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「いたばし No.1 実現プラン 2025」重点戦略Ⅰ SDGs 戦略 

地域活性化でタッグ！株式会社良品計画と包括連携協定 
 

 

事業概要    

    

    

内容    

 

 

   

 

板橋区の特色を生かした連携 

【「板橋区民まつり」への一部デザイン協力】 

第 51 回板橋区民まつりで実施する「絵本のまちひろば」の

一部を良品計画がデザイン・演出し、「絵本を楽しむ」滞在

空間の演出をします。 

【「絵本のまち板橋」にまつわる展開】 

令和 4 年 11 月に区内で新規オープンする無印良品の店舗

内において、区の文化的特色である「絵本のまち」への協

力として、絵本に関連したコーナーの設置や図書の販売を

行います。また、店舗内に絵本にちなんだイラストの展示

などを行い、「絵本のまち」のブランディングに関する連

携を行います。 

【「板橋のいっぴん」等の販売コーナー】 

区民に選ばれ 20 年以上地域に愛されている「板橋のいっ

ぴん」の販売コーナーを店内に設置します。このほか、区内

産品・商品も扱い、区内産業の活性化につなげます。 

【その他】 

古着などの資源回収やフードドライブの回収拠点設置、「赤

ちゃんの駅※」の設置、店舗内に設置されるイベントスペー

ス Open MUJI での区事業の実施や情報発信を行うなど、

連携していきます。 

※区の子育て支援の一環で、施設等にオムツ替えや授乳の場所の確保や、

ミルク用のお湯の提供などを行うスペースを設置する取組。 

株式会社良品計画と地域活性化等に向けた包括連携協定を締結！  

板橋区（区長 坂本 健）は、無印良品を展開する株式

会社良品計画（東京都豊島区／代表取締役社長 堂前 宣

夫）との間で、区の地域活性化及び区民サービスの向上

など、地域社会の発展に向けた包括連携協定を締結しま

す。 

この協定により、店舗の内外において、地域資源を活か

した産業、文化・スポーツの振興、子育て・教育、環境、

安心・安全など、幅広い分野において協力関係を築き、

さらなる地域社会の発展をめざして連携していきます。 

無印良品新店舗イメージ 

区民まつり「絵本のまちひろば」 

デザイン参考イメージイラスト 
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   実施の背景・目的 

    

  

    

   今後のスケジュール 

 令和 4 年 10 月 15 日(土)・16 日(日) 

  第 51 回板橋区民まつり内「絵本のまちひろば」の一部デザイン・出展 

 令和 4 年 11 月 17 日(木) 無印良品 板橋南町２２ オープン 

  【無印良品店内】 

  ・「絵本のまち」関連 
イラスト設置 

MUJI BOOKS での関連図書の取扱開始 

  ・「板橋のいっぴん」 区内商品コーナーでの取扱開始 

  ・「赤ちゃんの駅」設置 オムツ替えや授乳などができるスペースの設置 

  ・イベントスペース Open MUJI での講座、情報発信等事業実施 

  【その他】 

  ・区のスキームによる古着などの資源回収やフードドライブの回収拠点を設置 

 

   主管課・問い合わせ先 

   政策経営部 ブランド戦略担当課 

  課 長 小熊 大介 ℡3579-2047 

     担当者 髙橋 輝充 ℡3579-2515 

 

民間ノウハウの活用で地域活性化を促進 

区では、地域社会の発展に向け、地域で活動するステー

クホルダーとの連携・協働を進めています。 

今回、良品計画が本年 11 月の区内大型店の出店にあた

り、同社が進める地域の活性化を考慮した店舗内外の展

開の話を受け、区政の課題や今後の施策の方向性などを

踏まえ、連携・協働の可能性を協議してきました。 

協議の末、地域社会の発展という共通テーマのもと、社

会、経済、環境等、様々な分野で、区が有する資源と、

良品計画が有するノウハウや他自治体での実績が相乗

効果を生むと判断し、包括連携協定の締結に至りまし

た。 

今後、多様なステークホルダーとの連携と本協定を合わ

せ、「東京で一番住みたくなるまち」の実現に向け、施策・

事業を展開していきます。 

 

 

 

子育て 

産業 

環境 
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「いたばし No.1 実現プラン 2025」重点戦略Ⅰ SDGs 戦略 

防災に『楽しい』『美味しい』『新しい』を＋（プラス）！いたばし防災＋
プラス

フェア 

 

 

事業概要    

    

  

時

間

２

４ 

  

事業の内容    

 

   

 

デジタルツールを使って防災を気軽に楽しく 

【リアルイベント】 

実地で行うことで、より訓練の効果が高まる「初期消火」

や「応急救護」などを体験できるほか、VR やＡＲなど

最新デジタル技術を活用した「火災・煙体験」「避難所体

験」を設け、より多くの方に、より気軽に防災訓練に参

加できる内容となっています。 

また、リアル会場ならではの物販・飲食ブースなどのコ

ンテンツも充実させ、「楽しく」・「おいしく」「新しい」

防災体験をしてもらうことで、防災に関心の低い層へも

強く参加を促していきます。 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容が

変更となることがあります。 

【オンラインイベント】 

クイズ形式やゲーム形式など、楽しみながら防災知識が

身につくコンテンツをオンラインサイト上に用意しま

す。 

感染症の流行でリアル会場に来ることができない方も

含め、いつでも・どこでも・気軽に防災知識を身に付け

ることができます。 

ハイブリッド型イベントで防災をより身近に！ 

区が進める「いたばし防災＋（プラス）プロジェクト」

の一環として、リアルとオンラインの環境を活用したハ

イブリッド型防災イベント「いたばし防災＋（プラス）

フェア」を実施します。 

このイベントでは、リアルイベントと併せ、コロナ下に

おいても影響の少ないオンラインツールを活用した防

災イベントを行うことで、より多くの区民に対し防災へ

の意識の向上・持続を図っていきます。 

【開催日程】 

リアルイベント 

令和 4 年 11 月  5 日  

オンラインイベント 

10 月 29 日 ～ 11 月 7 日  

【会場】 

リアルイベント： 

板橋区立東板橋公園 

（板橋区板橋三丁目 50 番 1 号） 

オンラインイベント： 

区 HP 参照 



 

－４－ 

 

 

   実施の背景・目的 

   

 

    

 

    

   

    
 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 22,800 千円 

 

 危機管理部 地域防災支援課 

課 長 柏田   真 ℡3579-2150 

    担当者 髙橋 奈津子 ℡3579-2152 

日々の生活に防災意識を＋（プラス） 

近年の大規模な自然災害や水害など生活を脅かす脅威が

全国的に増えています。区は安心・安全なまちをめざし

て防災事業に注力していますが、区民一人ひとりが普段

から備えておくことも大切です。 

区は、地域全体の防災力の向上を目的として、『いたばし

防災＋（プラス）プロジェクト』を進めています。 

このプロジェクトは、「防災」という人によってはやや関

心が低くなりがちなテーマに「楽しい」、「美味しい」、「新

しい」など、これまでになかった要素を＋（プラス）す

ることで、多くの方が親しみやすく、身近なものと感じ

てもらうことをめざす取組です。 

「いたばし防災＋（プラス）フェア」は、このプロジェ

クトの一環として、最新のデジタルツールを活用し、楽

しんで参加できるコンテンツを豊富に用意しました。防

災に対する意識が低くなりがちな若年層などをはじめと

した幅広い層への働きかけを行い、地域の防災力の底上

げにつなげていきます。 

過去のイベントの様子 

（令和元年度） 

板橋防災プラスプロジェクト 

AR 機器体験 イメージ オンラインイベント イメージ 
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「いたばし No.1 実現プラン 2025」重点戦略Ⅱ デジタルトランスフォーメーション戦略  

 
 

 

事業概要    

 

    

事業の内容    

    

 

【キャッシュレス・非接触のシステムの導入】 

これまでの現金手続きに加え、電子マネー(14 社)、 

クレジットカード(7 社)、二次元コード(6 社)のいず

れにも対応したキャッシュレス決済システム及びコ

ンビニエンスストア等で導入が進んでいる自動釣銭

機システムを導入します。これにより、金銭の授受の

非接触化とスピード決済を進めます。 

【パーテーション取付型会話補助システムの導入】 

新型コロナウイルスの影響で設置されたパーテーシ

ョンは感染症を予防する一方で、聞き取りづらさを感

じるなどコミュニケーションが図りにくいといった

課題もありました。そこで各窓口に拡声機能付のパー

テーション取付型会話補助システムを導入し、双方向

の会話を音でサポートすることで、窓口ストレスを軽

減しサービスの向上を図ります。 

【タブレット画面対話型多言語通訳システムの導入】 

庁舎案内カウンターには、外国籍の方や聴覚に障がい

のある方など、支援を必要とする多様な方々が訪れま

す。多くの方に寄り添った窓口サービスの実現に向

け、英語や中国語、韓国語、ウクライナ語などを含む

16 言語のほか、手話通訳にも対応した多言語通訳シ

ステムを導入し、「おもてなしの心」でお迎えします。 

スピーディかつ安心・安全のサービスを提供 

区役所本庁舎 1 階戸籍住民課窓口にキャッシュレス決済

システム、対面式セミセルフレジを導入し、非接触かつ

スピーディな決済を実現します。 

また、同窓口および庁舎案内カウンターには、パーテー

ション取付型会話補助システム、庁舎案内カウンターに

タブレット画面対話型多言語通訳システムを導入し、多

様な方々とのコミュニケーションの円滑化を図っていき

ます。 

新たな「おもてなし」をカタチに 
戸籍住民課窓口および庁舎案内サービスをリニューアル 

キャッシュレス決済システム 

イメージ 

パーテーション取付型会話補助システム 

イメージ 
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   実施の背景・目的 

    

   今後のスケジュール 

 11 月 1 日(火) 

本庁舎 1 階戸籍住民課窓口・庁舎案内カウンターにて 

各種システムの導入 

  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 1,631 千円 

 

  

 

全ての来庁者にとってより良い窓口サービスの実現へ！ 

近年の新型コロナウイルスの影響や DX の推進といっ

たキーワードは、区と区民とのコミュニケーションに

も大きな影響を及ぼしました。区のコミュニケーショ

ンの入口にもなる本庁舎1階の戸籍住民課および庁舎

案内では、訪れるすべての方がより安心して、快適に

サービスを受けることができるよう、時代の要請に応

えた、より良い窓口サービスをめざします。 

【キャッシュレス決済取扱一覧】 

電子マネー（14 社） 

Suica PASMO Kitaca TOICA はやかけん manaca ICOCA 

SUGOCA nimoca nanaco WAON iD QUICPay 楽天 Edy 

クレジットカード（7 社） 

VISA Mastercard 
UnionPay 

（銀聯） 
JCB 

AMERICAN 

EXPRESS 

Diners Club

INTERNATIONAL 
DISCOVER 

二次元コード（6 社） 

PayPay メルペイ au PAY 
We Chat Pay 

(微信支付) 

Alipay＋ 

（支付宝） 
銀行 Pay 

 【タブレット画面対話型多言語通訳システム】 

対応言語一覧（16 言語＋手話） 

英語 中国語 韓国語 ポルトガル語 スペイン語 フランス語 ロシア語 

ウクライナ語 ヒンディー語 ネパール語 タイ語 ベトナム語 クメール語 ミャンマー語 

フィリピン語 インドネシア語 手話     

 

区民文化部 戸籍住民課（戸籍住民課窓口） 
    課 長 北村 知子 ℡3579-2200 
総務部   契約管財課（庁舎案内カウンター） 
   課 長 金子 和也 ℡3579-2080 



 

－７－ 

令和４年度一般会計９月補正予算 

物価等高騰に対する緊急支援で、区内の事業活動を下支え 

 

 

 

事業概要    

   

 

 

    

事業の内容    

 

 

   

 

近年の物価等高騰を受けた区独自の補助 

今回の補正予算第３号で、運営費が法令や国の公定価格

に基づいて支払われる福祉施設等の事業者の負担軽減

策として、区独自で支援を行っていきます。 

昨今の原油価格・物価高騰の影響を受ける区内事業者へ

の緊急的な対応として、利用料等への転嫁が難しい区内

福祉施設や幼稚園、公衆浴場への緊急支援を行うほか、

肥料代や食材購入費の高騰に伴う既定予算の増額や、区

施設の電気・ガス料金経費の増額を行います。 

総額 888,422 千円   

【福祉施設等物価高騰対策支援金経費 436,734 千円】 

区内 732 の介護施設・障がい者施設・保育施設・私立

幼稚園に対して光熱水費や食材費等に係る支援金を支給

します。(所管課：介護保険課、障がいサービス課、保

育運営課、保育サービス課、学務課) 

【公衆浴場燃料費緊急助成経費   33,600 千円】 

区内 28 の公衆浴場に対し、緊急支援として燃料費補

助をします。(所管課：産業振興課) 

【肥料価格高騰対応経費        351 千円】 

区内農家約 60 世帯を対象とした肥料助成事業の経費

を増額します。(所管課：赤塚支所) 

【給食食材料費高騰対応経費     8,918 千円】 

区立 36 保育園の給食の食材料購入費に係る経費を増

額します。(所管課：保育運営課) 

【電気ガス料金高騰対応経費     408,819 千円】 

区施設における電気料金及びガス料金の高騰に伴う

経費を増額します。(所管課：各施設による) 
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   実施の背景・目的 

    

   詳細 

 
福祉施設等物価高騰対策支援金経費について 

  

    
 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 888,422 千円 

 

  

これまでも これからも 

区は、総額 120 億９千７百万円となる令和４年度東京

都板橋区一般会計補正予算（第３号）案を、令和４年 

第３回東京都板橋区議会定例会に提出する方針を固め

ました。 

これまで、国の「コロナ禍における『原油価格・物価高

騰等総合緊急対策』」等に基づき、令和４年度に入り 

２回の補正予算を編成するなど、新型コロナウイルス 

感染拡大の長期化、物価高騰等への対策のため、区民の

皆様の生活支援・地域経済対策を行ってきました。 

今後も区では、区民生活の安心・安全を守るため、社会

情勢の動向を注視しながら、適時的確な支援を、スピー

ド感を持って取り組んでいきます。 

令和4年 10月 1日現在、板橋区の施設に在籍している人数に応じて支援金を支給します。 

施設類型 施設数 予算額 所管課 

介護施設※１ 263 147,550 千円 介護保険課 

障がい施設※１ 178 45,668 千円 障がいサービス課 

保育施設※２ 
261 159,861 千円 

保育運営課 

保育サービス課 

幼稚園※３ 30 83,655 千円 学務課 

合計 732 436,734 千円 ― 

※１ 入所型・通所型含む 

※２ 区が運営費を支払っている施設及び認可外保育施設 

※３ 私立幼稚園 

 

【補正予算全般について】 

政策経営部 財政課 課長 杉山 達史 ℡3579-2030 

【個別事業について】 

直接事業を担当する所管課へ 
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令和４年度一般会計９月補正予算 (案) 
 

 

令和４年度第３号補正予算（案）…120億９千７百万円 
下段()特定財源     

 

№ 款 事業名 事業内容
補正額

（単位：千円）

1,356,333

(1,356,333)

6,624

(6,624)

1,349,709

(1,349,709)

888,422

436,734

33,600

8,918

351

408,819

553,343

(204,850)

7,613

12,147

(12,147)

273,507

(185,806)

13,794

(6,897)

424
12 産業経済費

ハイライフプラザ使用料

過年度還付

ハイライフプラザ使用料還付金（過年度還付）に

係る経費

10 福祉費ほか 各種従事者処遇改善

社会的養護従事者、保育士、幼稚園教諭、放課後

児童支援員等の処遇改善事業を令和４年10月以降

も継続するために係る経費

11 福祉費 障がい者自立支援システム改修

厚労省が構築する障害福祉サービスデータベース

に対応するための障がい者自立支援システム改修

に係る経費

電気ガス料金高騰対応
区施設における電気料金及びガス料金の高騰に伴

う経費の増額

緊急かつ必要性の高い事業に要する経費

9 総務費
マイナンバーカード出張申請

件数増加対応

マイナンバーカード交付円滑化計画に基づくマイ

ナンバーカード交付率を達成するための出張申請

受付件数増加対応に係る経費

福祉施設等物価高騰対策支援金

物価高騰の影響を受けている介護施設・障がい者

施設・保育施設・私立幼稚園に対して支給する支

援金に係る経費

8 総務費ほか 東京都最低賃金改定対応
東京都最低賃金の改定に伴う板橋区が雇用する会

計年度任用職員に係る経費

5 福祉費 給食食材料費高騰対応
食材料費の高騰を受け、区立保育園給食の食材料

購入費に係る経費の増額

6 産業経済費 肥料価格高騰対応
区内農家への肥料助成事業における肥料価格上昇

に対応するための経費の増額

7 総務費ほか

4 産業経済費 公衆浴場燃料費緊急助成
原油価格高騰の影響を受けている公衆浴場に対

し、緊急支援として行う燃料費補助に係る経費

新型コロナウイルス感染症対策に要する経費

1 福祉費 PCR検査に要する経費補助事業

高齢者施設が実施するPCR検査等費用の補助事業

について、期限が令和4年6月末から10月末まで延

長されたことによる経費

2 衛生費
新型コロナウイルスワクチン

接種事業経費

令和４年10月以降の新型コロナウイルスワクチン

接種に係る経費

原油価格・物価高騰対策に要する経費（詳細は８ページ）

3 福祉費ほか
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下段()特定財源  

 
 

 

 

 

令和４年度第４号補正予算（案）…３億４千５百万円 

下段()特定財源 

 
 

 

№ 款 事業名 事業内容
補正額

（単位：千円）

6,614

10,500

3,000

225,744

5,058,172

5,058,172

4,240,730

4,240,730

12,097,000

(1,561,183)

※次年度の新規事業・施設維持改修事業について、夏季の期間に事前協議を行う制度

国庫支出金、都支出金に係る返還金

基金への積立金

16 総務費ほか
サマーカウンセル事業(※）

前倒し工事等

令和５年度当初予算サマーカウンセル事業に係る

工事等案件の前倒し実施に係る経費

14 教育費
学校改築に伴うZEB認証建物

設計追加

区立小中学校におけるZEB認証建物の設計に係る

経費

18 諸支出金 財政調整基金積立金
財政調整基金積立金

（3号補正後残高：27,646,484千円）

15 土木費 自転車駐車場解体工事
成増駅南口第３自転車駐車場の土地賃貸借契約終

了に伴う解体工事に係る経費

国・都支出金等返還金

17 福祉費ほか 国・都支出金等返還金

13 産業経済費 農業まつり実施経費追加対応
板橋農業まつりにおける、燃料費の高騰等への対

応に係る経費の増額

合計

№ 款 事業名 事業内容
補正額

（単位：千円）

345,000

(242,193)
1 衛生費

高齢者インフルエンザ定期

予防接種の拡充

高齢者インフルエンザ定期予防接種に係る、都の

自己負担金無料化の特別補助制度への対応経費

 
主管課・問い合わせ先   

 【補正予算全般について】 

 政策経営部 財政課 

  課 長 杉山 達史 ℡3579-2030 

 【個別事業について】 
 直接事業を担当する所管課へ 
【事業担当所管課の確認】 
 政策経営部 広聴広報課 報道係 ℡3579-2025 
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インフォメーション 

 
 

 

    

    

    
区制施行 90 周年の節目を祝う記念事業  

    

 

歴史を振り返り、未来へのメッセージを発信 

区は、令和 4 年 10 月 1 日(土)に区制施行 90 周年を迎

えます。記念式典や記念誌の発行をはじめ、各種記念事

業を実施し、90 周年の節目を、区民の皆さんとともに

お祝いします。 

これまで築いてきた歴史・文化を振り返るとともに、コ

ロナ禍を乗り越え成長し続けるまちの実現に向けた、新

しい未来へのメッセージを発信します。 

区制施行 90 周年記念ロゴ 

【施設特別キャンペーン】10 月 1 日(土)・2 日(日)の２日間 会場：各施設 

各施設で特別な取組を実施します。また、各施設には、今回製作した記念リーフレットを配置します。 

施 設 内 容 

体育館・温水プール ■利用料(個人)無料  ■特別なプログラム・イベント 

熱帯環境植物館 
■入館料無料   ■フォトスポット設置、AR フォトフレーム 

■いたばし自然・いきものさがしパネル展 

教育科学館 ■プラネタリウム観覧料無料 ■小中学生向けアマチュア無線操作体験会 

美術館 ■先着 30 名(各日)にオリジナルミニノートを配付 

郷土資料館 ■クイズラリー参加者にオリジナルクリアファイルを配付(先着 90 名) 

こども動物園 ■ポニーと記念撮影コーナー設置 

赤塚植物園 ■先着 250 名(各日)に花の種を配付 

 

開催されるイベントについて 

「継承と刷新」未来に向けて発展・飛躍するための契機に！ 

板橋区制施行 90 周年記念事業 

【記念式典】 10 月 1 日(土)13 時 30 分～ 会場：区立文化会館大ホール 

区政や地方自治等の発展に貢献されてきた方への感謝状の贈呈、名誉区民顕彰、区観光大使の坂東彌十郎氏による

ビデオメッセージ、神田松鯉氏（重要無形文化財保持者）による講談などを実施します。 

記念式典は YouTube 板橋区公式チャンネルで LIVE 配信し、記念式典のダイジェスト版と記念プロモーションビデ

オを 10 月末まで同チャンネルで配信することで、多くの方々へ区制施行 90 周年を伝えていきます。 

【記念誌・リーフレットの作成】10 月 1 日(土)～ 

区の歴史や今後のめざす姿、特色ある取組・地域資源等を紹介する記念誌及びリーフレットを発行します。 

※記念式典来場者への記念品として配付リーフレットは各区立施設に配置します。 

【記念展示】10 月 3 日(月)～14 日(金)  会場：本庁舎 1 階プロモーションスペース 

区の歴史の振り返るとともに、未来に向けたメッセージを区民の皆さんから募集するコーナーを設けます。 

 

主管課・問い合わせ先 

政策企画課 ℡3579-2011 

 

区制施行 90 周年記念事業コンセプト 
板橋の宝である子どもたちの未来へ、ひと・まち・みどり・文化をつなぎ、 

だれ一人取り残さず、成長し続ける、暮らしやすい、魅力あふれるまちへ。 

～継承と刷新による持続可能なまち”板橋”へ～ 

板橋に暮らす人々が 

板橋のまちを「キャンバス」に 

それぞれの想いを「色」にのせて 

まるで絵本を創るように 物語と未来を描き 

そして誰もが 

「東京で一番住みたくなるまち」と 

実感できるよう願って 

「いたばし未来パレット」 と表現しています。 
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   事業の内容 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  

 

    

    

板橋 4 大イベントのひとつ、板橋区民まつりが 3 年ぶりに開催！ 

区は、令和 4 年 10 月 15 日（土）および 16 日（日）の

2 日間にわたり、令和元年以来、3 年ぶりに「板橋区民

まつり」を開催します。 

会場内に「絵本のまちひろば」を設け、板橋区にゆかり

のある絵本作家・企業・大学生と協力し、「絵本のまち板

橋」を広く発信していきます。 

開催においては、各ひろばにおける検温・消毒の実施、

飲食エリアの設置等の新型コロナウイルス感染症対策

に万全を期し、実施します。 

【日程等】 

日時：10 月 15 日(土)11:00～18:00（おまつりひろば 11：20～17:00） 

16 日(日)  9:00～16:00 

会場：グリーンホール前道路及び周辺、文化会館、グリーンホール、板橋第一中学校、 

大山公園、JT 社員寮跡地、都税事務所前ほか 

区制施行 90 周年記念 ～みんなで描く いたばしの未来～ 

第 51 回板橋区民まつり 
主管課・問い合わせ先 

くらしと観光課 ℡3579-2251 

 

各会場の催し（抜粋） 

おまつりひろば（グリーンホール前道路）※15 日のみ  

オープニングセレモニーや阿波踊り、音楽パレード等の 

演目を実施します。 

楽市楽座ひろば（板橋第一中学校校庭） 

区内の名店や板橋のいっぴん、友好交流都市の名産品な

ど 100 近いテントが並ぶメイン会場です。 

絵本のまちひろば（板橋第一中学校体育館） 

「絵本のまち板橋」にちなんだ、絵本作家・大学生・ 

企業によるワークショップや絵本コーナー、販売を行い

ます。 

 

前回（令和元年度）の様子 


