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平成３０年度行財政運営基本方針 

 平成２９年９月４日 

第１ 区政を取り巻く状況  

１ 景気の動向 

内閣府の月例経済報告の国内景気の基調判断は、昨年１２月と今年６月に上方修正

が行われ、「緩やかな回復基調が続いている」としているが、海外経済の不確実性や

金融資本市場の変動への留意の必要性が指摘されている。 

本区の中小企業の景況に係る調査では、平成２９年度の第１四半期と２８年度の第

４四半期の業況を比較すると、サービス業を除いて悪化もしくは横ばいとなっている

が、小売業を除き、来期はいずれも改善する見通しとなっている。また、今年６月に

実施した第４５回目黒区世論調査では、暮らし向きが非常に苦しくなった又は苦しく

なったと答えた人の割合は２７．５％で、３年前の調査と比べ、４．８ポイント減少

している。景気回復局面が戦後３番目の長さになっている一方で、国内のＧＤＰの伸

びや個人消費には力強さを欠いているなど、景気回復の実感がないという指摘もあり、

今後の国の経済対策や地域経済の動向などに留意する必要がある。 

 

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 2017」では、財政健

全化に向け基礎的財政収支（ＰＢ）の 2020 年度までの黒字化目標に加え、債務残高

対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すこととしている。また、人材への投資を通じた

生産性向上を前面に掲げ、長時間労働の是正などの働き方改革や、社会全体で人材投

資の抜本強化などを進めるとしている。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。）を契機とした新たな成長市場の創出や消費

の活性化をはじめとした、国の取組や施策が区民生活に及ぼす影響を十分注視してい

く必要がある。 

東京都は、昨年度に策定した４か年の実施計画「2020 年に向けた実行プラン」の

中で、無電柱化の推進などセーフシティ、待機児童の解消などダイバーシティ、ＬＥ

Ｄ照明の普及などスマートシティの「３つのシティの実現」を掲げ、「新しい東京」

をつくるため、課題解決と成長創出のために取り組むとしている。２度にわたって行

われた都知事と区市町村長による待機児童解消に向けた緊急対策会議における意見

交換など、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２９年４月の本区の人口は、275,278 人で、２５年４月からの４年間で 9,208

人増加した。うち就学前人口は４年間で 1,330 人増加し、13,290 人となっている。

高齢者人口も毎年増加を続けており、６５歳以上の人口は４年間で 3,212 人増加し、

54,745人となり、総人口の１９．９％を占めている。 

２８年３月にとりまとめた目黒区人口ビジョンでは、本区の将来人口推計について、

３４年をピークに総人口が減少していく中、年少人口はピーク時の人口から大幅に減
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少し、高齢者人口は今後も大幅に増加すると推計している。 

就学前人口の増加に加え、保育所申込者の急増もあり、本年４月１日現在の保育所

等待機児童数は、国の定義が変更された影響で 617人に増加しており、保育所定員拡

大にさらに積極的に取り組む必要がある。また、高齢者人口の増加への計画的な対策、

今後到来すると見込まれる人口減少社会を見据えた区有施設見直し計画の推進など、

人口構造の変化を見据えた中長期的な視点を持った施策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 

 

区を取り巻く諸課題に的確に対応するため、区民、団体・企業などと相互に連携・協

力して課題解決に取り組み、生活の安心と安定を感じることができる地域社会づくりを

着実に進めることが区政に求められている。 

平成３０年度は、新たな実施計画、財政計画及び行革計画の初年度となる。残り２年

の計画期間となる現行基本計画に掲げる６つの重点プロジェクトなどの取組を加速し、

計画目標の達成に向け、各種施策のさらなる推進を図るとともに、次期基本計画をはじ

めとする長期計画の今後の展開を具体的に検討することが必要である。 

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 安全・安心を実感できる区政の推進 

  防犯・防災対策、災害に強い都市基盤や安全な道路・交通環境の構築など、まちの

安全・安心の取組、子どもから高齢者まで多様な世代が安心して生活できるための子

育て・教育・福祉・健康の取組、環境に配慮した安全で快適なまちづくりの取組など、

目黒区に暮らし、訪れる人々が安全と安心を実感できるまちの実現に向けて、施策・

事業を適切に実施していく。 

 

２ 助け合い、支え合う地域社会の実現 

  地域の課題を解決していくためには、町会・自治会、住区住民会議、商店会、ＰＴ

Ａなどの地域コミュニティを形成する多様な主体と行政が、「ともに考え、ともにつ

くる」という理念のもと、防犯・防災、地域福祉、環境など、さまざまな分野で連携・

協力しながら、それぞれの役割を果たしていく必要がある。 

基本計画の改定に向けた、コミュニティ施策の今後の進め方の検討結果を踏まえ、

今後定める基本的な考え方に沿って、より住み良い地域社会を実現するため、地域の

自主・自立を尊重しつつ、地域活動を支援していくなど、助け合い、支え合う地域社

会の実現に向けた取組を推進していく。 

 

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特別区の財政構造を踏まえ、安定的・持続的に区民福祉の

向上を図っていくためには、健全で強固な行財政基盤の確立が不可欠である。認可保
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育所入所児童の増に伴う施設整備費の急増や運営経費補助の継続的な負担増をはじ

めとする社会保障経費の増加などにより、財源に制約がある中で、計画的かつスピー

ド感を持って課題を解決していくためにも、施策の選択と集中をはじめとした行財政

改革に継続的に取り組み、簡素で効率的な区政運営を推進していく。 

 

第３ 重要課題と施策の方向性 

  

世論調査における定住意向は、引き続き９５％となっており、「住みたいまち、住み

続けたいまち目黒」への区民の期待は大きいものとなっている。また、今年１月に実施

した「区政に対する意識調査」では、特に優先すべきだと思う施策３つを選んで順位づ

けした場合の合計は、「安全安心なまちの実現」が３３．１％で最も高く、次いで「子

育ち・子育て支援、青少年育成の充実」、「高齢者・障害者などの福祉の充実」などとな

っている。区政を取り巻く状況が変化する中でも、区民ニーズを常に的確に捉え、施策

を展開していくことが区としての使命である。 

これまでの施策の重要度や方向性も踏まえ、区民の評価も期待も高い安全・安心なま

ちづくりに向けた取組や、子育て・教育の充実や健康で生き生きした安心な暮らしに向

けた取組、良好で快適な環境とにぎわいのあるまちづくりを進め、より魅力ある地域社

会を築いていく必要がある。 

さらに、区有施設見直し計画に沿った取組や東京 2020 大会に向けた取組など、組織

を超えた横断的な課題に積極的に取り組んでいくことも求められている。社会経済状況

の変化や国・東京都の施策に迅速に対応し、時代の要請に応えた区政を推進する。 

このような観点から、三つの基本姿勢を踏まえて、３０年度の行財政運営において、

緊急かつ積極的に取り組むべき三つの重要課題を設定し、取り組むべき施策の基本的な

方向を示すこととする。 

 

１ 安全・安心な地域づくり 

  東日本大震災から６年が経過している中、各地では震度５強以上の地震が頻発し、

また、大規模な風水害や火災による甚大な被害も起きている。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との連携・協力により日頃の防災対策に取り組み、

さらなる地域防災力向上に努める。また、地震・火災・都市型水害などあらゆる災害に

備えた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。 

区内の刑法犯認知件数は２３区の中でも少ない水準を維持しているものの、依然として

高齢者を狙った特殊詐欺が増加しており、一件当たりの被害額も他区と比べて高額となっ

ている。警察や地域団体等と連携し、引き続き区民生活の安全・安心を確保するための

取組を推進していく。 

  ○ 防災資機材等の計画的整備、地域避難所運営にかかる条件整備など、自助・共

助・公助の観点から地域防災力向上に向けた取組を着実に進める。 

  ○ 災害に強いまちをつくるため、都市基盤整備を計画的に進めるとともに、安全

な道路・交通環境の構築、新たな課題である空き家対策などを進める。 

  ○ 区民への防犯対策支援や地域における防犯活動支援に取り組む。 
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２ 子育て支援、教育の振興と福祉を充実する取組 

  保育所等待機児童対策については、私立認可保育所の開設支援を中心に全庁的な取

組を加速するとともに、私立保育所の入所定員の拡大に対応し、保育の質の維持向上

を図る必要がある。学童保育クラブについても、今後の需要増に対して適切に対応し

ていく。 

また、児童相談所移管の状況も見据えつつ、出産子育て応援事業と併せて、子育て

支援に関する相談体制の構築に向けて検討を進めるほか、多様な子育て支援の充実に

取り組んでいく。 

小学校における英語の教科化や「特別の教科 道徳」の導入、中学校における特別

支援教室の本格実施など、学校教育をめぐる環境が変化している。昨年度改定した「め

ぐろ学校教育プラン」を踏まえ、子どもたちが変化の激しい２１世紀をたくましく生

き抜いていく力を身に付けるよう、豊かな人間性を養うとともに、その育成の基盤と

して、魅力と活力にあふれ、信頼される学校を目指して教育施策に取り組んでいく。 

福祉の充実については、「地域共生社会」の実現に向けて、多様化・複雑化する福

祉の支援ニーズに応える包括的な支援体制の構築を図るとともに、地域における支え

合いを推進する。また、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年問題を見据えて、地

域包括ケアシステムの充実に努めるとともに、介護基盤の整備を着実に進める。さら

に、障害のある人が地域で自分らしく安心して暮らし続けられる仕組みづくりや環境

整備に取り組んでいく。 

加えて、心身ともに健康で、自立した生活ができる期間としての「健康寿命」を伸

ばしていくための取組を着実に推進していく。 

（１）子育て支援のさらなる充実と教育の振興 

  ○ 現在取組中の認可保育所整備を着実に推進するとともに、待機児童の早期解消

に向けた認可保育所等の定員拡大の取組を加速していく。 

○ 児童館・学童保育クラブの需要見通しを踏まえた対策、子ども・子育てに関す

る相談体制の構築に向けた検討など、多様な子育て支援の取組を進める。 

  ○ 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、東京 2020

大会を契機とした学校教育・生涯学習を推進する。 

  ○ 区長部局、教育委員会双方の連携のもと、いじめ防止対策の充実を図る。 

（２）福祉の充実と健康づくり 

  ○ 計画中の特別養護老人ホーム等の整備支援を進めるほか、包括的な福祉の相談

支援体制の構築に向けた取組、今後の高齢化の一層の進展を見据えた高齢者の

自立支援施策等を進める。 

  ○ 障害のある人が身近な地域で暮らし続けられるよう、ライフステージに応じた

支援の充実を図るとともに、施設整備支援を進める。 

○ 東京 2020 大会開催気運醸成事業や区民のスポーツ環境の計画的な整備、障害

者スポーツの理解促進を図るとともに、健康寿命の延伸に向けた健康づくり施策

を総合的に推進する。 

  ○ 国民健康保険制度の改革に合わせ、東京都と連携した効率的な事務執行体制の

整備や被保険者の生活習慣病の重症化予防等を進める。 
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３ 良好で快適な環境とにぎわいのあるまちづくり 

温室効果ガスの削減に取り組む「パリ協定」が平成２８年に発効し、その後の米国

の離脱表明があったものの、地球温暖化対策の新たな国際社会の枠組みが発足した。

本区においても、区民、事業者、区が一体となって地球温暖化対策を推進するととも

に、循環型の社会づくりに取り組んでいく。 

また、外来種の侵入をはじめ、区民の生活環境に生じるさまざまな変化を踏まえ、

環境と調和した住みやすいまちの実現に向けて取り組むとともに、まちのみどりの保

全や河川の環境整備など、環境に配慮したまちづくりを計画的に進めていく。 

快適なまちをつくっていくためには、地域社会の活力とにぎわいも重要となる。区

民や団体・企業が身近な地域に関心を持ち、行政とともに力を出し合うことができる

よう、住み良い地域社会に向けた条件整備を進めていく。 

さらに、東京 2020 大会を控え、来街者の増加が見込まれているこの機を捉えて、

まちのにぎわいを増進する施策を展開することにより、おもてなしの心が通う、ふれ

あいとにぎわいのあるまちづくりを進めていく。 

（１）環境と調和した持続可能な社会づくり 

○ 環境負荷の低減の取組や、生活環境の変化に適切に対応するほか、桜の再生計

画に基づく取組をはじめとするみどりを守り育てる取組や、河川の環境改善の充

実を図る。 

○ リデュース（発生抑制）とリユース（再利用）に重点を置き、ＭＧＲ１００に

掲げる「１人１日あたり１００ｇのごみ減量」に向けた取組を推進する。 

（２）住み良い地域社会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。 

○ 鉄道駅周辺地区について、地域特性に応じたまちづくり等の取組を進める。 

○ 観光客をはじめとした来街者の増加を見据えた区内商店街の活性化、来街者の

利便性向上策の実施によるにぎわいの創出に取り組むとともに、経営安定や創業

等への支援を通じて、地域経済の振興・活性化の取組を推進する。 

 

第４ 財政運営 

 

平成２８年度決算における区税収入は、２７年度と比べ、特別区民税が景気の回復

に伴う所得の増加などにより増となった一方で、特別区たばこ税の減等により、全体

では３億円余の減となった。特別区交付金（普通交付金）は、財源である法人住民税

の減少や、交付金額の算定に用いる歳入（基準財政収入額）の増加率が大きかったこ

となどにより、２７年度と比べ２３億円余の大幅減となった。さらに、利子割交付金

や地方消費税交付金なども減となった結果、経常一般財源総額は前年度から６．２％

減の６４０億円余となった。 

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年度には７９．

０％となりリーマンショック前の１９年度以来８年ぶりに適正とされている７０％

～８０％の範囲となったが、２８年度はこれを６．６ポイント上回る８５．６％とな
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った。歳入一般財源の減とともに、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影響したものである。 

２８年度末の積立基金残高の総額は、取崩しを抑え積立に努めた結果、前年度末の

残高総額を上回ったが、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、今後の区有施設更新を考えると施設整備基金も十分な状況にある

とは言えない。「経済財政運営と改革の基本方針 2017」に、総務省が地方公共団体

の基金の増加の背景・要因を把握・分析する旨が盛り込まれるなど、国において地方

公共団体の基金が増加していることに関する議論が起きており、区としての基金のあ

り方の検討を含め、さらなる財政運営の健全化に向けた取組に努めていく必要がある。 

 

１ 平成３０年度財政収支見通し 

歳入面では、景気の緩やかな回復基調が続いていくことが期待される一方で、海外

経済の影響などの不安材料もあり、今後の動向を注視する必要がある。区税収入は、

特別区たばこ税の減少やふるさと納税による減収拡大の影響等により、また、特別区

交付金は、法人住民税の一部国税化の影響等により、それぞれ大幅な増加は見込みに

くい。 

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、保育所整備な

どにより投資的経費も増加する。さらに改定実施計画への対応等のため、財政調整基

金の取崩しや特別区債の発行などによる対応を行わざるを得ない状況となっている。 

 

２ 予算編成の基本方針 

平成２９年度予算編成では、待機児童対策など喫緊の課題に対応するため、財政調

整基金を取り崩さざるを得なかったが、３０年度当初予算の編成に当たっては、財政

収支見通しを踏まえつつも、基金に依存しない財政運営を目指し、財政調整基金活用

を極力抑える必要がある。歳入に限りがある以上、新規あるいは拡充する事業と既存

事業の見直しをセットで考える必要があり、新たな課題への対応に当たっては、まず

は部局内で財源の確保と再配分、国や都、民間などが有する資源や制度などの有効活

用に努める。 

超高齢社会に向けた将来への備えを着実に行っていくためにも、景気の影響を受け

やすい区財政の構造を踏まえ、財政調整基金や施設整備基金などの基金残高水準の更

なる改善を図り、安定的で柔軟な対応ができる強固な財政基盤の確立に向けた取組を

進めていく。 

 

第５ 行財政改革の推進 

 

行財政改革の取組は、限りある資源を効果的・効率的に活用し、良質な公共サービス

を持続的に提供することで、区民福祉の向上を図ることを目的としている。以前にも増

して複雑高度化する行政需要に柔軟かつ的確に対応していくには、職員一人ひとりが高

いコスト意識をもち、「区民のため」の視点で業務改善を進めていく力が必要となって

いる。 
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将来にわたって安定的に質の高い区民サービスを提供するため、強固な行財政基盤の

確立に向け、組織が一丸となって不断の行財政改革を推進する。 

 

１ 区有施設の見直し 

  本年度策定した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 

本年度策定する新行革計画で掲げる事務事業の改善を計画的に進め、区民サービス

の質の向上を図るとともに、将来にわたって強固で安定的な行財政基盤の土台づくり

に向けた検討を行う。 

 

３ 職員定数の適正化 

地方自治法等の改正による非常勤職員任用の厳格化や、特別区の行政系人事制度の

改正を踏まえ、平成３１年度以降の職員定数のあり方を検討する。 

また、民間活力の活用、簡素で効率的な組織体制への移行などに引き続き取り組む

ことで、新たな行政需要や喫緊の課題に的確に対応していく。 

 

４ 人材育成・活用の推進 

区政運営を担う職員は、職務を通じて区民との信頼関係を構築することの重要性を

改めて自覚し、区政の課題解決に向けて意欲的に取り組まなければならない。また、

社会状況の変化に伴う制度改正や新たな課題に対しても的確に対処することが求め

られる。このため、目黒区人材育成・活用基本方針で掲げる高い倫理観と責任感を備

え、創意と工夫による効果的な事務事業を推進し、自ら社会状況の変化に対応した施

策を考え行動する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。 

 

５ 組織力の強化 

人事制度の改正など、今後、組織を取り巻く環境の変化が見込まれる中で、職員が

自らに与えられた役割と責任を自覚し、持てる能力を最大限に発揮する組織づくりが

求められる。その実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスの実践など組織を取り巻

く環境改善も含めた、効率的な組織体制の構築に向けた検討を進めるとともに、部局

間の連携・協力の中で課題解決に向けて柔軟に取り組むことができるよう組織力の強

化を図っていく。 

 

以 上 


