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1 都市経営と行政経営を見据えた４つの目標 

 

急速に進む高齢化、出生率の低下、グローバリゼーション、人口減少社会への移行など、

わが国の社会経済環境には構造的な変化がみられ、「成長」から「成熟」へと大きく転換しつ

つあります。 
こうしたなかで、都市間競争が激しさを増し、地域経営の主体としての自治体の役割がク

ローズアップされています。文化政策や都市再生、教育力の向上、そして安全・安心のまち

づくりなど、明確な将来ビジョンと政策を掲げて地域がもてる力を引き出し、様々な主体と

協力しながら地域経営を進めていくことが重要です。 
今後の少子高齢・低成長社会においても、地域社会が必要とする公共サービスのニーズは

さらに多様化し、増えていくことが予想されます。しかし、右肩上がりの時代とは異なり、

行政主体のサービスによる対応には財政的な限界があります。行政のみが公共サービスの供

給主体となるのではなく、限られた財源の中で最も効率的で効果的な公共サービスの仕組み

を、区民等との協働により地域の中に築いていくことが必要です。 
少子高齢・低成長の時代に対応した、「戦略的な都市経営の展開」と「新たな行政経営シス

テムの構築」に向け、次の４つの目標掲げ、具体的な取り組みを進めていきます。 

 

戦略的な都市経営の展開 

新たな行政経営システムの構築 

４
つ
の
目
標 

１ 文化と品格を誇れる価値あるまちづくり 

２ 多様な主体との協働による新たな公共の構築 

３ スリムで変化に強い行政経営の確立 

４ 持続可能な財政構造の構築 

 
■ 都市経営と行政経営を車の両輪に据えた改革の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右肩上がりの時代の行政システム 

○行政主導による網羅的・総花的な 
事業展開 

○行政が直接のサービス供給者 
○経済の拡大を前提とした財源配分 
（増分主義） 
○経常的・固定的経費の増大 

戦略的な都市経営の必要性 

○都市間競争に必要な戦略とビジョン 
○地域の主体と協働で取り組む政策 
○魅力と活力の創出、持続的な成長 
 
 
新たな行政経営システムの必要性 

○体質改善に向けた改革の推進 
○増分と減分を前提とした行政経営 

 ビルド・アンド・スクラップ  
○重点の“選択”と行政資源の“集中” 
○民間活力との協働による公共経営 

 スリムな行政・大きな公共  
○行政は地域公共サービスの調整者 

改革 

負の遺産を克服するための改革から 
未来をひらくための改革へ！ 
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２ 目標① 文化と品格を誇れる価値あるまちづくり 

 

都市間競争が激しさを増すなか、都市経営の主体としての自治体の役割がクローズアップ

されています。人口減少社会は、都市間競争が激しさを増すなかで、居住の場として、経済

活動の場として、そして自己実現の場としても、都市が選ばれる時代です。 

豊島区がこれまで以上に、「住みたいまち」、そして「訪れてみたいまち」として評価され、

選ばれることで、豊島区が将来にわたって持続的に発展する活力ある都市となるよう、東京

における豊島区の役割や位置づけ、そして歴史や個性を大切にしながら、新たな魅力と価値

を創造するための取り組みを戦略的に進めていきます。 

こうした戦略的な取り組みが、バランスの取れた人口・世帯構成の確保、定住人口や来街

者の増加、地域経済の活性化を実現し、そのことがさらに魅力と価値を高めていくようなま

ちづくりを展開します。 

 

 

 

 

 

 

（①-1）価値あるまちづくりの推進 

新たな基本計画が掲げる「戦略的・横断的な施策展開に関する方針」に基づき、文化、健

康、都市再生、環境の４つを重点政策として、新たな魅力と価値の創造に向けた取り組みを

進めます。 

平成 15 年 3 月に議決した基本構想の将来像である「未来へ ひびきあう 人・まち とし

ま」を将来像として掲げています。文化と健康は“人”に、都市再生と環境は“まち”に対

応するものであり、“人”と“まち”がひびきあいながら未来へ向けて魅力と価値を創造して

いく姿をイメージしています。 

 

（①-2）地域ブランドの創出 

ブランドとは、地域の個性と将来にわたる持続可能性を育てる都市経営に対する信頼です。

住み、暮らし、働き、学び、活動し、交流していくうえで、その地域が提供するハード、ソ

フトの魅力が総合的に将来にわたって持続されることが信頼であり、その信頼こそが「価値

あるまち」をかたちづくる最も重要な要素となります。 

駒込、巣鴨、大塚、池袋本町、東池袋、西池袋、目白、高田、そして椎名町・長崎など、

区内各地域において、地域の人材や教育機関、民間企業との協働を図りながら、美しい街並

みやにぎわいの創出、観光、イメージ戦略など、それぞれの歴史と文化、個性を活かした総

合的なまちづくりを展開し、地域のブランドを育てていきます。 

 

 

目標① 
 
文化と品格を誇れる 
価値あるまちづくり 

（①-1）価値あるまちづくりの推進 

（①-2）地域ブランドの創出 

（①-3）安定した税収等の確保による 

区民福祉の向上 
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（①-3）安定した税収等の確保による区民福祉の向上 

今後の少子高齢・人口減少社会においては、現在の人口や税収を前提として施策を展開す

るのみでは、地域を持続的に発展させていくことは困難です。 

都市や地域としての魅力と価値を高める戦略的取り組みを進めることで、定住するファミ

リー世帯など世帯類型の面においても、また担税力の面においても、バランスのとれた人口・

世帯構成を実現するとともに、交流人口や来街者の増加、地域経済の活性化を図ることで、

区民福祉の向上に必要となる安定した収入を確保していきます。 

また、健康政策に取り組むことで、扶助費や特別会計（国民健康保険、老人保健医療、介

護保険）への繰出金など、高齢化の進展に伴い増加が見込まれる社会保障や医療に関する歳

出の抑制を図ります。 

 

 

 

３ 目標② 多様な主体との協働による新たな公共の構築 

 

今後の超高齢社会において、地域のニーズは益々多様化し、増大していくことが予想され

ます。加えて、危機管理や治安対策、文化、都市再生など、新たな課題への対応も必要とな

っています。 

その一方で、区行政の財政的資源については、今後、大きな増加を見込むことは困難な状

況です。右肩上がりの時代のように、行政主導だけで地域の公共サービスを支えることは、

困難になってきています。 

今後、将来にわたって持続可能な地域経営を続けていくためには、区民、地域団体、ボラ

ンティア、NPO、民間企業など、多様な主体が公共サービスを担い合っていくことが必要です。 

新たな基本計画が掲げる「参加と協働のまちづくりに関する方針」に基づき、多様な主体

が公共サービスを担い合う、きめ細かなサービスが提供されている社会、いわば「新しい公

共の創造」に向けた構造改革を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

（②-1）区民参加の推進 

区政への区民参加や協動のまちづくりを促進するため、地域の課題や区政に関する情報の

提供、共有に努めるとともに、説明責任・応答責任を果たす仕組みを強化します。 

また、政策形成過程への区民参加を促進するため、政策提案の公募や区民参加の検討会議

の設置など、多様な参加の機会を確保するとともに、パブリック・コメント制度の充実を図

ります。 

 

目標② 
 

多様な主体との 
協働による 
新たな公共の構築 

（②-1）区民参加の推進 

（②-2）協働の推進制 

（②-3）“地域の力”の回復 

（区民活動の推進とコミュニティの形成） 
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（②-2）協働プロジェクトの推進 

多様な主体の担い合いによりきめ細かな公共的サービスを実現する「新しい公共」の創造

に向け、協動の仕組みづくりを推進します。 

「自治の推進に関する基本条例」及び「豊島区基本計画」に基づき、政策形成への区民参

加、地域の力との協働による公共的サービスの拡大、区民活動の活性化を促進します。 

 

（②-3）“地域の力”の回復（区民活動の推進とコミュニティの形成） 

“地域の力”は、生活者一人ひとりの地域社会への想い、参加、交流の活動から生まれま

す。区民、ＮＰＯ、企業、町会をはじめとする地域活動団体が、コミュニケーションを続け

ながら、地域の課題解決やまちづくりにかかわる中で、アイデアとエネルギーを生み出し、

活動を広げる仕組みを備えていることは、今後の地域社会の大きな魅力です。 

高度成長期から今日まで、次第に小さくなってしまった“地域の力”を回復し、育ててい

くため、区民の自主的な活動やコミュニティづくりを側面から支援する仕組みを強化してい

きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

超高齢社会 
ニーズの拡大 

≪税収増≫ 
行政（拡大） 

家庭、地域の 
ｺﾐｭﾆﾃｨ（縮小） 

拡大できない 
行政資源 

不足 

これまで 現在 これから 

地域経営破綻のシナリオ 

地
域
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
方 

行
政
主
導
の
限
界 

≪税収増≫ 
行政（拡大） 

家庭、地域の 
ｺﾐｭﾆﾃｨ（縮小） 

行政 
施策を再構築

しつつ新たな

課題に対応 

これまで 現在 これから 

持続可能な地域経営 

地
域
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
方 

多
様
な
主
体
に
よ
る
支
え
合
い 

ＮＰＯ 
民間法人等 

地域の力 
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４ 目標③ スリムで変化に強い行政経営の確立 

 

 現在の区財政は、右肩上がりの時代に拡大してきたサービスや施設に関する、固定的・経

常的な経費が歳入の身の丈以上に大きくなり、激しく変化する社会状況に機敏かつ柔軟に対

応する力、新たな政策を力強く展開するための力を失いかけています。 
新たな基本計画が掲げる「新たな行財政改革に関する方針」を踏まえ、刻々と変化する社

会環境に機敏に対応しつつ、新たなニーズや社会の変化を先取りした施策展開を図る「スリ

ムで変化に強い行政経営」を確立します。 
 
 
 
 
 

 
 
（③-1）行政内部の効率化とコスト削減 
 区民からの税金等を最大限効果的に活用していくため、縦割りの弊害を取り除き、組織を

越えた横断的・効率的な事業展開を図るとともに、民間企業に負けないコスト管理の徹底を

図ります。 
 
（③-2）総人件費の抑制 
意思決定の迅速化、権限と責任の明確化などを柱とした組織機構の簡素・効率化を進め、

適正規模の職員による行政運営の実現を図るとともに、計画的な職員定数の削減等により非

常勤職員を含めた総人件費を抑制します。 
 
（③-3）施策の重点化 
新たな基本計画が定める「重点施策」を基本として、優先度を明らかにしつつ、施策や事

務事業の重点化を進めることで、真に区行政が担うべき事業を“選択”し、限られた行政資

源（財源や人員等）をそれらに「集中」していきます。 
 
（③-4）民間活力との協働 
民間が担うことができるサービスについては、思い切って民間に委ね、区民や事業者、Ｎ

ＰＯなど、「民との協働」を広げながら、地域社会が必要とする多様な公共サービスの提供を

行う行政経営へと転換を図っていきます。 
 
（③-5）公共施設の再構築・活用 
新たな基本計画が掲げる「公共施設等の再構築・活用に関する方針」に基づき、「施設の数」

ではなく「施設の質の向上」を重視した公共施設の再構築を図ります。 

目標③ 
 

スリムで 
変化に強い 
行政経営の確立 

（③-1）行政内部の効率化とコスト削減 

（③-2）総人件費の抑制 

（③-3）施策の重点化 

（③-4）民間活力との協働 

（③-5）公共施設の再構築・活用 
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また、区有財産の活用については、特別な財源対策としてではなく、持続可能な財政構造

の構築に向けた、ストックとしての“資産”と“負債”の適正管理政策としてとらえ、「所有

から活用」へと発想を転換しつつ、地域の活性化と区民サービスに向けて、一層効果的な活

用を図ります。 
 

基本計画の分野別計画における重点施策 
政策 施  策 政策 施  策 

1-1 地域福祉の推進 3-1 心ふれあうコミュニティ 

 ①福祉コミュニティの形成   ①地域活動への参加促進 

重点 ②地域ケアシステムの構築 重点 ②地域住民相互の交流の促進 

  ③福祉サービスの利用支援と質の向上  ③地域活動の活性化と連携の促進 

  ④地域福祉と関係制度との連携   ④協動の仕組みづくり 

1-2 高齢者・障害者の自立支援  ⑤外国人との共生 

 ①自立支援体制の整備 3-2 平和と人権の尊重（※注） 

重点 ②介護予防の推進  ①平和と人権の尊重 

  ③社会参加の促進 3-3 男女共同参画社会の実現（※注） 

  ④福祉サービス等の基盤整備  ①男女共同参画社会の条件整備 

1-3 健 康 4-1 みどりの創造と保全 

重点 ①健康づくりの推進 重点 ①みどりの拠点拡大 

  ②多様化する保健課題への対応  ②みどりのネットワーク 

  ③健康危機管理 4-2 環境の保全 

  ④地域医療の充実  ①都市公害の防止 

     ②都市環境の保全 

2-1 子どもの権利保障 重点 ③地域美化の推進 

 ①子どもの権利の確立 4-3 リサイクル・清掃事業の推進 

  ②安全な生活の保障 重点 ①ごみ減量・リサイクルの推進 

重点 ③遊びと交流の保障   ②資源循環型清掃事業の推進 

2-2 子育て環境の充実 5-1 魅力あるまちづくりの推進 

重点 ①総合相談体制の推進   ①秩序ある市街地更新 

  ②多様な保育ニーズへの対応   ②個性ある快適なまちづくり 

  ③サービス提供システムの整備 重点 ③池袋副都心の再生 

2-3 幼児教育（※注）  ④活力ある地域拠点の整備 

 ①幼児教育の振興 5-2 魅力ある都心居住の場づくり 

2-4 学校における教育  ①安心居住の仕組みづくり 

重点 ①生きる力を育む教育の推進 重点 ②良質な住宅の供給誘導 

  ②魅力ある学校づくり 5-3 交通体系の整備 

  ③教育環境の整備  ①道路・橋梁の整備と維持保全 

  ④学校に関わる安全対策 重点 ②自転車・自動車対策の推進 

2-5 地域における教育  ③公共交通の整備 

重点 ①家庭・地域の教育活動の推進 

  ②地域に開かれた学校の推進 

※注： 「幼児教育」、「平和と人権の尊重」、「男女共同参画社会

の実現」については、「政策」に対応する「施策」が一つである

ため、重点施策を設定していません。 
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政策 施  策 

5-4 災害に強いまちづくりの推進 

  ①防災行動力の向上と連携 

  ②応急・復興活動を円滑に行う体制の整備 

重点 ③災害に強い都市空間の形成 

 ④総合治水対策の推進 

5-5 身近な安心と安全の確保 

重点 ①治安対策 

  ②交通安全対策 

6-1 都市の魅力による集客力の向上 

重点 ①にぎわい魅力商工都市の形成 

  ②観光まちづくりの推進 

 ③都市交流の推進 

6-2 産業振興による都市活力創出 

  ①新たなビジネス展開の支援 

重点 ②地域産業の活性化 

  ③消費者権利の実現支援 

7-1 文化によるまちづくりの推進 

重点 ①文化によるまちの活性化 

  ②新たな芸術・文化の創出 

  ③伝統文化の継承 

7-2 芸術・文化の振興 

  ①芸術・文化鑑賞機会の充実 

重点 ②芸術・文化活動機会の充実 

7-3 生涯学習・生涯スポーツの推進 

  ①生涯学習の環境整備 

 ②個の学びから社会的な学習活動への転換 

重点 ③スポーツ・レクリエーション活動の充実 
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５ 目標④ 持続可能な財政構造の構築 

 

本区の財政規模は、昭和 63 年度以降バブル経済の進行とともに急激に伸び、バブル経済

崩壊後も経常的歳入の減少にもかかわらず、「身の丈」を超えた財政規模を維持し、その財源

不足に対応するため財政調整基金の取り崩しや、特定の目的のために積立てた基金の運用（借

用）、用地処分などで可能な限り多種多様な行政需要に応えてきました。 
その結果、未曾有の財政危機に直面することとなり、過去 10 年間にわたる行財政改革によ

り、いまやっと、危機を脱し、財政健全化への道筋を見出しつつあります。 
ここうした危機を二度と招くことのないよう、経常収支比率をはじめ、財政健全化に向け

た明確な財政指標等の目標を設定することで、財政健全化をさらに進め、持続可能な財政構

造を構築していきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
（④-1）経常収支比率の目標 

 経常収支比率は、財政構造の弾力性を示

す指標であり、一般に 70～80％が適正水

準といわれています。 
平成 17 年度の本区の経常収支比率は

77.8％で、23 区平均の 77.1％とほぼ同レ

ベルです。今後も、23 区平均のレベルを

維持していくことを目標とします。 
 
（④-2）人件費比率の目標 
 扶助費や特別会計への繰出金などは、義

務的な性質をもっていますが、人件費は自

助努力により一定の縮減が可能であり、経

常収支比率の改善にも寄与することがで

きます。 
 本区の平成 17 年度における人件費比率

は、26.9％で、23 区平均の 24.1％を 2.8
ポイント上回っています。今後、23 区平

均まで引き下げることを目標とします。 
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財政構造の構築 

（④-1）経常収支比率の目標 
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（④-3）公債費比率の目標 

（④-4）財政調整基金積立の目標 

（④-5）借入金償還の目標 
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（④-3）公債費比率の目標 

 公債費比率は、公債費に充当された一

般財源の標準財政規模に対する割合のこ

とで、公債費による財政負担の度合いを

判断する指標の一つです。 
 本区の平成 17 年度の公債費比率は、

9.6％で 23 区平均の 7.7％を 1.9 ポイント

上回っています。今後は、23 区平均の比

率を目指すとともに、毎年 10 億円を超え

る土地開発公社への償還金などの実質的

負債の償還を含めても 15％を超えること

のないよう管理していきます。 
 
（④-4）財政調整基金積立の目標 

 財政調整基金は、大幅な税収増や剰余

金があった場合に積立て、景気変動等に

よる著しい財源不足の場合に取崩し、財

政の健全な運営を図ることを目的とし

ています。 
しかし、平成17年度末現在の残高は、

約 45 億円であり、標準財政規模に対す

る基金残高の比率は、23 区平均が

13.5％であるのに対して、豊島区は

7.4％という状況です。 
今後は、財源の年度間調整機能の強化に向け、当面は標準財政規模に対する基金残高の比

率を 10％台まで引上げることを目標として積立をしていきます。 
 

（④-５）借入金償還の目標 

 平成 17 年度末現在で、本区が借り入れている負債の総額は、土地開発公社の分割償還金等

を含めて約 705 億円にのぼります。この償還に毎年、約 70 億円から 80 億円もの返済を行っ

ているため、このことが区民サービスの向上に振り向ける財源の不足につながっており、健

全な財政運営の大きな障害となっています。 
 今後は、区民サービスの更なる充実のために、毎年の新規の起債発行を極力抑制するとと

もに、負債の償還をできるだけ早め、負債総額の減少に努めることが、必要となります。 
 当初予算の歳入総額に占める起債の割合（起債依存度）について、平成 19 年度は、新中央

図書館の床購入のために特例的に 3.9％に達しますが、その後は 2％以内に留めるように起債

の発行を抑制していきます。 
 また、負債の償還についても、極力、繰上げ償還を行って負債総額の圧縮に努め、平成 22
年度までに負債の総額を 400 億円台にすることを目標としていきます。 
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