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東京で一番住みたくなるまちをめざします
未来に向かって持続可能な成長を遂げる都市
「東京で一番住みたくなるまち」を形づくる２つの都市像の実現をめざして、板橋区が

持つ強みや潜在力を引き出し、
まちの魅力と活力を創出する成長戦略を展開していきます。
■坂本たけし プロフィール
板橋区長

1959 年 12 月 24 日板橋区生まれ
経歴

板橋区成増在住
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平成 26 年度予算の新規・重点事業

魅力創造発信都市

住んでよかった、住み続けたいと思っ
てもらえるような、人と環境にやさし
いまち、災害に負けない安心で快適な
まちを整備していきます。

地域の個性やにぎわい、強みを活かし
た活気あふれるまちを創出することで
都市の魅力となる価値を高め、選ばれ
るまちとして発信していきます。

23 区初となるスポーツ大使

●教員の指導力向上と子どもの学びを支援する教育支援センターを新設

の創設、区内初の国際スポーツ

●放課後の新しい居場所「新あいキッズ」が 11 校で始動

ワールドカップの開催、トップ

大会となった女子レスリング

■板橋区スポーツ大使制度の創設

など、スポーツを通じたシティ

りと愛着を高めるとともに、都
市ブランドの向上を図っていき
ます。

■JOC との連携による「アスナビ」 ■オリンピアンによる水泳教室
の区内開催

●板橋区スマートシティに向けた 2 年目の展開
●大谷口一丁目周辺地区の木密地域不燃化特区事業を開始
●
「都市の顔」となる大山駅・板橋駅周辺のまちづくりが本格始動
●高島平地域のグランドデザイン策定に着手し、新たな都市再生モデルを提示

材や知的資源を区事業に結び付け、効率的かつ効果的

■淑徳大学と基本協定締結
（左写真）
■理化学研究所との共同研究契約締結
（右写真）

産業文化都市「板橋」
を創出します
ODFʼ14（光学設計・製造に関わる国際会議）の区

内開催など区内産業の強みである光学・精密機器関連

産業のブランド化や、
区が持つ立地優位性を活かした、
戦略的な産業立地政策などを通じて、
産業文化都市
「板
橋」を創出します。
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換や複合化等を進めて施設総量を抑制する一方、個々の施設の質をさらに充実させること
により、時代の要請に対応した魅力ある公共施設へと再構築し、持続可能な区政の実現と

●人口構造や区民ニーズの変化に対応した施設の適正配置、役割を終えた施設の

統廃合と転用の推進、施設跡地等の資産としての有効活用・処分（売却・貸付）

な施策を展開していきます。

●学校体育館の天井等を点検・改修し、子どもたちの安心・安全を確保
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TEL. 03-5383-5501 FAX. 03-5383-5502

とともに、将来的な財政負担（＝区民の税負担）の軽減を図るために施設の用途・機能転

化など、適切なコスト管理の実践

び事業化の推進をめざす、独立行政法人理化学研究所
研究契約」の締結など、戦略的に大学や研究機関の人

その多くで老朽化が進行している公共施設の現況と今後の整備の方向性を明らかにする

●工事仕様内容の見直しによる改築・改修等にかかる経費の縮減と年度間の平準

協定」の締結や、地域における光学技術等の高度化及
との「光学及び医療部品開発に係る技術に関する共同

「未来への責任」
を果たす健全な行財政経営

推進

を目的とした、淑徳大学との「地域連携に関する基本

●より安全な道路をめざして、道路ストック総点検事業を実施

●新庁舎に最新鋭の受付案内システムを導入し “もてなしの窓口” を実現

●事務室レイアウトのスタンダード化やユニバーサルデザインの採用

●
「公共施設等の整備に関するマスタープラン」に基づく個別整備計画の策定と

地域社会及び教育・研究の発展を推進していくこと

●新防災センターを設置し、災害対応力を大幅に UP ！

●都内初の「受付案内システム」の導入

継続的な行政サービスの提供を図っていきます。

大学・研究機関等との連携を強化します
●免震構造など最新技術を導入した新庁舎南館の改築を完了

や職員の意識改革、
マインド醸成を促し、
業務効率や生産性の向上を通じて「もてなしの心」

ション「アスナビ」の区内開催

■女子レスリングワールドカップ

により、板橋に対する区民の誇

トワーク推進事業を実施

庁舎新南館の改築を契機として、だれもが使いやすく区民サービスを高めた区役所本庁

舎を実現します。また、職員が働きやすい環境を創出することで、ワークスタイルの変革

アスリート就職支援ナビゲー

プロモーション活動を行うこと

●
「光学」をテーマに産業都市「板橋」のブランドを確立する産業ブランドネッ

「もてなしの心」
で区民本位の区政の実現

●低層階一体型総合窓口と高齢者総合相談窓口の設置

●23 区初となるスポーツプロモーターを創設

●地域密着型介護サービスの拠点整備をさらに促進

人口減少社会が本格的に到来するもとでも持続可能な区政を支えていくために、3 つの

基本目標を掲げて、行財政経営の質を高める経営革新に取り組んでいきます。

を具現化した区民サービスの充実につなげていきます。

スポーツによるにぎわいを創出します

●都内最大規模となる板橋スマート保育を全面展開

行財政経営の質の向上と区民本位の区政の実現

■ODFʼ14の開催
（区立文化会館）

シティ・プロモーションにより区の魅力を発信します
区役所南館改築・北館改修により、 本庁舎 1 階に電子案内板やパネル、 ポスター等の

展示スペースとしてギャラリーモールを設置するなど、 区の魅力を積極的に発信してい
きます。

「高い使命感」
で挑戦する人と組織づくり
区民の立場に立って職務を考え行動するとともに、誇りと倫理観、柔軟な発想と豊かな

感性など「高い使命感」を持つ職員の育成と組織づくりを進め、区民サービスの質をさら
に高めていきます。

●職員能力と組織力を向上させる「成長戦略の具現化プロセスを活用した戦略思
考開発事業」の実施

●
「もてなしの心」や「思いやり」といった「人間力」をベースとする、区職員・
組織の魅力発信力の強化

●児童・生徒・保護者の相談に応じるとともに、教員の資質と能力の向上を図る
研修・研究機能を備えた教育支援センターの新設

災害に強いまちをつくります
【地域防災力の向上】
自助・共助の基本理念のもと、各地域の防災力の向上を図ります。
●区内 18 地区において、ワークショップ形式により地域特性を踏まえた防災対
策マニュアルと防災マップを作成（〜平成 27 年度）

●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（207 台）
（〜平

改築した庁舎新南館に新たな防災センターを設置し、これまで以上に

災害時の対応力を高め、より実効性のある防災対策を推進するための体
制強化に取り組みます。

災害時の対応力を高めます
【情報伝達体制の強化】

成 27 年度） など

区民の皆さまのご協力によって、以下のような板橋区の取り組みが全

【災害に強いまちづくりの促進】
震災による被害を最小限にとどめるとともに、都市型水害にも備えた対策を講じます。
●木造住宅の耐震化推進のため、耐震診断、耐震補強工事などの経費の助成
●特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成の拡充、非木造建築物についての耐
震診断などの経費の助成

など

防災行政無線の放送が聞き取りにくい地域の解消などに取り組みます。
●災害時に区内の携帯電話すべてにメールを一斉送信できるエリアメールを導入
●防災行政無線放送塔の増設 60 本（〜平成 27 年度） など

【災害時協定に基づく連携の強化】
災害時協定に基づく連携を強化し、災害対策業務を迅速かつ的確に実施します。
●災害時相互援助協定（13 自治体）に基づく人的・物的資源の協力体制の充実
●民間事業者との災害協定（104協定）において、ガソリン・ガス等のエネルギー
確保策の充実

【区立施設の防災力向上】
発災情報の伝達の迅速化やエレベータ内閉じ込めへの対応力を強化します。
●区立施設 287 施設に緊急地震速報システムを導入
●区立施設の全エレベータ（127 台）に非常時の飲料水等を備えたキャビネッ
トを配備

【地域防災計画の修正】
地域防災計画にさらに修正を加え、災害への対応力の向上を一段と図ります。
●地域防災計画（震災編・風水害編）のさらなる修正（〜平成 27 年度）
●業務継続計画（BCP）
，業務継続マネジメント（BCM）の改善（〜平成27年度）

災害対策本部機能を強化します
【防災センターの機能強化】
免震構造の本庁舎新南館に新防災センターを設置し、情報収集力・情報発信力を強化した
新たな防災対策支援システムの稼働を開始します。また、万が一、本庁舎の防災センター
機能が停止した場合に備え、赤塚庁舎をバックアップ拠点として整備します。
●新システムの構築・稼働
●防災対策支援システムの赤塚庁舎への導入

国自治体のモデルとなっています。

避難者への支援体制を強化します
【避難者対策の強化】

板橋区が日経新聞「経営革新度調査」で前回に引き続き全国 4 位に
板橋区は、平成 25 年度に全国 812 市区を対象に実施された日経新聞「経営革新度調査」

において、窓口・公共施設サービスの利便性を図る「利便度」で前回に引き続き全国 1 位、
行政評価や業務の外部委託、職員提案制度などの実施状況をみる「効率化・活性化度」で
全国 2 位、総合評価では全国 4 位となり、経営革新に先進的に取り組む自治体として全国
自治体の模範となっています。

災害時に有効に機能する防災備蓄体制を構築し、帰宅困難者対策を強化します。
●防災備蓄体制最適化計画に基づき、指定避難所等（120 か所）の備蓄物資を
再配備（〜平成 28 年度）

●災害弱者に配慮し、医薬品、衛生用品、おかゆ・副食（各 2 万 9 千食）等の備
蓄物資の充実

など

【災害時要援護者対策の強化】
災害時要援護者への支援体制の強化に努めるとともに、要援護者を受け入れる福祉避難所
を拡充します。

区立企業活性化センターの経営改善相談窓口が国の政策のモデルに
中小企業庁は、平成26年度から地域の中小企業・小規模事業者のための経営相談所「よ

ろず支援拠点」を各都道府県に整備します。

「よろず支援拠点」による支援の 3 本柱は、①解決が困難な経営相談に応じる「総合的・

先進的アドバイス」、②事業者の課題に応じて複数の支援機関・専門家がチームを組んで

支援する「チームの編成を通じた支援」、③地域の支援機関とのネットワークを活用して
経営課題に応じて的確な支援機関等を紹介する「ワンストップサービス」です。

これらは、いずれも区立企業活性化センターが経営改善相談窓口として先駆的に取り組

んできた内容に中小企業庁が着目し、全国展開することになったものです。

●災害時に災害時要援護者の安否確認等を行うための、避難行動要支援者名簿を
作成し、住民防災組織等の支援組織に配付

●福祉避難所への備蓄物資などの配備

全国自治体に先駆けた取り組み 板橋区版放課後対策事業
「新あいキッズ」
板橋区は、平成 21 年度から「学童クラブ登録」と全児童対策の「一般登録」を一体的

東日本大震災後の支援を継続します
【被災地・被災者支援の継続】
岩手県大船渡市への職員派遣や区内避難者に対する公共住宅の提供など、引き続き被災地
及び被災者への支援を実施します。

に運営する、板橋区版放課後対策事業「あいキッズ事業」を展開してきましたが、平成

26 年度からは 2 つの登録区分の垣根を取り除いた「新あいキッズ事業」を開始し、平成

27 年度までに区立の全小学校で移行する予定です。

新あいキッズは、同じ学校の全ての児童に同じサービスを提供するとともに、保護者に

よる仕事と子育ての両立を併せて支援する事業であり、全国的にも珍しい形態です。

学童クラブ事業の待機児童を解消する方策の一つとして、全国自治体のモデルとなって

います。

●岩手県大船渡市への区職員 4 名の派遣（1 年間）
●区立住宅における応急仮設住宅 33 戸を継続して提供（〜平成 27 年度）

区立施設の指定管理者制度における先駆的な取り組み
板橋区は、東京税理士会板橋支部及び社会保険労務士会板橋支部のご協力をいただき、

指定管理者制度導入施設における効率的な運営やサービス水準の維持・向上、労働条件の
点検等についてモニタリング・評価を行っており、その先駆的な取り組みが全国自治体の
モデルとなっています。

特に、指定管理業務における「利益等の適正化」を図る制度については、全国初の取り

組みであり、総務省や一般社団法人指定管理者協会から高い評価をいただいています。

