3.11 東日本大震災への板橋区の対応
地震発生後、直ちに板橋区災害対策本部を設置し、区内の被災

状況の把握、
区施設の安全点検を行ったほか、保育園や小中学校等

における帰宅困難乳幼児・児童・生徒の保護や帰宅困難者支援施設

（区役所本庁舎、
地域センター、
小中学校等）
の開設を行いました。

あわせて、計画停電への対応や区民への情報提供、救援物資の

提供、避難者の緊急受入、乳児への飲料水の配付など、全庁を挙
げて対策に取り組みました。

これまでに講じた緊急対応・防災施策
●基本方針に沿って実施計画（第一次〜第三次）を策定
●防災体制の強化に向けた組織改正
●6 月及び 9 月に補正予算を緊急編成
▶防災対策（木造住宅耐震化助成の拡大や家具転倒防
止器具取付費用の助成等）
▶中小企業支援（震災対応特別融資の実施等）
▶節電対策（太陽光発電システム導入助成の拡大等）
▶小中学校、保育園等の安全確保対策、放射能対策（放
射線測定器の購入等）

▶避難所整備（簡易組立間仕切りやろ過器、小中学校
屋上へのヘリサイン表示等）
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援物資を緊急輸送
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●区内被災建築物等への対応
▶被災建築物応急危険度判定の実施や建築物被害相
談・調査、緊急相談会を実施
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●被災者支援（板橋区への避難者）
▶避難所の開設、区立住宅等の提供、家財道具等の提
供、特例貸付、臨時総合相談を実施
●被災地支援
▶救援物資 白河市、かすみがうら市、大船渡市、仙
台市、山元町、気仙沼市 など
写真3 大船渡市への派遣職員出発式

写真4 がれき撤去作業に立ち会う区
職員（大船渡市）

4 月 8 日には、区民の安心・安全の確保や被災地への支援、被

災地からの避難者への支援、区民生活・経済活動への影響に対す

る支援などを柱とする「東日本大震災に関する板橋区の基本方針」
を定め、引き続き支援・対策を講じることとしました。

今後も地域防災計画の見直しや業務継続計画（BCP）の策定な

ど、減災対策や地域防災力の向上をめざして取り組んでいきます。

▶職員派遣 大船渡市、仙台市、女川町、気仙沼市、
石巻市、いわき市（広野町の避難先）
、加須市（双
葉町の避難先）
日本赤十字社東京都支部へ送金

▶義援金
●放射線対策

▶区役所や区立の小中学校・幼稚園・保育園、私立の
幼稚園・保育園、公園、屋外体育施設等での放射線
測定を実施
▶放射線測定機器の区民への貸出
▶区立小中学校・保育園の給食用食材の放射性物質検
査を実施
●節電対策（区の公共施設）
▶空調の調整や照明の消灯、区施設の輪番休館・利用
時間短縮等の節電対策により、国が目標とする前年
（7 月〜 9 月）比 15％抑制を上回る 27％の節電を
達成

写真5
（左） 戸田大船渡市長を訪問
写真6
（中） 全職員対象の抜き打ち早朝参集訓練・初動対応訓練の様子
写真7
（右） 総合防災重点地区訓練での講評

一、本会は坂本たけし後援会と称し、事務所を東京都板橋区成増四丁
目13番30号に置く。
二、本会は主に、坂本たけしの政治活動を支援することを目的とする。
三、本会は目的達成のため、次の事業を行う。
1. 政策研修、講演、討論会の開催
2. 会報の発行
3. その他目的達成のための必要な事項
四、本会は、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

発行責任者

坂本たけし後援会・石塚 輝雄

五、本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、幹事長 1名、会計 1名、
事務局長 1名、他に総会で特に定めた者 若干名
六、本会の役員は総会において選出する。
七、本会の機関は総会、
常任幹事会とする。
八、総会は定期的に開催し、
会長が招集する。
九、常任幹事会は定期的に開催することを原則とし、必要に応じて会
長が招集する。

区民の皆様には、日頃から板橋区政に対してご理解とご協力をいただいておりますことに、
厚く御礼申し上げます。
「あたたかい人づくり、やさしい区政の実現」第2ステージとして、
『ひと・
まち・みどり』を『みらい』へつなぐため、
『まち』が潜在的に持つ力を引き出し、
『ひと』と『ひと』
が協力しながら持続的な発展を可能としていく区政と、
『みどり』豊かな地球を『みらい』へ
つなげていくまちづくりをめざします。

また、将来を見据えた魅力あるまちづくりなどの成長戦略と、未来の区民に確かな区政を引

き継ぐ行財政改革を推進し、区長の使命を確実に果たしていきます。日々協力しながら支え合

う“いたばし力”の充実により、災害に強い、安心・安全なまち“板橋”を区民の皆様と一緒に創っ
てまいります。
板橋区長

十、本会の経費は会費、賛助会費および寄付金などを以ってこれに充
てる。
十一、本会の会費、
賛助会費は別途定める。
十二、本会に内包する
「健政会」
を置く。
十三、
「健政会」
は年会費制をとり、
会費の納入をもって会員とする。
十四、本会の会計年度は、
毎年1月1日より始まり12月31日までとする。
十五、この規約は平成19年4月27日より実施する。

坂本 たけし

坂本たけし区政報告

板橋区経営革新計画
平成23〜27年度

区役所と行財政を改革するための基本理念と3つの基本目
標で「いたばし力」No.1をめざします。

ひと と ひと をつなぐ

あたたかい気持ちで支えあうまちづくり戦略
学校教育では、教員の指導力向上や子どもの学び等を支援
する環境、特別支援教育の環境を整備します。また、子ど
もたちの放課後の安心・安全な居場所を整備していきます。

まち と ひと をつなぐ

安全で未来をひらくまちづくり戦略

●地域連携型モデル商店街の育成

●教育支援センターの開設

●商店街にぎわい再生プロジェクト

区の地球温暖化防止地域推進計画に定める温室効果ガス削
減目標の達成に向けて、区民、事業者、区などが協働し、
エコライフスタイルの実現をめざします。
●新エネルギー・省エネルギーの普及・促進のための太
陽光発電など導入経費助成（一般家庭・事業者）

など

●商店街街路灯LED化

など

基本理念

〜めざす姿〜

行財政経営の質を高め、区民本位による区政の実現

基本目標

〜到達点〜

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

など

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。

保育サービスの定員を拡大するとともに、子育て家庭の孤
立化を防ぎ、地域で安心して子育てができる環境の充実を
図ります。
●保育サービス定員1,000人分拡大
●子育て支援者の活動支援

につなぐ

地球にやさしく品格のあるまちづくり戦略

地域住民やＮＰＯなど地域の多様な主体と協働して環境問
題や高齢者問題などに取り組み、まちのにぎわいを創出し
ていく商店街づくりを進めます。

●板橋区版放課後対策事業「あいキッズ」事業
●子ども発達支援センターの開設

みどり を みらい

企業の製品・技術開発を積極的に支援するとともに、工業
集積の維持・発展に向けた取り組みを進めます。
●新製品・新技術の開発チャレンジ支援
●（仮称）新産業育成プラザの開設

など

農地や樹林地等の緑が失われていく中で、農地や緑の保全
と活用等を進め身近な緑を増やし、豊かな自然環境を将来
に引き継いでいきます。

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。

●緑の保全方針の策定

など

●樹林地の保全と保存樹木の指定

など

改革の方向性
介護や療養が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮
らすことができる体制を構築していきます。
●
（仮称）シニア活動センターの開設
●高島平団地における「地域包括ケアシステム」構築のた
めの方策検討 など

「文化を活かし、楽しみ、つなぐまち」を基本理念として文
化芸術の振興を進めます。また、外国人と日本人がともに
地域で安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。
●第二次文化芸術振興基本計画の推進
●いたばしボローニャ子ども絵本館の充実

など

総合的・複合的な景観形成施策を展開するとともに、区民
をはじめとする関係者が連携して良好な景観形成に取り組
みます。
●景観計画の策定による都市景観まちづくりの推進
●最高限度高度地区（建物の高さ制限）等の策定

など

〜取り組み内容〜

１. 区行政経営全体の質の向上への取り組み
●区民の視点に立ったPDCAサイクルの確立
●質の高い行政サービスを提供し続けるための組
織風土改革
●参加と協働のまちづくりに向けた区全体の自治
力の向上
２. 内部管理業務の見直し

ひとり親の就職支援など自立支援を進めるとともに、配偶
者などからの暴力を防止し、被害者を保護する体制を構築
します。

●職員のコンプライアンス意識の向上と不祥事の
ない職場づくり

地震などの災害に備え、安心・安全なまちづくりを推進し
ます。また、駅周辺の都市機能の高度化を図るとともに、
地域特性に応じた良好な市街地の形成を誘導していきます。

●ひとり親家庭の自立支援促進

●二次避難所の整備

●配偶者暴力相談支援センターの開設

●学校の改築、耐震補強工事

●男女平等参画社会実現のための第四次板橋区行動計画
の推進 など

●木造住宅耐震化促進事業
●本庁舎南館改築

●区政経営のスリム化の徹底と職場に合った適正
な人員配置
・商店街と町会が災害時協定を締
結（上段左写真）
・木材の使用と環境教育の覚書を
日光市と締結（上段中写真）
・地域連携に関する基本協定を東
洋大学と締結（上段右写真）
・板橋製品技術大賞表彰式（左写
真）

など

地域において、区民や多様な団体などが協働して防災・防犯、
高齢者への支援などに取り組む体制を構築していきます。
また、区民や多様な団体などが主体となってまちづくりを
進めるための基本ルールについて検討していきます。
●地域会議の設置促進
●いたばし総合ボランティアセンター機能の充実

など

●激しい社会経済情勢の変化にも耐えうる財政基
盤の確立
●多様化・高度化する情報通信技術に対応するた
めの行政サービス全体の効率化と質の向上
３. 事務事業の効率化と資源の有効活用の取り組み
●公共サービスの民間開放による区民サービスの
向上
●社会経済情勢の変化に合わせた公共施設のあり
方の見直し

・子ども発達支援センター開所式（左上
写真）
・板橋区青少年表彰 表彰式（右上写真）
・赤ちゃん出会いのひろば（左下写真）

●事業の目的及び効果の検証と事業の整理・統合・
廃止

緑のカーテン（板橋区役所）

平成23年度当初予算プレス発表

●新たな公益法人・団体と区との役割分担の明確
化と組織の存続意義も含めた見直し

