
 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ 
 

いきいきかがやく元気なまち 

 

 



 

- 19 - 

いきいきかがやく元気なまち 

板橋で楽しむオリンピック・パラリンピック 

 

 

事業概要    

  区民が楽しみ・区民の記憶に残るスポーツの祭典 

今年夏に実施される東京 2020 大会に向け、これまで

実施してきた様々な機運醸成事業や、参加・体験型イ

ベントを通して、区民とともに区全体で大会を盛り上

げていきます。さらに、区民の記憶に残る大会にする

ため、イベントなどの様々な機会を捉えて区民参加を

促し、次世代にもつなげるレガシーの創出を図ります。 

 

事業の内容    

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あずさわスポーツフィールド 

(概要) 

○住所：小豆沢三丁目１番１号 

○再整備面積：約 1.1ha 

○主な施設 

・AZU Loop(あずさわループ) 

  ⇒ランニング・ジョギングコース 

・テニスコート   ・芝生広場 

・多目的広場  

・レストルーム(トイレ・更衣室) 

○完成予定：令和 2 年 6 月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京 2020 大会を区内で楽しみ尽くす 

(1)いたばし花火大会 

大会の機運醸成と出場選手へのエールを送るため例年の8

月から 5 月に時期を早め開催します。日中の時間からスポ

ーツ競技体験イベントやキッチンカーによるイタリアン

フードトラックマーケットなどを展開します。 

(2)あずさわスポーツフィールド完成記念イベント 

地域スポーツの拠点である「あずさわスポーツフィール

ド」がグランドオープンします。完成に合わせ、記念式典

や東京エクセレンスによるバスケットボール教室、キッズ

テニスクリニックなど参加型の「スポーツの祭典」を開催

します。 

(3)イタリアバレーボールチーム関連事業 

板橋区イタリアバレーボールチーム応援ボランティアの

活動や世界トップレベルの選手の小豆沢体育館における

公開練習や交流事業などにより、機運醸成を図っていきま

す。 

(4)パブリックビューイングの実施 

バレーボールの試合のほか、区にゆかりのある選手が出場

する競技などを中心に、大会期間中、パブリックビューイ

ングを行います。 

(5)オリンピック聖火リレーの実施 

オリンピック聖火リレーでは、あずさわスポーツフィール

ドをスタートし、板橋区役所までを聖火ランナーが駆け抜

けます。 

(6)オリンピックデーランの実施 

昨年に引き続きオリンピックデーランを実施し、世代を超

えてオリンピアンと交流することで、スポーツの楽しさや

オリンピックの価値を共有していきます。 

オリンピック聖火リレールート 
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区民文化部 スポーツ振興課 課長 金子 和也 ℡3579-2650 
 

区民文化部 オリンピック･パラリンピック推進担当課  

課長 小田 健司 ℡3579-2546 
 

産業経済部 くらしと観光課 課長 北村 知子 ℡3579-2250 

 

 

   実施の背景・目的 

 東京 2020 大会を契機としたスポーツの高まり 

 

  

   今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 99,647 千円 

(内訳)東京 2020 大会関連事業経費 89,647 千円 

   いたばし花火大会経費    10,000 千円 

 

 
 

＜大会前＞ ＜大会中＞ ＜レガシー＞ 

★第 61 回いたばし花火大会 

5 月 23 日(土) 

★あずさわスポーツフィールド 

完成記念イベント 6 月 ★オリンピック聖火リレー 

区内走行日：7 月 19 日(日) 

★パブリックビューイング 

＜Information＞ 東板橋体育館の大規模改修工事 

区立東板橋体育館は大規模改修工事に着手し、現在、蓮根にある植村冒険館と複合化します。冒険というコンセプト 

を加え、新たなリノベーション施設として生まれ変わります。 

【大規模改修工事の内容】 令和 2 年 3 月工事着工  令和 3 年 7 月竣工予定 令和 3 年末グランドオープン予定 

(1)スポーツ設備                   (2)植村冒険館 

室内競技場、プール、スタジオ、武道場         展示内容の充実のほか施設全体で「植村スピリット」 

トレーニングルーム、ボルダリング壁などを更新・整備  を感じられるような空間を提供 

★イタリアバレーボールチーム関連事業 

★東京 2020 大会記念レガシーの制作 

○記録動画の作成 

○イタリアバレーボールチームの 

サイン展示や手形の制作(予定) 

東京 2020 大会実施に向け、公園や体育館の改修な

ど、区民の誰もが楽しめるスポーツ環境の整備を行っ

てきました。また、オリンピック競技体験や JOC と

の連携事業などスポーツによる地域の活性化とにぎ

わいの創出を図ってきました。東京 2020 大会を通し

て、これまでの取組の成果を発揮し、スポーツの価値

の浸透や次世代に引き継ぐレガシーの創出を図って

いきます。 

画像提供：Tokyo 2020 
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いきいきかがやく元気なまち 

地域経済活性化支援で SDGs のさらなる推進 
 

 

事業概要    

  SDGsの視点を加えた企業支援 

地域経済の持続的な維持・発展に向け、区内中小企業

の SDGsに対する認知度の向上と普及に向けた機運醸

成、事業承継・創業支援を含めた経営力の向上を図っ

ていきます。また、区内産業の活性化を図るため、ベ

ンチャー企業・起業家(新規創業者及び創業間もない

方)に対して、安定した経営実現に向けた支援を行い、

区内立地を促進していきます。 

 

    

事業の内容    

  創業から事業承継までをトータルサポート 

 

 

 

(1)SDGs 普及プロジェクト 

企業が SDGs に取り組む意義と効果について、リーフ

レットの配布、セミナーの実施、パネル展示等で理解促

進を図ります。また、11 月に開催する「いたばし産業

見本市」でも SDGｓについての取組を実施します。 

(2)事業承継・経営改善の支援 

企業活性化センターと区、産業振興公社が連携して企業

経営を支える、全国のよろず支援拠点のモデルとなる取

組を行っています。事業承継については、専門相談の拡

充、事業主負担軽減のための低金利融資「事業承継資金

融資」の拡充実施を行います。また、経営者に寄り添っ

た経営相談・創業相談に注力していきます。 

(3) ベンチャー企業・起業家の区内創業・立地促進 

(仮称)ベンチャー企業・起業家支援 賃料補助事業 

ベンチャー企業・起業家の区内創業・立地を促進するた

めオフィス・工場等の賃借料を一部補助します。 

【助成額】月額 10 万円(補助率 1/2)、年間 120 万円 

     支援期間：2 年  ※ベンチャー枠は倍額 

【経 費】賃借料(事務所・工場・施設等) 

           ※敷金礼金、更新料等は除く 

【対 象】産業競争力強化法の創業認定を受けた方、ベ

ンチャー企業、企業活性化センター・ものづくり研究開

発連携センター退去後 5 年以内の方 

      ※一部審査あり 

 

SDGs普及・啓発 

企業活動を通じた社会課題の解決など 

事業承継・経営改善 
企業の経済成長 

ベンチャー企業・起業家支援 

地域の活性化 

SDGsの推進 
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   実施の背景・目的 

 持続可能な地域経済の発展をめざして 

 

  

   

   

   

   今後のスケジュール 

  

 

 

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 102,542 千円 

 

 産業経済部 産業振興課 

  課 長 木内 俊直  ℡3579-2170 

  担当者 折原・佐々木  ℡3579-2172 

⇓ 

令和 2 年 4 月 1SDGs 普及プロジェクト開始 

       事業承継・経営改善支援開始 

       賃料補助対象企業募集 

ベンチャー企業・起業家 既存企業 

ベンチャー企業・起業家支援 事業承継・経営改善支援 

持続可能な地域経済の発展 

連携 

これまで区では、都市型産業に求められる高付加価値

化の実現に向け、先端的技術やアイディアを持つベン

チャー企業や研究開発型企業の誘致を行ってきまし

た。「次世代農業技術」や「ドローンの運行管理システ

ム」「断熱塗料」などの開発に取り組む企業を誘致して

おり、既存企業との連携を通じた地域産業の活性化が

期待されます。そこで、ベンチャー企業・起業家の区内

誘致・立地をさらに推進し、地域経済の持続的な維持・

発展を図っていきます。さらに、「事業承継の支援」を

積極的に行い、区内企業の持続可能な経営基盤づくり

を積極的に支援します。 

また、関東エリアの中小企業の SDGs 認知度は 15.8％

にとどまっていることから（平成 30 年、関東経済産業

局調査）、SDGs の普及・啓発を通じて、機運醸成・認

知度の向上を図ります。 

 

※板五米店 

区では、令和元年度、中山道板橋宿の

中心部、仲宿商店街にある「板五米店」

(仲宿40番1号)を商店街等と協力し、

商店街の空き店舗活用事業として整

備しました。リノベーションにより、

商店街や地域のにぎわいを創出し、地

域経済の持続的発展につなげていき

ます。 

(内訳)SDGs 普及プロジェクト        349 千円 

   事業承継・経営改善支援      １15,483 千円 

   （仮称）ベンチャー企業・起業家支援 １86,710 千円 
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いきいきかがやく元気なまち 

新たな人材確保と未来を担う人材育成で企業を支援  

 

 

事業概要    

  全国的課題である企業の人手不足を解消 

全国の中小企業の 7 割以上が「人手不足」を感じている

といわれています(中小企業基盤整備機構の調べ)。区内

企業においても、同様の課題を挙げています。就職氷河

期世代(概ね昭和 45 年～59 年に生まれた方)や外国人人

材に焦点をあてた就労支援を進めるとともに、労働管理

や給与体系の適正化を支援し、スムーズな人材確保を実

現していきます。また、産業の誇れるまちづくりを推進

するため、将来の区内産業を担う子どもたちに向けた、

アイデアの具現化事業を実施します。 

 

    

事業の内容    

 

 

 

 

 就職希望者と区内企業を適切な支援でマッチング 

(1)就職氷河期世代就職サポート・外国人人材確保事業 

正規雇用の機会を失った若年層(44 歳以下の方)に加

え、就職氷河期世代まで対象を拡大して、研修や就労

機会の提供、紹介予定派遣を実施し、雇用へ結びつけ

ます。また、留学生等外国人の人材確保に向けたコン

サルティングを実施し、採用担当者と交流を図ること

で外国人人材の確保を支援します。 

また、人材確保につながる企業経営の基盤を強化する

ため、社会保険労務士会と連携を図り、労働管理や給

与体系の適正化を支援し、専門家派遣事業を拡充しま

す。 

(2)全国初！こどもドクター認定コンテスト 

区内小中学生を対象に、ものづくりのテーマごとにア

イデアを募り、審査・表彰を行います。優勝者は区内

企業・研究者とともに、アイデアの具現化をめざして

いきます。 

 

 

 高齢化 

 
人手 
不足 

 
就職 
氷河期 
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   実施の背景・目的 

 区内企業の人材確保・未来を担う人材育成 

中小企業における人材確保は、組織存続において大きな

課題であり、地域経済の持続的な維持・発展を図ってい

くためには、雇用の確保を進めていくことが必要です。

宅地化や工場の地方移転により、区内でも産業集積の希

薄化が進行しており、光学・印刷・鉄鋼などの産業が地

場産業として根付いているものの、その歴史的背景や産

業が果たす役割について、区民に広く認知されていな現

状があります。そこで、地域住民とものづくり企業が関

係性をもつことで、「ものづくりのまち」としての持続的

な成長、技能や伝統の継承、未来の産業人材育成に向け

た風土づくりを行っていくことが重要です。「板橋区産業

振興事業計画 2021」に掲げる「産業と住環境が共生・調

和した地域づくり」の実現に向け、「こどもドクター認定

コンテスト」での子どもたちの夢の具現化に区民・地域・

産業界が一体となってかかわり、将来の産業人材の育成、

ひいては、産業の誇れるまちづくりをめざしていきます。 

  

    

今後のスケジュール 

   

    
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 50,070 千円 

 

 産業経済部 産業振興課 

 課 長 木内 俊直   ℡3579-2170 

  担当者 折原・佐々木   ℡3579-2172 

＜就職氷河期世代就職サポート・外国人人材確保事業＞ 

令和 2 年 7 月   就職希望者受け入れ区内企業の募集 

令和 2 年 7 月～令和 3 年 1 月 

         111企業説明会・研修・紹介予定派遣実施 

＜こどもドクター認定コンテスト＞ 

令和 2 年 4 月   実行委員会立ち上げ 

令和 2 年 7 月   アイデア募集 

令和 2 年 9 月   書類選考実施 

令和 2 年 10 月  1書類選考通過者に対してプレゼンテーション研修の実施 

令和 2 年 12 月  11111こどもドクター認定コンテストの実施 

●子ども光科学教室 ●いたばし子ども起業塾 ●いたばしこども技能塾 

【こどもドクター認定コンテストに関連した次世代型育成講座】 

(内訳)就職氷河期世代就職サポート・外国人人材確保事業

47,560千円 

こどもドクター認定コンテスト     11111112,510 千円 

 


