤塚庁舎(赤塚 6-38-1) 

２：赤塚溜池公園(赤塚 5-35-27) 

３：旧粕谷家住宅(徳丸 7-11-1) 

４：西高島平駅前自転車駐車場(高島平 6-1-1 先) 

５：高島平駅南口区有地(高島平 8-2 先) 

６：成増東歩道橋下(成増 3-1 先) 

１ 

4 

5 

3 

2 

6 



 

－3－ 

安心・安全で快適な緑のまち 

いたばし みんなの食べきりチャレンジ 
 

 

事業概要    

  「MOTTAINAI」の意識で食品ロス削減へ 

「食品ロス」の現状やその削減の効果的な方法を学び、

実践する「食べきりチャレンジ」を実施します。過剰

な食品廃棄の発生抑制を呼びかけるだけでなく、食べ

物を大切にする気持ちや、「MOTTAINAI」の再認識に

繋げ、区民と事業者及び区が一体となって食品ロスの

削減に取り組んでいけるように、参加型のイベントを

中心に事業を展開していきます。 

 

    

事業の内容    

  楽しいおいしい体験型イベントを多数開催！ 

(1)食べきりチャレンジ運動 

12 月～1 月を「食べきりチャレンジ月間」とします。

小盛りメニューや量り売りなどの食品ロスを減らす取

組をしている飲食店・小売店等の協力を得て、店舗と

利用者が共に、食べきることに取り組んでいきます。 

(2)食べきりトークショー・映画上映会 

食の専門家を招き、食品ロスについて楽しく考えるト

ークショーと、廃棄食材クッキングを題材にしたロー

ドムービーの上映会を開催します。 

(3)サルベージ・パーティ® 

家庭で使いきれない食材を持ち寄り、シェフと共にメ

ニューを考案して調理することにより、食材をうまく

使いきるヒントを学びます。 

(4)いたばしディスコスープ 

形状や大きさ、キズなどの理由から市場に出回らず、

廃棄されてしまう野菜類を使ってスープを作り、音楽

とともに楽しみます。 

 

 

 

板橋区食品ロス対策用ロゴマーク 

サルベージ・パーティ®の様子 
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   実施の背景・目的 

 区民・事業者・区が一体となって推進 

SDGs(持続可能な開発目標)や、食品ロスの削減の推進

に関する法律の公布(今年５月)など、近年食品ロスに

関する注目が集まっています。日本国内の食品ロスは

年間約 643 万トン(環境省及び農林水産省・平成 28 年

度推計)と推計され、その約半分近くは家庭から発生し

ていることから、食品ロスを削減するためには、家庭

での取組が重要となります。 

本事業の実施に先駆け、区は淑徳大学と連携して、「食

品ロス」削減の重要性を楽しく訴える動画 CM を制作

し、区ホームページ上で公開しています。引き続き、

区民と事業者及び区が一体となって、食品ロスの削減

に取り組んでいけるように事業を展開していきます。 

   

    

 (1)食べきりチャレンジ運動： 

12月 1日～令和 2年 1月 31日 

(2)食べきりトークショー・映画上映会： 12 月 12 日 

(3)サルベージ・パーティ®：10 月 16 日、1 月 25 日 

(4)いたばしディスコスープ：10 月 26日、12 月 1 日 

 今後のスケジュール 

   

    

  

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 2,289 千円 

(内訳) 消耗品費 941 千円、印刷製本費 537 千円、 

会場使用料等 203 千円、講師謝礼 608 千円 

 資源環境部 資源循環推進課 

  課 長 新井 悟   ℡3579-2260 

  担当者 渡邊 俊裕  ℡3579-2258 

動画 CM「ピーマン先輩とトマトちゃん編」 

動画 CM「寿命編」 
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いきいきかがやく元気なまち 

姉妹都市提携 30 周年事業 We
ウ ィ ー  

♡
ラ ブ

Burlington
 バ ー リ ン ト ン

！ 
 

 

事業概要    

  バーリントン市との姉妹都市提携から 30周年！ 

板橋区とカナダ・バーリントン市との姉妹都市提携 30

周年を記念し、カナダやバーリントン市を紹介するイ

ベント「We♡Burlington！（ウィー・ラブ・バーリン

トン！）」を開催します。このほか、公式相互訪問、区

民・市民ツアーの相互訪問を行います。板橋区の文化

の発信と国際交流・多文化共生の推進を連携させた本

事業を通じて、東京 2020 大会の機運醸成にもつなげ

ていきます。 

 

    

事業の内容    

 

 

 

 

 

 

 

 

 五感で楽しむバーリントン 

区全体で姉妹都市提携 30 周年を祝い、各イベントを

通して、国際交流の機運を高めていきます。 
 

(1)バーリントン市紹介イベント「We♡Burlington！」 

区役所 1 階(ギャラリーモール・イベントスクエア等)

において、バーリントン市の街並みや文化を紹介する

展示を行います。このほか、バーリントン市の食文化

を味わうレストランカナダフェア、ワークショップ、

シールラリーなど、五感で楽しめる区民参加型のイベ

ントとなっています。 
 

(2)歓迎セレモニー 

バーリントン市訪問団の来訪に合わせて歓迎セレモニ

ーを行います。また、区役所 7 階屋上庭園において、

カエデの記念植樹式を行います。 
 

※なお本事業は、東京 2020 大会の公認プログラムである

とともに、東京都の文化プログラムである「Tokyo Tokyo 

フェスティバル」の認定、駐日カナダ大使館の後援も受けて

います。 

 

 

バーリントン市 

カナダ オンタリオ州 バーリントン市 
 

●人口 190,214 人(2018 年統計) 

●面積 約 187 ㎢ 

●位置 オンタリオ湖畔西端。モントリオー

ル、トロントに次ぐ工業都市である

ハミルトンの北方で、トロントから

55Km、 ハミルトンから 19Km、

ナイアガラの滝から 72Km。 

地形的にはリドー丘陵から西へナイ

アガラ崖の麓に達していて、カナダ

中央の中心部を形成している。 
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   実施の背景・目的 

 バーリントン市には「板橋ガーデン」がオープン！ 

板橋区とバーリントン市は、1989 年の「姉妹都市宣

言書」調印以降、学校間の作品交流やホームステイの

受け入れなど、文化・人的交流を続け、現在も継続的

に交流を行っています。姉妹都市提携 30 周年を記念

して、今年 7 月には、区公式訪問団がバーリントン市

を訪れ、子育て・環境関連施設の視察を行ったほか、

市内に新たに開園した「板橋ガーデン※」のオープニ

ングセレモニー等に出席しました。 

 

  

    

 (1)バーリントン市紹介イベント「We♡Burlington！」 

10 月 15 日(火)～10 月 25 日(金) 

(2)歓迎セレモニー 10 月 18 日(金) 9 時 30 分～ 

 今後のスケジュール 

   

    

  

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 9,651 千円 

 

 区民文化部 文化・国際交流課 

  課 長 吉田 有   ℡3579-2016 

  担当者 髙橋 奈菜  ℡3579-2018 

※板橋ガーデン 

板橋区との姉妹都市提携 30 周年を記念し、バーリントン市が市内に開

園した日本庭園。面積約 650 ㎡で、両都市の特徴をかけ合わせたデザイ

ンとなっている。園内には、オープンを祝し、榎本太郎雄氏(板橋区民・

バーリントン市名誉市民)から寄贈されたサツキが植えられている。 

板橋ガーデンオープニングセレモニー 

姉妹都市提携 30 周年記念ロゴ 
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一般会計 9 月補正予算 

保育所ＡＩ入所選考ツールの導入 
 

 

事業概要    

  入所選考時間の短縮で、保育サービス向上を実現 

保育サービスの向上を図るため、保育所の入所選考の

前段となる割当作業を早く正確に行う「保育所ＡＩ入

所選考ツール」を導入します。本ツールの導入により、

４月入所の１次選考結果の内定発表日を 1週間早める

ことが可能となります。また、削減できる時間を活用

して、入所不承諾となった方への入園相談業務の内容

を拡充させることにより、入所率の向上を図ります。 

 

    

事業の内容    

  煩雑な条件下でも、わずか数秒で正確・最適なマッチング  

本ツールの導入により、入所選考事務のうち「申込者

の施設の割当作業」にかかる時間を、約 1,400 時間削

減します。「割当作業」では、申込者の優先度と保育所

の空き状況等の条件を、正確かつ公平に照らし合わせ

る必要があり、膨大な時間を要します。 

本ツールは、申込者の情報を取り込むことにより、申

込条件にあてはまる割当結果を数秒で導き出すことが

できます。これにより、割当作業から結果確認に要す

る時間を 12 日間から 5 日間に短縮します。割当結果

を職員が確認、修正することで、正確性を担保します。 

また、削減した時間を活用して、不承諾となった方に

提供する情報を拡充することにより、１人でも多くの

区民の方が、安心して子どもを預け、仕事や社会で活

躍できるよう、支援を図っていきます。 

 

 

＜参考＞ 

平成 31 年４月入所の１次受付(平

成 30 年 11 月実施)では、約 230

施設、約 3,800 名の受入定員に対

し、約 4,000 名の申込みがありま

した。区では、この申込みに対し、

職員 13 名で約 1,900 時間かけ、

申込者を希望する施設へ割り当

て、最終的に「選考会議」で、申込

者の入所承諾・不承諾を決定しま

した。 
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   実施の背景・目的 

 ICT を活用した業務効率化の推進 

平成 31 年１月から３月に実証実験を行った結果を踏

まえ、このたび導入します。当初、令和 2 年度に導入

予定であったものを、今年度に前倒しして導入するも

のです。令和２年１月から稼働させ、同年４月入所の

１次選考に利用します。 

なお本事業は、「板橋区ＩＣＴ推進・活用計画 2020」

において、「ＡＩを活用したシステムの導入」として位

置付けられています。 

  

    

 令和元年 12 月 セットアップ 

令和 2 年１月  稼働 

(令和２年４月入所の１次選考に利用） 

 今後のスケジュール 

   

    

  

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 13,921 千円 

 

 子ども家庭部 保育サービス課 

  課 長 佐藤 隆行  ℡3579-2480 

  担当者 貫井 雄三  ℡3579-2452 

現状と「保育所ＡＩ入所選考ツール」導入後の比較 

割当作業に 

かかる時間を 

５日間に短縮 

削減した時間

を活用し、 

入園相談業務

の内容を拡充 

(12 日間) 

入力情報に誤りが 

ないよう 2 回実施 

内定通知書の発送が 

1 週間早まる 

(5 日間) 
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令和元年度一般会計 9 月補正予算 (案) 
 

 
 

 ９月補正予算総額  25 億 8 千 9 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 
△27,231 

(△22,048) 

1 福祉費 私立保育所保育運営費 

午睡中の児童の安全対策強化を目的と

し、監視モニターやベビーセンサー等

の設備や機器の導入を促進するための

助成を実施する。 

18,000 

(18,000) 

2 福祉費 地域型保育事業経費 
12,000 

(12,000) 

3 福祉費 認証保育所運営等助成経費 
2,000 

(2,000) 

４ 福祉費 認定こども園保育事業経費 
1,000 

(1,000) 

５ 福祉費 保育園管理運営経費 
1,000 

(250) 

６ 福祉費 定期利用保育事業経費 
1,000 

(1,000) 

７ 福祉費 事務諸経費 
保育所の利用調整事務にＡＩを活用し

た入所選考ソフトウェアを導入する。 

13,921 

 
８ 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

の撤去助成に要する経費を追加する。 

23,356 

 
９ 土木費 民間施設緑化 

3,292 

  

10 土木費 老朽建築物等対策事業経費 
老朽建築物等の除却助成に必要な経費

を追加する。 

2,000 

 

11 土木費 赤塚植物園改修 

赤塚植物園管理棟改築設計の見直しを

行うため、設計経費を増額し、これに

伴う工事期間の変更に対応するため、

今年度の工事経費を減額するととも

に、債務負担行為を設定する。 

△104,800 

(△56,298) 

    



 

－10－ 

 

 

 

 

 
 

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 
11,776  

 

12 総務費 戸籍住民基本台帳経費 
住民基本台帳法施行令等の改正に伴

い、印鑑登録システムを改修する。 

9,096 

 

13 衛生費 疾病予防・相談事業経費 

予防接種法施行令の一部改正に伴い、

「成人男性風しん定期接種事業」等を

実施する。 

2,680 

 

国・都支出金等返還金 
1,261,315 

  

14 福祉費 国・都支出金返還金 
国庫支出金返還金：904,883 千円 

都支出金返還金：340,071 千円 

1,244,954 

  

15 衛生費 国庫支出金返還金 
 

3,406 

  

16 土木費 都支出返還金 
 

294 

  

17 教育費 国・都支出金返還金 
国庫支出金返還金：6,728 千円 

都支出金返還金：5,933 千円 

12,661 

  

基金への積立金 
1,343,140  

  

18 土木費 「住宅基金」積立金 住宅基金への積み立て 
543,000 

  

19 諸支出金 減債基金積立金 減債基金への積み立て 
800,140 

  

   合計 
2,589,000 

   
(△22,048) 

 
 

   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 
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