持続可能な区政経営を実現するために
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区財政の現状

現在の区の財政状況は、家計でいえば、収入よりも支出が上回り、貯金を下ろし

ながら生活している状況にあります。区政を持続させていくためには、貯金（基金）
に頼らない、収入と支出が均衡した財政状況が望ましいといえます。

板橋区成増在住
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いたばしの未来に向けて 〜区政を革新〜
行財政経営の質を高め、区民本位による区政を実現します

そのためには、収入の確保のみならず、支出内容を見直さなければならず、区で

[ 後援会内部資料 ]

実施している事務事業について聖域のない見直しを行っていく必要があります。

一般財源 ( 特別区税・特別区交付金 ) の推移
区の収入である一般財源（区の判断で

平成 24 年度予算の新規・重点事業

事業に活用できる収入）の柱である特別
区税と特別区交付金は、平成 20 年の世

界同時不況によって急減しました。その
後も全面的な景気回復が見られず、平成

●地域ぐるみの学校支援活動で子どもたちの成長をバックアップ

20 年度と比べて 100 億円を超える大幅

●
「あいキッズ事業」を拡充し、子どもたちの放課後活動を支援

な減収が続いています。（平成 20 〜 23

●パート勤務等に対応する保育所など保育施設の新規開設で子育て世代を支援

年度は決算額、24 年度は当初予算額）

●虐待対策コーディネーターの配置で、増加する児童虐待への対応強化
●都内初！無料職業紹介と就労意欲喚起で生活保護受給者の自立を支援
●認知症患者への総合的な支援体制の構築

Ⅰ.「もてなしの心」で区民本位の区政の実現
行政経営の質を高め、常に区民の立場、目線に立った区政を進めます。

Ⅱ.「未来への責任」を果たす健全な行財政経営
効率的、効果的な事業執行を進めるとともに、収入の確保に取り組
みます。

Ⅲ.「高い使命感」で挑戦する人と組織づくり
区民のために積極果敢に課題に取り組む志を持った組織づくりを進
めます。

義務的経費内訳の推移
区の支出のうち、その支出が義務付け

られ、任意に削減できない経費に義務的

健全な財政基盤の確立に向けた経営改革に取り組みます

経費（人件費・扶助費・公債費）があり

●区制施行 80 周年で各種記念事業を展開

ます。扶助費は、平成 20 年度以降 184

●板橋ブランド！光学・精密機器産業の技術力を世界にアピール

億円も増加しており、義務的経費に占め

●人材育成就職支援事業で、若年層の就労を積極的に支援

る割合は、平成 20 年度と 24 年度の比
較で 52.2％から 63.1％に増大していま

●ものづくり技術継承のための助成事業を開始

す。（平成 20 〜 22 年度は決算額、23・
24 年度は当初予算額）

●地域防災計画の改訂や危機管理体制の再構築で “安心・安全” を強化
●都市型水害に備え止水板の設置など総合的対策を強化

その結果、区の収入と支出の均衡は失

われ、財源不足に対して区民生活に影響

を推進

●緑のカーテンハンドブック作成で、区民の環境意識を向上

●実施している事業を継続しながら次々と新たな事業を始めることをやめ、
「ス
クラップ・アンド・ビルド」「選択と集中」の考え方に基づく見直し

●民間への委託や民営化などによる民間開放により、区民サービスの向上と経

取り崩して予算を編成しています。

●区の中で似たような事業をしていないか、東京都や国、民間で同じような事

財政調整基金の残高は、平成 24 年度

●区役所本庁舎南館の改築

末には約 35 億円まで減少する見込みで

●公共施設等整備計画の推進

●土地や建物などの区有財産を活用（売却を含む）しての増収

を与えないようにするため、一般家庭の
貯金にあたる財政調整基金などの基金を

●耐震診断と改修経費の助成で木造住宅・非木造建築物の耐震化を促進

あり、数年後には枯渇するのではないか
と危ぶまれる状態にあります。（平成 24
年度は残高見込み額）

●統合型 GIS（地理情報システム）の構築で総合的な行政サービスを実現

●歳入目標を決めたうえで、進行管理を徹底し、目標額を確保

財政調整基金残高の推移

●
「かたつむりのおやくそくハンドブック」を全戸配布し、分別とリサイクル

●住民情報システムの再構築

●約 800 ある全ての事務事業の徹底した見直し

中長期的な課題

費削減の両方を実現

業を実施していないかなどの点検を踏まえた、事業の整理・統合

●「目的や役割を終えていないか」「利用者が減少していないか」「民間サービ
スと競合していないか」などの点検を踏まえた、区立施設のあり方の見直し

●「事業を開始したときの目的は既に達成していないか」「実施意義が薄らいで

いないか」
「行政サービスの利用者や実績が低迷していないか」など、ゼロベー
スでの点検を踏まえた見直し

今後の人口減少社会のもとで区の収入が縮減し、少子高齢化の進行に伴う社会保
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障費の更なる増加や、更新時期を迎える公共施設の改築・改修経費の急増など、収
入と支出には今以上に大きなかい離が生じることが予想されます。それに備えるた
めの行財政改革も急務となっています。

●総点検の結果を踏まえ、平成 25 年度から 27 年度までの 3 か年計画として各
計画の改訂に反映

災害に強いまちをつくります

災害対策本部機能を強化します
【防災対策支援システムの再構築】

【地域防災力の向上】
初期消火活動の重要性をアピールするとともに防災訓練などの充実・強化を図り、

地域防災力の向上をめざします。

●住民防災組織を強化するため老朽化した D 級ポンプを更新（50 台）
板橋区では今年度、災害時の対応力と実効性を高める施策について集中的に取り

組み、新たな防災対策を進めるための体制づくりを完成させます。

●訓練用資器材の充実（水消火器を各地域センターに 10 本、計 180 本）

●専門指導者による中学生・区職員を対象とした応急救護訓練の実施と訓練器具
の充実

災害時の対応力を高めます

など

ムを稼働します。

●システム基本構想の策定・設計（平成 24・25 年度）
●新システムの構築・稼働（平成 26 年度）

区役所本庁舎が被災し防災センター機能が停止した場合に備え、バックアップ拠

大規模な震災による被害を最小限にとどめるため、建築物の耐震診断や改修経費、

東日本大震災を踏まえ、災害時の応急・復旧・復興対策において迅速性と実効性

対策支援システムを再構築し、防災センターの本庁舎南館移転に合わせて新システ

【赤塚庁舎防災機能の強化】

【災害に強いまちづくりの促進】

【地域防災計画の抜本的見直し】

災害時における災害対策本部の応急対策対応力を強化するため、老朽化した防災

家具転倒防止経費などを助成するほか、都市型水害に備えた対策を実施します。

点として赤塚庁舎において災害対策本部を運営します。
●本庁舎被災時に赤塚庁舎からの同報系行

を向上させるため、地域防災計画の全面改訂を行います。また、各種マニュアルの

●木造住宅の耐震化推進のため、耐震診断（200 件）、耐震補強工事（50 件）な

政無線等災害情報の提供・収集が可能な

ます。

●特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について新規・拡充し、非木造建築物に

●防災対策支援システムの赤塚庁舎への導

整備や研修、訓練などにより、発災後における区職員の効果的な初動態勢を確立し
●板橋区地域防災計画の改訂（平成 25 年 3 月）

●各部署が行う応急対策業務をまとめた活動マニュアルの策定

どの経費の助成

ついての耐震診断（47 件）などの経費の助成
の助成

など

表 1: 中学生普通救命講習

自治体との災害時相互援助協定および民間事業者などとの災害時協定を見直し、

協定の実効性を高めることで相互の連携を強化し、災害対策業務を迅速かつ的確に

平成 12〜23 年度

本庁舎防災機能を補完する赤塚支所庁舎

表 2: 防災リーダー登録者数

単位 : 人

平成 19〜23 年度

単位 : 人

実施します。

東日本大震災後の対応を継続します
【被災地・被災者支援の継続】

●災害時相互援助協定の見直し（13 自治体）

被災地における復旧・復興状況や原発事故による避難の長期化などを踏まえて、

●民間事業者等との災害時協定の見直し（162 協定）

岩手県大船渡市への職員派遣や区内への避難者に対する公共住宅の提供など、引き
続き被災地および被災者への支援を実施します。

【情報伝達体制の強化】
放送が聴き取りにくい地域の課題を解消するため、同報系防災行政無線をデジタ

ル化して情報伝達手段の機能強化を図るほか、無線の放送内容を電話で確認できる
システムを導入します。

●大船渡市への職員 3 名の派遣（1 年間）

●区立住宅における応急仮設住宅 36 戸を継続して提供（平成 26 年 3 月まで期間

避難者への支援体制を強化します

延長）

●板橋清掃工場において宮城県女川町災害廃棄物を受け入れ

【避難者対策の強化】

●デジタル化に伴う放送設備の更新

●水害発生を知らせるモーターサイレンの新設（河川流域 12 か所）

入（平成 26 年度）

●高齢者世帯（150 件）・障がい者世帯（150 件）の家具転倒防止器具取付費用

など

【災害時協定の見直し】

●難聴地域解消のための屋外放送設備増設計画の策定

体制の整備

など

備蓄物資の種類、配備など、災害時に有効に機能す

る防災備蓄体制を構築します。また、帰宅困難者への
対策を強化します。

表 3: 二次避難所整備状況
平成 23〜26 年度
単位 : 施設数

●防災備蓄体制最適化計画の策定（平成 25 年 3 月）
●鉄道各社、民間企業、私立学校などとの帰宅困難

など

【災害時要援護者対策の強化】
高齢者や障がい者など、災害時に自力で避難できな

●放射線量測定機器の貸し出し（5 台）
表 4: 備蓄食料の構成
平成 23〜26 年度
単位 : 施設数

い方への支援体制の強化に努めるとともに、災害時に
要援護者を受け入れる二次避難所を拡充します。

●災害時要援護者支援計画の策定（平成 25 年 3 月）

東京都と連携して速やかに対応し、区民のみなさんの不安の解消に努めます。
私立保育園）

の設置
定

福島第一原子力発電所の事故に端を発する放射性物質への対応については、今年

度も引き続き実施します。また、基準値を超える数値が計測された場合には、国や
●区施設における放射線測定の実施（区役所正面玄関、区立幼小中学校、区立・

者対策を協議する（仮称）帰宅困難者対策検討会

●区施設 12 か所を帰宅困難者一時待機施設として指

【放射線対策】

●二次避難所への備蓄物資などの配備（平成 24 年度は 7 か所を予定）

●給食食材のサンプル検査の実施（保育園・福祉園・区立小中学校を対象に 1 学
期１回）

【節電対策】
環境自治体をめざす板橋区として、エネルギーの効率的利用と温室効果ガス抑制

のため、区民のみなさんへのサービス低下にならない範囲で、今年も夏季の節電対
策を実施します。

●区施設における照明・空調・エレベーターなどの節電の実施（平成22年度のピー
ク電力を基準として、マイナス 15％程度の節電）

