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平成３１年度行財政運営基本方針 

 平成３０年９月４日 

第１ 区政を取り巻く状況 

  

１ 景気の動向 

本年８月に発表された内閣府の月例経済報告による経済の基調判断では、緩やかな

景気回復が続くことへの期待と同時に、通商問題の動向が世界経済に与える動向や、

海外経済の不確実性、金融資本市場の変動による影響等について留意が必要であると

している。 

一方、本区の中小企業の景況に係る調査における３０年度第１四半期までの１年間

の区内の業種別業況傾向について見ると、好調な建設業を除き、その他の業種では厳

しい経営環境が続いており、次期第２四半期についても、卸売業が改善するとみられ

るほかは、おおむねこれまでと同様の見通しとなっている。 

来年１０月には消費税率引上げが予定されており、これに伴う駆け込み需要や反動

減が懸念されるほか、今後の国の経済財政対策、地域経済の動向などへの注視が必要

である。 

  

２ 国・東京都の動き 

本年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」では、「少

子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現」をテーマに掲げ、一人ひとりの人材

の質を高める「人づくり革命」と、成長戦略の核となる「生産性革命」に最優先で取

り組むとともに、働き方改革を推進していくこととしている。 

また、「東京一極集中の是正」を行い、東京から地方への人・モノ・金の流れを促

進することで個性と活力ある地域経済に再生していくことなどが重要である、とする

地方行財政改革の基本的考え方も示されているが、国の不合理な税制改正等に対して

は、特別区が一体となり、特別区の税源を奪うのではなく国の責任において地方自治

体の税財源の拡充を図るべきである旨を主張していくとともに、その他の取組や施策

についても十分注視していく必要がある。 

東京都においては、４か年の実施計画「２０２０年に向けた実行プラン」の中で、

安全・安心・元気な「セーフ シティ」、誰もがいきいきと活躍できる「ダイバーシテ

ィ」、世界に開かれ成長を続ける「スマート シティ」の３つのシティを実現すること

で、「新しい東京」を目指し、課題解決と成長創出のために取り組むとしている。 

本区においては、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京２０２０大会」という。）をはじめ、都市基盤の整備、子育て支援、福祉サービス

の充実、環境保全など幅広い分野にわたり、さまざまな場を通じて東京都等と連携し、

課題解決に向けて取り組んでいく必要がある。 

 

３ 人口動向 

平成３０年４月の本区の人口は 277,803人となっており、この１０年間で約 24,000

人の増加が見られる。しかし、直近の人口推計では、本年から７年後には総人口が
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281,840人でピークを迎え、その後減少に転じていく見通しとなっている。 

うち就学前人口に関しては、総人口よりも４年早くピークを迎える見通しであり、

その後減少に転じていくが、当面は現在の就学前人口数の水準を大きく下回る状況に

はならないと推計している。０歳から１４歳の年少人口に関しても、人口数の推移に

関しては、就学前人口と傾向に大きな差は見られない状況となっており、喫緊の課題

である保育所等待機児童解消や児童の放課後等の安全・安心の確保への取組を引き続

き迅速かつ確実に進めていく必要がある。 

また、高齢者人口は毎年増加していく見通しであり、地域包括ケアシステムの推進

や介護基盤の整備などを着実に進めていかなければならない。 

あわせて、今後確実に到来すると見込まれる人口減少社会や人口構造の変化を見据

えた基本計画の改定、区有施設見直し計画の推進など、中長期的な視点に立った取組

を展開していくことが重要である。 

 

第２ 行財政運営の基本姿勢 

 

平成３１年度は、社会情勢や人口構造の変化などを踏まえて本区の中長期的将来像を

見据え、基本計画改定に向けた取組を進めていかなければならない。また、保育所等待

機児童解消をはじめとする喫緊の課題にも迅速かつ着実に対応していく必要がある。 

財政状況に目を向けると、歳入面では、基幹財源である区税及び特別区交付金が極め

て景気変動に左右されやすい構造的な課題に加えて、国による不合理な税制改正等によ

る税源の減少も続いている。また、歳出面においても、近年の社会保障関連経費の増加

に連動し、経常的に負担すべき経費が増加していることから、柔軟性のある財政運営が

難しい状況となっている。中長期的には、膨大な財政負担が見込まれる老朽化した区有

施設の更新にも確実に対応していかなければならない。 

こうした認識のもと、以下の点を基本姿勢として、区議会及び区民の理解を得ながら

行財政運営を進めることとする。 

 

１ 暮らしの安全・安心を実感できる区政の推進 

 首都直下地震の発生が懸念される中、熊本地震や大阪府北部地震の発生のほか平成

３０年７月豪雨、異常な猛暑など、日本各地で頻発する自然災害によって甚大な被害

が発生している。これまでの想定を超えた災害も起こりうることを念頭に置き、より

一層の防災対策の強化と区民の防災意識喚起への取組が必要となっている。 

区民にとっての安全・安心を確保するため、防犯・防災対策をはじめとし、子育て、

介護、教育、健康、環境など様々な分野における不安解消に適切に取り組んでいかな

ければならない。暮らしの安全・安心を実感できる施策について、地域の実情と区民

ニーズを踏まえて、優先順位を見極めながら推進していく。 

 

２ 助け合う、支え合う地域社会の実現 

  だれもが住み慣れた地域で、その人らしく自立し、充実した生活を送るためには、

住民が自分の地域に関心を持ち、地域の人と人とのつながりを基にして助け合い、支

え合いながら、さまざまな地域課題の解決に取り組んでいくことが必要となる。 
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また、多様化する地域課題に対して、地域主体の取組を進めるため、平成２９年度

に策定した「コミュニティ施策の今後の進め方」に基づき、町会・自治会、住区住民

会議、商店会、ＰＴＡなど地域に係わる活動団体の自主性・自立性を尊重し、区が支

援していくことで地域活動の活発化、地域コミュニティの活性化を促進していく。 

 

３ 健全で強固な行財政基盤の確立 

  景気の影響を受けやすい区の財政構造に加え、不合理な税制改正等による税源の減

少や、社会保障関連経費の負担増などを背景とした厳しい財政環境下においても、安

定的かつ持続的に区民福祉の向上を図っていくことが要請されている。 

施策の選択と集中をはじめとした行財政改革へ不断に取り組むことで、健全で強固

な行財政基盤の確立を目指す。 

 

第３ 重要課題と施策の方向性 

  

区政においては、危機管理を徹底するとともに、どのような状況下にあっても、区民

の暮らしの安全と安心を確保することによって区民の不安を払拭し、「住みたいまち、

住み続けたいまち目黒」を実現していかなければならない。 

また、安全・安心なまちづくりに向けた取組以外にも、子育て、教育、福祉など幅広 

い分野において解決すべき諸課題がある中で、効果的かつ効率的な施策展開を図るため、

行財政運営の基本姿勢を踏まえ、緊急かつ積極的に取り組むべき四つの重要課題を設定

し、基本的な方向を示すこととする。 

 

１ 安全・安心なまちづくり 

  地震や火災、都市型水害などによる被害を最小限度にとどめ、災害から区民の生命、

財産を守るため、防災関係行政機関、団体や企業、防災区民組織等の地域団体、医療

機関との連携を日ごろから確実に行うほか、地域特性に配慮しながら災害に強いまち

の実現に向けた取組を着実に進めていく。 

また、依然として高齢者を中心とした区民を狙った特殊詐欺が発生しており、騙し

の手口も巧妙化するなど被害の増加が懸念される。警察や地域団体等と引き続き連携

を図るとともに防犯対策を強め、区民が犯罪に巻き込まれないための取組を推進して

いく。 

  ○ 地域防災力向上のため、防災リーダーの確保や育成を推進する。また、帰宅困

難者や災害時要配慮者支援の対策を着実に行うとともに、災害時における医療機

関の機能確保と緊急医療救護所の設置対策を進める。 

  ○ 災害に強いまちとするため、地域特性に応じた駅周辺地区の整備や、民間建築

物の耐震化・不燃化の促進、安全・安心な道路交通環境の整備、空家対策などを

推進する。 

  ○ 特殊詐欺被害防止へ向けた「自動着信拒否装置」設置支援の継続など区民への

防犯対策支援及び防犯意識啓発に取り組む。 
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２ 子育て支援の充実と教育の振興 

  本区においては保育所等待機児童解消を最重要課題として位置づけ、平成２６年度

以降 1,700人を超える保育施設の定員増に取り組んできている。平成３２年（２０２

０年）４月の保育所待機児童ゼロの達成に向けて具体的対応策を着実に進めていくと

同時に、保育の質の確保や多様な保育ニーズに応える施策を推進する。また、学童保

育クラブの需要増への対応についても、教育委員会、学校現場と調整を図りながら、

放課後の居場所づくりに早期に取り組んでいく。  

本年３月に区内において悲惨な児童虐待死事件が発生し、本区としても国や東京都

をはじめとする関係機関の新たな取組も踏まえながら、他の行政機関との更なる連携

をはじめ、児童虐待防止の一層の体制強化を図っていく必要がある。児童虐待防止や

一層効果的な相談対応事業を展開するため、児童相談所の設置を見据えながら、子ど

も家庭支援体制の構築へ向けた取組を進める。  

学校教育においては、「めぐろ学校教育プラン」に沿って、一人ひとりが個人とし

て自立し、社会の一員として、たくましく生き抜いていく力を身に付けることができ

るよう、知・徳・体のバランスのとれた豊かな人間性を養うための教育に取り組むと

ともに、新学習指導要領への対応を的確に進める。 

○ 認可保育所整備を中心にした定員拡大を着実に進めるとともに、保育の質の確

保を目指した取組のほか、在宅で子育てを行う家庭への支援など多様な保育ニー

ズに応える施策を推進する。また、学童保育クラブの需要増を踏まえ、就学児童

に係る放課後対策である「放課後子ども総合プラン」の取組を推進する。 

○ 児童虐待防止に向けて体制の強化を図るとともに、子ども家庭支援体制の構築

へ向けた事業の検討や、子育て分野と母子保健分野などが連携し、相談体制の充

実に取り組む。 

  ○ めぐろ学校教育プランに掲げる施策に総合的に取り組むとともに、新学習指導

要領への的確な対応を進める。また、いじめ防止対策の充実とともに、不登校

等への取組を推進する。 

 

３ 福祉の充実と健康づくりの推進 

  人々がさまざまな生活課題を抱えながらも、住み慣れた地域で自分らしく暮らして

いけるよう地域住民等が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創

っていくことのできる「地域共生社会」の実現に取り組む。同時に、お互いに多様な

あり方を理解し、人格と個性を尊重し認め合う社会の実現を目指し、ライフステージ

や障害特性に応じた地域での自立生活に向けた支援体制の整備を推進する。  

また、区民の主体的な健康づくりを支援し、健康寿命の延伸につなげることで、全

ての区民がそれぞれに健康で生きがいのある生活を送ることができる健康なまちの

実現に取り組む。 

  ○ 地域包括支援センターの機能強化を図るなど、包括的な福祉の相談支援体制の

構築に取り組む。また、介護・福祉サービスの需要増大・多様化へ対応するた

め、人材確保のほか、提供するサービスの質の向上・適正化への取組を推進す

る。 

  ○ 高齢者や障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるため、特
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別養護老人ホームや障害者グループホームなどの介護・福祉基盤の整備を促進

する。また、障害のある人のライフステージに応じた支援の充実に取り組む。  

  ○ 東京２０２０大会機運醸成への取組やスポーツ環境の整備を進めるとともに、

健康寿命の延伸につながる健康づくり施策に総合的・体系的に取り組む。また、

受動喫煙対策については、国や東京都の動きを踏まえた具体的取組を推進する。  

     

４ 良好で快適な環境と活力あるまちづくり 

気候変動対策に関する「パリ協定」が発効し、途上国を含む全ての参加国に排出削

減の努力を求めるなど、世界的に持続可能な社会を目指す取組が新たなステージを迎

えている。 

地球温暖化以外にもさまざまな環境課題が顕在化する中で、一人ひとりが環境に配

慮したライフスタイルへの転換を進め、あわせて、区民、事業者、区が一体となり、

環境と調和した持続可能な社会を築いていくことがこれまで以上に求められている。

本区においては、国や東京都の動き等も踏まえたうえで、「一人ひとりの自主的な行

動を促す」ことを目指して、区民、団体、事業者等の自主的かつ広がりをもった行動

を促す施策を推進する。また、まちのみどりの保全や河川の環境改善など環境配慮型

のまちづくりを計画的に進める。 

更に、多文化共生への取組や、さまざまな交流を通じて、魅力ある地域社会の実現

を目指すとともに、東京２０２０大会を翌年度に控え、目黒の持つ魅力を前面に引き

出す施策の展開、情報発信によって、将来へ向けたまちのにぎわいと活力を創出する。 

（１）環境と調和した持続可能で快適なまちづくり 

○ 地球温暖化対策及び環境美化対策に計画的に取り組むとともに、ＭＧＲ１００

プロジェクトによるごみ減量対策により循環型社会づくりを推進する。 

○ 良好で快適な生活環境を維持するため、住環境対策に取り組むほか、環境配慮

型のまちづくりを進めるため、めぐろサクラ再生プロジェクトや生物多様性の確

保、みどりの保全と創出、目黒川などの環境改善の充実を図る。 

（２）交流とにぎわいのあるまちづくり 

  ○ 地域コミュニティにかかわる団体・グループや、新たな地域課題の解決に向け

た取組に対して積極的に支援を行う。 

○ 観光客をはじめとした来街者の増加を見据え、区内商店街の活性化や地域特性

に応じた街づくりの支援に取り組むとともに、自転車シェアリング事業の実施や

地域交通の支援づくりなどを推進する。また、改定する産業振興ビジョンに基づ

き、更なる地域経済の振興・活性化に取り組む。 

○ 国内外の友好都市等との交流の取組を推進する。 

 

第４ 財政運営 

 

平成２９年度決算における歳入状況は、２８年度と比べて特別区税が納税義務者数

の増などの影響で６億円余の増となる一方、特別区交付金は、財源である法人住民税

の減少などに伴い５億円余の減となった。その他、株式等譲渡所得割交付金など各種

交付金が増となったこともあり、一般財源総額は前年度から９億円余、１．５％増の
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６５０億円余となった。 

区財政の弾力性を示す代表的な指標である経常収支比率は、２７年度に８年ぶりに

適正範囲とされる７９．０％となったが、２８年度は８５．６％、２９年度は８４．

１％と２か年連続で適正範囲を上回ることとなり、財政の弾力性が確保されるよう引

き続き取り組んでいく必要がある。歳入に大きな伸びが無い中で、歳出面で義務的経

費である扶助費が保育所運営費の増などで拡大を続けていることが数値が改善しな

い要因である。 

２９年度末の積立基金残高の総額は、取崩を抑え積立に努めた結果、前年度末を上

回ったが、財政調整基金残高は、２３区平均と比較しても依然として低い水準にある。

また、本区におけるこれまでの基金の活用の経過や、今後の区有施設更新を考えれば、

特に施設整備基金に関しては十分な状況とは言えず、中長期の区政運営を見据え、更

なる財政運営の健全化に向けて取り組む必要がある。 

 

１ 平成３１年度財政収支見通し 

現時点での国の見通しでは、海外経済の不確実性などの不安材料があるものの、景

気の緩やかな回復が続いていくことが期待されている。一方で、本区の区税収入につ

いては、ふるさと納税による減収影響の継続、たばこの売上本数の減少に伴う特別区

たばこ税の減収により大幅な増は見込みにくい。また、特別区交付金についても、法

人住民税の国税化による減収影響等により、区税同様に大幅な増加は期待できない状

況である。歳出面では、子育て支援策の拡充等に伴い経常経費が増加するほか、特別

養護老人ホーム等の整備支援に伴う経費負担も増加する。 

以上を踏まえた財政計画においては、財政調整基金等の取崩による対応を行わざる

を得ない厳しい見通しとなっている。 

 

２ 予算編成の基本方針 

平成３１年度当初予算の編成に当たっては、保育所等待機児童解消をはじめとする

喫緊の重要課題に、引き続き集中的に予算を投じて臨むこととする。 

財政収支見通しでは、財政調整基金を取り崩した予算編成が避けられない状況であ

るが、中長期的に安定した区政運営を維持するため、基金活用については極力抑制し

ていかなければならない。 

区の基幹財源である区税及び特別区交付金の大幅な増収が見通せず財政の硬直化

が懸念される中、新たな課題への対応に当たっては、既存事業の見直しは絶対条件と

なる。同時に、事業運営に当たっての財源確保はもちろん、民間などが有する資源や

制度などを積極的に活用した予算の編成を行う。 

 

第５ 行財政改革の推進 

 

区政の運営においては、社会経済情勢が変化し、行政需要が複雑・多様化する中にお

いても、柔軟性を持って的確かつ迅速に課題の解決を図っていくこと、そして、事務事

業の執行に当たって、最少の経費で最大の効果を挙げることが求められている。 

将来にわたり安定的に質の高い区民サービスを提供するため、職員一人ひとりが高い
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経営感覚を備え、組織一丸となって不断の行財政改革に取り組む。 

 

１ 区有施設の見直し 

  区有施設見直し計画に沿って、重点プロジェクトである目黒区民センターに関する

検討をはじめとする前期５か年における重点的な取組を着実に進める。また、区有施

設の中でも構成比の大きい学校施設等の耐久性調査など、計画的な施設更新に向けた

検討を進め、区を挙げて公共施設の更新問題の解決に取り組んでいく。 

 

２ 事務事業改善の推進 

業務フローの改善や業務の簡素化・標準化を進めるとともに、ＡＩの活用など最新

のＩＣＴ活用の導入検討など、仕事の進め方を見直していくほか、区民の視点に立っ

たビルド・アンド・スクラップ（ビルドに応じたスクラップ）を徹底することで、重

要課題や新たな行政需要に活用可能な行政資源を生み出す。 

 

３ 職員定数の適正化と組織力の強化 

一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の導入など国による臨時・非常勤職員

任用の厳格化・明確化や、特別区の行政系人事制度の改正のほか、定年の引上げへの

動きを踏まえて、中長期的視点に立った職員定数のあり方を検討する。 

また、ワーク・ライフ・バランスの実践など組織を取り巻く環境改善への対応に取

り組むとともに、新たな行政需要や状況変化に臨機応変に対処できる柔軟な人員配置

による組織の執行体制確保のための仕組みづくりを進めていく。 

 

第６ 公務員倫理の確保と人材育成・活用の推進 

 

区政運営は、区民からの信頼が得られていればこそ成り立つものであることを職員

一人ひとりが肝に銘じなければならない。職員倫理条例を遵守し、全体の奉仕者とし

て適正かつ公正な職務執行のために全力を尽くすとともに、自身のあらゆる行動が区

政に対する区民の信頼に影響を及ぼし得ることを深く自覚し、常に厳しく律していく

ことを徹底する。また同時に、区政の課題解決に向けて意欲的に取り組むとともに、

社会状況の変化や新たな課題に対しても柔軟かつ的確に対処していかなければなら

ない。 

目黒区人材育成・活用基本方針で掲げた職員像を目標とし、幅広い能力や職務に向

き合う積極的姿勢を兼ね備えた職員を育成するとともに、女性職員の一層の活躍促進

や再任用職員の能力や経験の活用に取り組んでいく。 

 

以 上 


