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平成２４年３月 
 
 

世 田 谷 区 
 
 



いつまでも住み続けたい 
「魅力あふれる 安全・安心のまち世田谷」 

の実現をめざして 
 

世田谷区では、平成１７年度に向こう１０年間の区政運営の指針となる「世田谷区

基本計画(平成１７年度～平成２６年度)」を策定し、さらに基本計画に連なる「世田

谷区実施計画」、「世田谷区行政経営改革計画」により、中期的展望に基づいて、具体

的な施策を推進してきました。 

区では、現在、世田谷区の将来像を描く新たな基本構想、基本計画の策定を進めて

います。その新たな基本計画への橋渡しとなる計画として、このたび、平成２４年度

から平成２５年度までの２ヵ年の実施計画と行政経営改革計画を策定しました。 

 実施計画は、現行の基本計画の実現を図るとともに、新たな基本計画の基盤や仕組

みづくりを具体的に推進していくための計画であり、社会状況に対応するため、区と

して緊急・重点的に取り組む事業を中心に構成しています。 

 行政経営改革計画は、基本計画、実施計画の推進に向けて、厳しい財政状況の中、

公共施設の経営改善や委託事業の見直しなど事業の効率化に取り組むとともに、区民

生活の基盤維持を持続可能なものとし、これまで取り組んできた「行政経営」の視点

からの施策、事業の見直しを不断に続け、持続可能で強固な財政基盤の確立をめざす

ものです。 

 この実施計画と行政経営改革計画に基づき、区は、強固な行財政基盤の確立と区政

の新機軸への転換を図るとともに、情報公開と区民参加を進め、区民の信頼に応える

区政運営を着実に進めてまいります。 

 

平成２４年３月 

                         世田谷区長  
保坂 展人 
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