発行：平成31年1月

発行責任者：坂本たけし後援会・杉田

尚史

[ 後援会内部資料 ]

● 妊娠、出産にかかる不安を解消するため、産前産後のケアの充実を図ります。
● 子どもの貧困や児童虐待、いじめなど、社会問題となっている課題解決に向
けて、様々な分野が連携した取組を進めます。
● 地域の中で子どもたちが安心して安全に遊ぶことができる、ユニバーサルデ
ザインによる魅力ある公園づくりを進めます。

魅力ある教育を推進し、全ての児童・生徒の学
力の向上を図ります。
● 地域の協力を得ながら、教員が子どもと向き合い、本来の教育活動に専念で
きる体制を整えます。
● オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、トップアスリートとの交流
や、外国文化への理解を促進する取組を進めます。
● 子どもたち一人ひとりの学力の定着と向上をめざし、
「わかる・できる・楽
しい」授業づくりを推進します。

女性・若者がそれぞれのライフスタイルで、は
つらつと輝やけるまちにします。
● 女性が自らのライフスタイル・ライフステージに合った働き方ができるよう、
就労・起業を支援していきます。
● 区内大学との連携を強化し、若者の地域活動への参加を促進するとともに、
卒業後も住み続けたくなるまちづくりを進めます。
● だれもが、仕事と生活の両立など人生の各段階に応じて、生きやすく能力を
発揮できるよう、
「ワークライフバランス」と「ダイバーシティ＆インクルー
ジョン」を推進します。

■こども動物公園（東板橋公園内）

■（仮 称）子 ど も 家 庭 総 合 支 援 セ ン
ター構想

超高齢社会に適応した、健康でいきいき活動で
きる健康寿命延伸を図ります。
● 健康づくりや、介護予防など、地域貢献・ボランティア活動に、高齢者が生
きがいを持って活動するまちにします。
● シニア世代の就労意欲を維持し、魅力ある仕事の開拓と雇用・就業の拡大を
図ります。
● だれもが、仕事と生活の両立など人生の各段階に応じて、生きやすく能力を
発揮できるよう、
「ワークライフバランス」と「ダイバーシティ＆インクルー
ジョン」を推進します。

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせる
地域包括ケアを実現します。
● いつまでも高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる板橋区版
AIPの取組を推進します。
● ひとりぐらし高齢者、高齢者のみ世帯の増加に対応して、医療・介護の連携
により、地域全体で支える支援に取り組みます。
● 生涯現役社会をめざして、フレイル予防のための社会参加活動を積極的に推
進し、健康長寿のまちづくりを進めます。

スポーツを通じた、質の高い健康づくりを推進
します。
● スポーツに親しむ環境づくりを進め、高齢者や障がい者のスポーツ活動を通
じた健康維持・増進に取り組みます。
● 健康・スポーツ・産業の各分野が連携し、商店街や地域とともに区民の健康
づくりを推進します。
● 健康で「いつでも」「どこでも」「いつまでも」スポーツに親しみ、元気な生
活を送ることができる取組を推進します。

■介護予防
講座

10の筋トレ出前

■東京2020大会のレガシーとしての（仮称）あずさわループ
のある小豆沢公園

快適で便利なにぎわいのある魅力的な板橋をめざします︒

● 多様なライフスタイルに応じた子育てができるよう、保育園の待機児童解消
に取り組みます。

健康でいきいきいつまでも暮らせる板橋をめざします︒

若い世代に選ばれ長く住み続けたくなる板橋をめざします︒

子育て世代にとっての魅力を創造し、安心・安
全を図ります。

東京2020大会を契機に、文化・スポーツによ
るにぎわいを創っていきます。
● 次世代へ継承すべき歴史的価値ある文化財を保存し、多くのひとに親しまれ
る活用を図ります。
● スポーツを「する・観る・支える」環境づくりによって、地域に感動とにぎ
わいを創出します。
● スポーツの持つ力によって、地域を活性化し、地元への愛着と賑わいを創出
し、オリンピックのレガシーを継承します。

坂本たけし区政報告

■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
板橋区成増在住

▼経歴

日本大学大学院生産工学研究科
博士前期課程建築工学専攻修了

日本大学大学院理工学研究科
博士後期課程建築学専攻単位取得退学
株式会社日本設計

特別養護老人ホームケアタウン成増設立代表者
社会福祉法人みその福祉会理事長
みその幼稚園設置者
東京都議会議員

都内有数の産業都市として、板橋の活性化を
図っていきます。
● 都内有数の産業都市として、光学・精密機器関連産業によって培われた技術
力を背景に、産業ブランド構築、プロモーションを戦略的に進めます。
● ものづくり産業の維持発展に必要な基盤整備を図り、生活と産業が調和した
まちづくりに取り組みます。
● いたばし花火大会、板橋区民まつり、板橋農業まつり、板橋Cityマラソンの
魅力を高め、さらなる誘客に努めます。

災害に備えるとともに、自然環境にも配慮した、
安心で快適なまちづくりに取り組みます。
● 木造住宅密集地域の解消、建築物の耐震化の促進など、安心・安全なまちづ
くりに向け総合的な取組を進めます。
● 駅や商店街などを中心に、快適で魅力あるまちづくりを推進し、にぎわいを
創出します。
● あらゆる社会インフラにICTなどの先端技術を活用してスマート化を図り、
安心・安全、便利で無駄のない暮らしの実現をめざします。

■都内初となる近代遺産の史跡公園整備

■いたばし花火大会

皆様からのご信託をいただき、区長としてひたむきに区
政に取り組んで参りましたが、早いもので、12年の時が過
ぎようとしております。
ここまで、リーマンショックによる厳しい財政運営、未
曽有の被害をもたらした東日本大震災への対応など、厳し
い舵取りを求められた時期を乗り越えられたのも、多くの
区民の皆様からの、あたたかいご支援があればこそと、心
から感謝しており、深くお礼申し上げます。
区民の皆様とともに あたたかい人づくり、やさしい区
政を実現していくことが、区長就任当初からの私の信条で
あり、新たな時代を切り開き、「東京で一番住みたくなる
まち板橋」を実現していくことが、私に課せられた使命で
あると考えております。

近年多発する自然災害への対応、社会的喫緊の課題であ
る、待機児童問題など、区政を取り巻く課題は山積してお
り、一刻の停滞も許されない状況にあります。
これからも、板橋区が全ての区民の皆様にとって、誇り
ある、魅力あふれるまちとなるよう、多くの方々の声に耳
を傾け、スピード感をもって取り組んで参ります。
引き続き、輝く板橋の未来に向けて、区民の皆様や区内
の多様な団体、関係機関の方々とともに、さらなる一歩を
踏み出し、共に歩んでいきたいと考えております。
最後に、改めて皆様方の温かいご支援とご協力を賜りま
すよう心からお願い申し上げます。
板橋区長

坂本 たけし

いたばしNo.1 実現プラン2018
未来をはぐくむあたたかいまち

いきいきかがやく元気なまち

ライフスタイルが多様化する中、子育ての負担軽減が課題になっています。未
来につながる子育て支援に取り組みました。

安心・安全で快適な緑のまち

人生 100 年時代が叫ばれる中、健康に暮らすことが求められています。生活
の質を高め、健康寿命の延伸につながる取組を進めました。

地球温暖化を防ぐ省エネルギー化の取組、自然環境を残していかなければなり
ません。スマートシティの推進とともに、LED 化の推進に取り組みました。

● 認可保育所 19 施設、小規模保育所 16 施設を民間事業者誘致により整備するなど、3
年間で、定員を 2,109 名増やし、待機児童解消を進めました。

● 栄養や健康に関するセミナーを取り入れながら、「いたばし健康づくりプロジェクト」
を発展させ、区民の健康管理の支援に取り組みました。

● 住宅における新エネルギー・省エネルギー機器の導入を推進し、LED 化による、二
酸化炭素削減に取り組みました。

● 児童館機能を再編して、23 区で唯一となる年齢別乳幼児プログラムを、
「子育て応援
児童館 CAPʼ S」で展開し、子どもたちの健やかな成長に取り組みました。

● 旧若葉小学校跡地を活用して、総合ケアセンター「若葉ゆめの園」を誘致し定員
120 名の特別養護老人ホームを開設しました。

● 老朽化した街灯の省エネルギー化も念頭に、10 か年計画を立て着実に更新し、まち
の安全対策に努めました。

少子高齢社会を迎え、未来を担う子どもたちの成長が欠かせません。子どもたち
の学力と中学生を含む若者の居場所づくりに取り組みました。
● 区立全小中学校に、電子黒板・実物投影機などの授業用の ICT 機器を配備し、わかり
やすい授業により、学力の向上を図りました。
● マレーシア国へ区立中学生を派遣する事業の展開や、板橋区版英語村を実施するなど、
国際社会で活躍できるグローバル人材の育成事業に取り組みました。

人口の高齢化率が高まり、ひとり暮らしや、支援を必要とする高齢者が増加傾
向にあります。地域包括支援センターの整備など暮らしを支える仕組みづくり
に取り組みました。
● 地域で安心して歳を重ねることができるよう、認知症カフェの取組や、認知症サポー
ターを 3 年間で 7,604 人養成し、活躍を促進することで、認知症の方も家族も支え
られる地域づくりを進めました。

● 小学生以上の子どもたちを対象に認知症について学ぶ講座も実施しました。
● 板橋区版 AIP の構築に向け、「助け合い・支えあいの地域づくり会議」を立ち上げ、
いつまでもいきいき暮らせる地域づくりに努めました。

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、スポーツ、文化
を通じた感動や、にぎわいづくりの環境創出が課題となっています。スポーツ
施設を始め、体験できる機会づくりに努めました。

近年、地震災害に加え、台風等による水害も多く発生しており、自然災害に備
える必要があります。いざという時の避難所、支援を要する人に対する福祉避
難所の整備を進めました。

● 小豆沢体育館プール棟を新たに建設し、地域で生涯スポーツを楽しめる場を提供する

● 大規模災害時に設置される避難所での課題解決策の一つとして、
「紙の間仕切りシス

● 国内最古の火薬研究所と発射場がある陸軍板橋火薬製造所跡が、国から史跡として指

● 要配慮者を災害時に受け入れる福祉避難所を 10 か所整備するとともに、実際に起こ
り得る状況を想定した訓練に取り組みました。

ほか、小豆沢公園の整備もあわせて、このエリア一体をスポーツによる健康づくりを
支援する場となるよう取り組みました。
定され、
あらたな板橋のシンボルとして都内初となる史跡公園の整備に着手しました。

板橋の製造業は 23 区でも有数の実力をもっていますが、認知度が低く、板橋
の自然を担う農地の減少も課題となっています。ものづくり企業の立地支援や、
個店の稼ぐ力の向上支援、農業振興に取り組みました。
● 板橋オリめしプロジェクトと銘打ち、平成 28 年には、清水町付近で、29 年には上
板橋駅付近で、光と食の祭典の開催とあわせて、個店の「稼ぐ力」をつける支援に取
り組みました。

● 板橋の産業を活性化するため、ものづくり企業への立地継続支援施策を展開し、産業

■COP24 セッション前 参加者と

■イタリアオリンピック委員会との協定
締結式

■COP24 発表の様子

■いっこく堂氏

観光大使委嘱式

■COP24 イクレイ世
界会長
（ボン市長）
と

■あいおいニッセイ同和損害保険との包
括協定締結式

■区内事業者（株）三共田中から義援金
の受領

テム」の供給に関する協定を締結し、いざという時への備えに努めました。

すべての人々が快適で安全に利用できるユニバーサルデザインの導入ととも
に、都市間移動の中核となる鉄道を活かしたまちづくりが求められています。
東武東上線の立体化や、ユニバーサルデザインを取り入れた公園整備を進めま
した。
● 長年懸案であった、東武東上線立体化に向けて、大山駅周辺のまちづくりに取り組み、
新たな時代を創る大きな一歩を踏み出しました。

■３警察署との児童虐待の未然防止と早期発見に向け
た情報共有等に関する協定締結式

■
「東京・沖縄 池袋モンパルナスとニシムイ美術
村」展を鑑賞される皇后さまと共に

■週末ハッピーライフ〜お江戸に恋して〜に出演

● ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた、ベビーカーでも利用しやすい公園整備
を進めました。

集積の維持・発展の促進に取り組みました。

■マレーシア国マハティー
ル首相表敬

■認知症キッズサポータ講習

■ICT を活用した授業風景

● 板橋の魅力を発信する拠点として、 本
庁舎 1 階に「ギャラリーモール」を設置
し、 様々な展示などにより、 シティプ
ロモーションによる魅力発信につなげて
います。

■待機児童解消に向けた保育所整備

■小豆沢体育館プール棟

■イタリアオリンピック委員会との協定締結式

● 教育支援センターを区役所南館の改築に
合わせて開設し、板橋の子どもたちの学
力向上が図れる、未来につなぐ教育環境
づくりに取り組みました。
■ギャラリーモール

■あいキッズの様子

■教育支援センター

■東武東上線立体化促進大会

● スポーツ大使・スポーツプロモーター制
度の導入や、JOC・ナショナルトレーニ
ングセンターと連携したアスリートの就
職支援等、スポーツによるにぎわいの創
出や、アスリート支援に取り組みました。

■建築家坂氏発案の紙の簡易間
仕切りシステム

■金沢市少年野球団区長表敬訪問

■ユニバーサルデザインを指向した
前野公園

■東京都健康長寿医療センターとの包括
連携に関する協定締結式

● 板橋のまちには、普段気づかなくても、
視点を変えると見えてくる素敵なものが
たくさんあります。板橋の魅力を新たな
切り口で紹介しました。
■スポーツ大使委嘱式

■金沢市友好交流都市協定
10 周年（氷室の雪氷）

■板橋マニア刊行

■オーストリア参事官区長表敬訪問

■パラグアイ大使区長表敬訪問

■国立研究開発法人情報通信研究機構
(NICT) と豪雨予測技術に関する研究
開発の協定締結式

