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１　今後の財政見通し

※�以下に示す「今後の財政見通し」は、基本構想実施計画（平成29年度～31年度）
の策定に当たり、区独自の試算条件に基づき算出したものであり、今後10年間
の個別具体的な事業に掛かる費用の財源の確保を担保するものではありません。

（１）　はじめに
　将来にわたり安定的な行政サービスを提供するためには、今後の行政需要を的確
に把握し、その変化にも対応し得る財政基盤を築くことがとても重要です。
　本区では、将来にわたって持続可能で安定的な財政運営を行っていくため、歳入
歳出予算や基金等における中長期的な推計を行いました。

（２）　歳入歳出予算の中長期的な見通し
〔基本的な考え方〕
ア　対　象
　一般会計当初予算を対象とします。

イ　期　間
　平成29年度から38年度までの10年間とします。ただし、29年度は、実際の当初
予算額です。

ウ　基本的な条件
　以下のとおりとします。
　なお、費目別の詳細な推計の条件は、別表①「費目別の推計の条件」のとおり
とします。

「今後の財政見通し」における表記について
　各図表の内訳は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、それら
を足した数値と、小計及び合計の数値とが一致しない場合があります。
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区　分 基本的な条件

歳　入

○一般財源
　・�　内閣府「中長期の経済財政に関する試算（平成29年１月）」のベースラインケース
（名目GDP成長率）に基づき推計します。発表されていない38年度の数値は、37
年度の名目GDP成長率の数値を使って推計します。

　　�　なお、名目GDP成長率と連動しないと判断するものは、29年度一般会計当初予
算を据え置きます。

　　　

　・�　財政調整基金からの繰入額は単年度収支不足額に充当することを想定している
ため、歳入における推計には含まれていません。

○特定財源　
　・　別表①「費目別の推計の条件」のとおり

歳　出 　・　別表①「費目別の推計の条件」のとおり

共　通
　・�　消費税率は、31年10月の引上げ（軽減税率の影響を除く。）を見込み、32年度
以降、歳入（地方消費税交付金）・歳出（物件費、投資的経費及び維持補修費）
に反映させています。

ベースラインケース� 単位：％程度
年度 29 30 31 32 33

名目GDP成長率 2.5 1.7 1.9 1.8 1.4
34 35 36 37 38
1.3 1.3 1.3 1.3 （1.3）
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〈別表①「費目別の推計の条件」〉

区　分 推　計　の　条　件

歳
入

一
般
財
源

特別区税

①平成29年度一般会計当初予算をベースとする。②「中長期の経済財
政に関する試算」のベースラインケース（名目GDP成長率）を見込む。③「ま
ち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の人口推計を見込む。
※�ただし、軽自動車税、特別区たばこ税、入湯税は、29年度一般
会計当初予算を据え置く。

地方消費税
交付金

①29年度一般会計当初予算をベースとする（消費税率の引上げによる
影響の平年度化は32年度以降とする）。②「中長期の経済財政に関す
る試算」のベースラインケース（名目GDP成長率）を見込む。

特別区交付金

①29年度一般会計当初予算をベースとする。②「中長期の経済財政
に関する試算」のベースラインケース（名目GDP成長率）を見込む。③
法人住民税の一部国税化（26年度税制改正で、地方自治体の財源で
ある法人住民税の一部を国税としたもの）等の影響を見込む。

その他

①利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金は「中
長期の経済財政に関する試算」のベースラインケース（名目GDP成長
率）を見込む。②自動車取得税交付金、地方譲与税交付金、地方特
例交付金、特別会計繰入金、競馬組合配分金、繰越金は、29年度
一般会計当初予算を据え置く。

特
定
財
源

国庫・都支出金 ①29年度一般会計当初予算をベースとする。②扶助費及び投資的経
費における歳出額と連動させる。

特定目的基金
繰入金

①29年度一般会計当初予算をベースとする。②投資的経費における
歳出額と連動させる。③減債基金からの繰入額を見込む。

特別区債 ①直近５か年（25～29年度）の一般会計当初予算中、発行している
年度での平均額等で見込む。

その他

①分担金及び負担金は、直近５か年（25～29年度）の一般会計当初
予算の推移で見込む。②交通安全対策特別交付金、使用料及び手
数料、財産収入、諸収入、寄付金は、29年度一般会計当初予算を
据え置く。

歳
出

義
務
的
経
費

人件費 ①29年度一般会計当初予算をベースとする。②退職手当を見込む。

扶助費
①29年度一般会計当初予算をベースとする。②直近５か年（25～29
年度）の一般会計当初予算の扶助費（一人当たり）の推移を見込む。
③「まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の人口推計を見込む。

公債費 ①既発行の特別区債の償還額等を見込む。②新規発行の特別区債
（10年満期一括償還）の償還額を見込む。

投資的経費
①29年度一般会計当初予算をベースとする。②「公共施設等総合管
理計画」及び「文京シビックセンター改修基本計画」の将来更新費用
等を見込む。③主な大規模施設整備等の投資的経費を見込む。

他会計繰出金
①29年度一般会計当初予算をベースとする。②直近５か年（25～29
年度）の一般会計当初予算の他会計繰出金（一人当たり）の推移を見
込む。③「まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の人口推計を見込む。

その他

①物件費、維持補修費は、直近５か年（25～29年度）の一般会計当
初予算の推移等を見込む。②積立金は、特別区債の償還のための経
費や基金への積立てを見込む。③補助費、貸付金は、29年度一般
会計当初予算を据え置く。
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表１　歳入歳出予算の推計

単位：百万円

年度
区分 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

歳
入

一
般
財
源

特別区税 32,040 32,466 32,949 33,413 33,778 34,119 34,463 34,750 35,100 35,421

うち特別区民税 30,845 31,271 31,754 32,218 32,583 32,924 33,268 33,555 33,905 34,226

地方消費税交付金 5,300 5,430 5,520 7,080 7,160 7,240 7,320 7,400 7,480 7,560

特別区交付金 16,400 17,030 17,750 18,420 17,790 17,640 17,390 17,160 17,130 17,340

その他 1,260 1,277 1,287 1,296 1,303 1,310 1,317 1,323 1,331 1,338

小計 55,000 56,203 57,506 60,209 60,031 60,309 60,490 60,633 61,041 61,659

特
定
財
源

国庫・都支出金 19,530 20,814 21,706 19,533 17,751 18,146 18,726 19,524 20,367 21,303

繰入金 4,033 6,181 7,849 5,723 5,792 3,223 2,528 2,698 3,028 2,528

特別区債 800 1,000 1,000 800 800 800 800 800 800 800

その他 6,243 6,110 6,229 6,422 6,562 6,701 6,814 6,954 7,093 7,232

小計 30,606 34,105 36,784 32,478 30,905 28,870 28,868 29,976 31,288 31,863

歳入合計（Ａ） 85,606 90,308 94,290 92,687 90,936 89,179 89,358 90,609 92,329 93,522

歳
出

義
務
的
経
費

人件費 19,987 19,945 19,841 20,154 19,862 20,008 20,154 20,216 20,195 19,716

扶助費 19,402 20,596 21,860 23,200 24,543 25,963 27,464 29,051 30,728 32,587

公債費 2,007 1,097 738 645 458 381 301 418 688 127

投資的経費 16,042 20,310 21,085 16,238 12,035 8,831 6,886 6,886 6,886 6,886

他会計繰出金 7,512 7,734 7,964 8,202 8,458 8,722 8,994 9,275 9,565 9,850

その他 24,584 25,336 26,277 26,788 27,806 28,822 29,839 30,838 31,806 32,823

歳出合計（Ｂ） 89,534 95,018 97,765 95,227 93,162 92,727 93,638 96,684 99,868 101,989

単年度収支不足額（Ａ－Ｂ） △3,928 △4,710 △3,475 △2,540 △2,226 △3,548 △4,280 △6,075 △7,539 △8,467

〈実施計画期間〉

参
　
考

115



（３）　基金等の中長期的な見通し
〔基本的な考え方〕
ア　対　象
　財政調整基金、特定目的基金（減債基金及び介護給付費準備基金（特別会計）
を含む。）及び特別区債の年度末残高とします。

イ　期　間
　平成28年度から38年度までとします。

ウ　基本的な条件
　別表②「基金等の推計の条件」のとおりとします。
　なお、推計は「歳入歳出予算の中長期的な見通し」と連動させるとともに、毎年
度の決算剰余金等を財政調整基金や特定目的基金に積み立てることを想定します。

〈別表②「基金等の推計の条件」〉

区　分 推　計　の　条　件

財政調整
基金

取崩額 ①毎年度の単年度収支不足額を取り崩す。

積立額
①一般会計当初予算の一定の決算剰余金を見込み、２分の１の金額を積
み立てる。ただし、平成34年度以降は、その10分の８の金額を積み立てる。
②他会計から繰入金を積み立てる。

特定目的
基金

取崩額 ①毎年度の繰入金を取り崩す。②特別区債における満期一括償還に要す
る経費を取り崩す。

積立額
①一般会計当初予算の一定の決算剰余金を見込み、２分の１の金額を積
み立てる。ただし、34年度以降は、その10分の２の金額を積み立てる。
②毎年度の積立金を積み立てる。

特別区債
①既発行分の特別区債のほか、主要な公共施設等整備事業の実施による
新規の特別区債（毎年度８億円（ただし、30・31年度は10億円）・10年満
期一括償還）を見込む。

※�特定目的基金における介護給付費準備基金（特別会計）は、29年度末残高見込み（875百万円）を据え置いて
推計します。

図１　一般会計当初予算（歳出）の見通し

〈実施計画期間〉
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表２　総基金と特別区債（年度末残高）の推計
単位：百万円

年度
区分 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

総基金 67,365 59,890 53,336 46,574 43,073 39,857 37,944 36,101 32,257 26,459 20,957

財政調整基金 27,124 23,508 21,365 20,577 20,802 21,340 21,430 20,818 18,477 14,792 10,304

特定目的基金 40,241 36,382 31,971 25,997 22,271 18,517 16,514 15,283 13,780 11,667 10,653

年度
区分 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

特別区債 � 6,696 � 5,577 � 5,541 � 5,849 � 6,043 � 6,420 � 6,872 � 7,402 � 7,815 � 7,955 � 8,656

〈実施計画期間〉

図２　総基金（年度末残高）等の見通し
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平成28年

２月19日
自治制度・行財政システム調査特別委員会
・�公共施設等総合管理計画策定の目的及び検討組織等につ
いて

５月12日
～27日

第１回庁内調査
・�公共施設等の基本情報、財務情報及びサービス情報等に
ついて

５月18日 第１回文京区公共施設等総合管理計画検討委員会
・公共施設等総合管理計画の策定に係る考え方等について

８月18日
第１回文京区公共施設等総合管理計画検討部会
・�公共施設等総合管理計画の検討状況及び施設類型分類に
ついて

８月22日
第２回文京区公共施設等総合管理計画検討委員会
・�公共施設等総合管理計画の検討状況及び施設類型分類に
ついて

８月30日
～９月16日

第２回庁内調査
・�施設類型ごとの現状と課題及び今後の方針等について

９月13日 自治制度・行財政システム調査特別委員会
・公共施設等総合管理計画の検討状況について

10月26日 第３回文京区公共施設等総合管理計画検討委員会
・公共施設等総合管理計画の素案について（第１章～第３章）

11月２日 第４回文京区公共施設等総合管理計画検討委員会
・公共施設等総合管理計画の素案について

11月28日 自治制度・行財政システム調査特別委員会
・公共施設等総合管理計画（素案）について

12月７日
パブリックコメントによる意見募集（平成29年１月６
日まで）及び区報特集号発行
・公共施設等総合管理計画（素案）について

12月18日
～22日

区民説明会（全３回）
・公共施設等総合管理計画（素案）について

平成29年
１月30日

第２回文京区公共施設等総合管理計画検討部会
・�公共施設等総合管理計画（素案）に対する意見及び管理
計画（案）について

第５回文京区公共施設等総合管理計画検討委員会
・�公共施設等総合管理計画（素案）に対する意見及び管理
計画（案）について

２月21日 自治制度・行財政システム調査特別委員会
・公共施設等総合管理計画（案）について

２　検討経過
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文京区公共施設等総合管理計画検討委員会委員名簿

委 員 長 吉　岡　利　行 企画政策部長

副委員長 渡　部　敏　明 総務部長

〃 松　井　良　泰 施設管理部長

委　　員 八　木　　　茂 危機管理室長

〃 林　　　顕　一 区民部長

〃 田　中　芳　夫 アカデミー推進部長

〃 須　藤　直　子 福祉部長

〃 椎　名　裕　治 子ども家庭部長

〃 石　原　　　浩 保健衛生部長

〃 中　島　　　均 都市計画部長

〃 中　村　賢　司 土木部長

〃 曵　地　由紀雄 資源環境部長

〃 山　本　育　男 会計管理者

〃 久　住　智　治 教育推進部長

〃 野　田　康　夫 監査事務局長

〃 佐　藤　正　子 区議会事務局長

幹　　事 加　藤　裕　一 企画政策部参事（企画課長事務取扱）

〃 大　川　秀　樹 企画政策部財政課長
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３　用　語　集

用　　語 説　　　　　明

あ

維持管理委託費 施設等の保守点検や清掃業務、運営業務の一部を、民間事業者等の外部団体に委託した
際に掛かる費用

維持管理費 建物等の維持・管理・稼働に要する費用で、光熱水費や維持補修費等が該当する。本計
画では、ランニングコストと同義とする。

維持補修費 施設等の経常的な修繕に要する経費

一部事務組合 都道府県、市町村、特別区等が、その事務の一部を共同処理するために設ける団体

一般財源 使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源。特別区税、特別区交付金等が
該当する。

インフラ長寿命化基本計画
国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新に係るトータルコストの縮減や
予算の平準化を図るとともに、維持管理・更新に係る産業（メンテナンス産業）の競争
力を確保するための方向性を示すため策定された計画

オートスロープ 段差のない水平型のエスカレーター

か

改修 老朽化対策や、バリアフリー対応等の機能向上のために、屋根や壁等の建築部位を構成
する部材や、電気、空調、給排水等の設備の部品等を交換すること。

基金 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために
設けられる資金又は財産

基本構想

区における総合的かつ計画的な行政運営指針として、行政計画の最上位に位置付けられ、
区の政策の大綱を示したもの。基本構想では、区の将来都市像を「歴史と文化と緑に育
まれた、みんなが主役のまち『文の京（ふみのみやこ）』」と定め、「子育て・教育」「福祉・
健康」「コミュニティ・産業・文化」「まちづくり・環境」「行財政運営」の分野について、
10年後のあるべき姿と、その実現に向けた基本的取組を掲げている。

基本構想実施計画

基本構想に掲げる将来都市像を実現するため、具体的な事業を定めた計画であり、事業
の実効性を確保するために財政状況の推計を行い、予算と連動した行財政計画となって
いる。３か年を計画期間とし、平成29年度から31年度までの第３期基本構想実施計画で
は、総合的な見地から事務事業をより効果的に進めていくため、行財政改革推進計画を
包含している。

義務的経費 地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費。職員給与費
等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなる。

義務的経費比率 義務的経費が歳出総額に占める割合を示したもの。義務的経費比率が高いほど、歳出総額
に占める義務的経費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

教育振興基本計画
教育基本法第17条第２項に基づく「教育の振興のための施策に関する基本的計画」で、
子どもたちの「生きる力」を育むため、幼児期から義務教育期間の終了までに区が取り
組むべき教育施策の方向性等を示すため策定された計画

行政財産
行政目的のために直接供されるもの。公有財産（区の財産のうち、土地や建物など）の
うち、公用財産（庁舎や清掃事務所など、区が直接使用する財産）及び公共用財産（学校、
図書館、集会施設など、区民等が利用する財産）。

橋梁アセットマネジメント基本計
画

橋梁の維持管理について、これまでの対症療法型の修繕・架替から、点検結果等を基にし
た予防保全型の維持管理へ転換することにより、橋梁の長寿命化及び修繕費用等の縮減
を図るとともに、地域における道路網の安全性と信頼性を確保するため策定された計画

繰入金（繰出金）
一般会計、特別会計、基金間相互における現金の移動のことであり、他会計から当該会
計に現金を収納する場合の歳入科目を繰入金、当該会計から他会計に現金を移動する場
合の歳出科目を繰出金という。

繰越金 次の年度へ持ち越した金額であり、決算上の余剰金である純繰越金と、前年度から繰り
越された歳出予算の財源に充てるべき繰越金の二つに分けられる。

区立住宅あり方検討会 区立住宅の空室の増加及び長期化に伴い、区立住宅の今後の有効な活用方法について検
討するために設置した庁内検討会

経常収支比率
人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当
された一般財源の額が、特別区税、特別区交付金のような毎年度経常的に収入される一
般財源（経常一般財源）に占める割合
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公営住宅等長寿命化計画
区における公営住宅等ストックの状況を把握し、長期的な視点をもって長寿命化のため
の予防保全的管理や改善を推進し、ライフサイクルコストの縮減を図るため策定された
計画

公園再整備基本計画 区における今後の公園再整備及び維持管理運営のあり方を示すため策定された計画

公債費 過去に借り入れた特別区債の各年度における元金と利子を償還するための経費

公債費負担比率
地方公共団体における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、公債費
に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。公債費負担比率が高いほど、一般
財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

更新 老朽化に伴い機能が低下した施設等を取り壊し、新しい施設等の建設・整備をすること。

公有財産台帳 地方公共団体が保有する財産の管理のための基礎的帳簿として整備されたもの。財産は、
建物、工作物、立木等に分類して記載されている。

高齢者・介護保険事業計画
区において、団塊の世代が75歳を迎える平成37年（2025年）を見据えた中長期的な視
点に立ち、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスを一体的に提供していく
地域包括ケアシステムの構築を着実に推進するため策定された計画

子育て支援計画
子どもの健やかな成長の支援や地域社会全体で子供を育む体制の構築等を推進し、幼児
期の教育や保育等の量の拡充や質の向上及び次代の社会を担う子どもの健全な育成を図
るため策定された計画

国庫支出金 国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、
委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金のこと。

さ

災害復旧事業費 降雨、暴風、洪水、地震等の災害によって被害を受けた施設及び火災により焼失した公用・
公共用の建物を原状に復旧するための事業に要する経費

財政調整基金 経済事情の著しい変動等によって財源が著しく不足する場合などに取り崩すことによっ
て、年度間の財政を調整する役目を果たす基金

サウンディング型市場調査

案件の内容・公募条件等を決定する前段階で、公募により民間事業者の意向調査・直接
対話を行い、当該案件のポテンシャルを最大限に高めるための諸条件の整理を行うもの。
このことにより、民間事業者にとっても自らのノウハウと創意工夫を事業に反映し、参
入しやすい環境（公募条件）とすることができる。

サテライト型特別養護老人ホーム 他の場所で運営する本体施設と密接な連携を確保することにより、人員及び設備基準が
一部緩和された29人以下の地域密着型特別養護老人ホーム

自主事業利益還元 指定管理者の自主的な企画立案等により実施した事業から発生した利益の一部を区に還
元すること。

指定管理者制度
多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力
を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を図ることを目的に、
地方自治体が指定する法人やその他の団体に公の施設の管理を行わせる制度

指定管理料 指定管理者制度に基づき委託した指定管理者に支払われる管理費用

シビックセンター改修基本計画 文京シビックセンターの改修を効率的かつ計画的に推進するため策定された計画

従属人口 年少人口（15歳未満人口）と老年人口（65歳以上人口）を合計した人口。従属人口以外
の人口は、生産年齢人口という。

集約化 異なる場所にある同一機能（用途）の施設を、特定の敷地又は建物に集めてまとめること。

小規模保育事業 少人数（定員６～19人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を
行う事業

使用料 行政財産の目的外使用又は公の施設の利用について、地方自治体が利用者から徴収する
金銭

私立認可保育所 「保育の必要性」があると区市町村が認定した児童を保育することを目的とし、国・都
が定めた認可基準に基づき民間の法人により運営されている児童福祉施設

人件費 職員や非常勤職員に対し、勤労の対価や報酬として支払われる一切の経費

すまいるプロジェクト事業
区における住宅の確保に配慮を要する高齢者・障害者・ひとり親に対する住まいの確保と、
その有する能力に応じ可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活が営めるよう住ま
い方の支援を目的とした事業

生産年齢人口割合 全人口に対する生産年齢人口（15～64歳人口）の占める割合

た

大規模改修 老朽化対策や、バリアフリー対応等の機能向上のために、躯体を残した状態で、建築部
位や設備の大部分を交換すること。
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第三セクター 地方公共団体が出資等を行っている一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び
公益財団法人を含む。）並びに会社法法人

耐震改修促進計画 災害に強いまちづくりの実現に向けて、区が所有する公共建築物や住宅等の民間建築物
における耐震化を促進するため策定された計画

多機能化 一つの建物を異なる機能（用途）で共同・相互利用すること。

建物使用貸借契約 貸主が借主に建物を無償で使用及び収益をした後に返還することを約束して貸し出す契約

男女平等参画推進条例
区において、男女が性別に関わりなく、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、互いの
違いや多様な生き方を尊重する社会を次世代につなぐために、区民一人一人が互いの人
権を尊重し、いきいきと暮らせる男女平等参画社会の実現を目指して制定された条例

単独施設 当該施設内に、他の施設が設置されていない施設形態

地域包括ケアシステム
高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続
けることができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供され
るシステム

長寿命化 建物やインフラに対して耐久性を向上させることで、延命を図ること。

投資的経費 その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出
される経費。普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費の合計

道路アセットマネジメント基本計
画

区において、道路舗装の維持管理・運営の分野に関するマネジメントの効率性・経済性・
有効性を向上させるため策定された計画

特定財源 使途が特定されている財源。分担金、負担金、使用料、手数料等のうち使途が指定され
ているものが該当する。

特定目的基金 施設の建設等、特定の目的を達成する事業の財源としてのみ使用可能な基金

特別区

地方自治法第281条第１項の規定による、東京都の区のこと。現在、23の区が設置され
ている。特別区は、基礎的な地方公共団体として、同法第281条の２第１項で都が一体
的に処理することとされている事務を除き、同法第２条第３項において市町村が処理す
るものとされている事務を処理する。

特別区交付金 東京都が市町村民税法人分、固定資産税及び特別土地保有税の３税を課税・徴収し、都
区財政調整制度に基づき、その55％を特別区の財政需要に応じて特別区に交付するもの

特別区債 特別区が税等の収入不足を補うため、区が資金調達することで負担した債務で、その償
還が一会計年度を越えて行われるもの

特別区税 特別区が課税する税。特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税及び入湯税がある。

都支出金 都の施策上の必要性によって、都から区の特定の経費に対して交付する負担金、補助金
及び委託金のこと。

な

日常生活圏域

介護保険法では、介護保険事業計画において、介護を必要とする高齢者が住み慣れた地
域で生活を続けられるように、日常生活圏域が設定されている。
区では富坂・大塚・本富士・駒込の４圏域に区分し、この圏域ごとに、様々な介護サー
ビスや介護予防サービスを整えるとともに、必要なサービスを切れ目なく提供するため
の環境づくりを進めている。

認証保育所 大都市特有の多様な保育ニーズに柔軟に応えるために、東京都が独自の基準を設けて認
証した保育所

年少人口割合 全人口に対する年少人口（15歳未満人口）の占める割合

年齢３区分別人口 年代別人口を年少人口（15歳未満人口）、生産年齢人口（15～64歳人口）、老年人口（65
歳以上人口）の三つに区分し、集計したもの

は

バリアフリー基本構想 高齢者、障害者等が利用する施設が集積し、その間の移動が通常徒歩で行われている地
域において、重点的かつ一体的なバリアフリーを推進するため策定された計画

複合化 一つの建物に、複数の機能（異なる用途）を持たせること。

扶助費 社会保障制度として、生活困窮者、高齢者、児童、障害者等への支援に要する経費

普通建設事業費 道路、橋梁、公園、学校等の建設整備や用地取得に要する投資的経費

普通財産
行政財産を除いた公有財産。行政財産が行政目的のために直接供されるものであるのに
対し、普通財産は間接的に行政執行に寄与するものであり、貸付による収益を区の財源
に充てる等、主として「経済的な価値の発揮」を目的としている。

物件費 賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料等の経費
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文京区が所有する公共建築物の耐
震化整備プログラム

区が所有する公共建築物の耐震化の目標を達成するため、耐震化の現状及び進め方を示
すとともに、対象建築物について耐震化の完了目標時期と整備内容をリストにまとめた
もの

文京区立誠之小学校改築基本構想 老朽化が課題となっている誠之小学校について、検討委員会を設置し、改築のための基
本構想をまとめたもの

文京区立明化小学校改築基本構想 老朽化が課題となっている明化小学校について、検討委員会を設置し、改築のための基
本構想をまとめたもの

文京区立柳町小学校・柳町こども
の森等改築基本構想

教室不足等が課題となっている柳町小学校及び柳町こどもの森について、検討委員会を
設置し、改築のための基本構想をまとめたもの

併設施設 当該施設内に、他の施設が設置されている施設形態

放課後全児童向け事業
区立小学校の放課後や休業日に校庭等を開放し、区の支援及び調整のもと、保護者や地
域の大人をはじめとする事業体制を整え、子どもが安心して活動できる放課後の居場所
を提供する事業

母子保健事業 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を目的とした、保健指導・健康診査・予
防接種・各種医療費助成等の事業

補助費等
性質別歳出の一分類で、他の地方公共団体や国、法人等に対する支出のほか、地方公営
企業法第17条の２の規定に基づく繰出金も含まれる。報償費、負担金、補助及び交付金
等の経費

ま
民設民営 施設の設置・運営ともに、民間事業者が行う手法

メディカルチェック 検診により運動する際の注意点を明らかにし、運動による障害や事故を未然に防止する
こと。

や

ユニバーサルデザイン
年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、初めからできるだけ多くの人が利用可能
なように、利用者本位、人間本位の考え方に立って、快適な環境とするようデザインす
ること。

予防保全 損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕などを実施することで、機能の保持・回復を
図る管理手法。

ら

ライフサイクルコスト（LCC）
建物の企画・設計費、建設費等の初期費用（イニシャルコスト）から、光熱水費や維持
補修費等の維持管理費（ランニングコスト）、解体処分費用までの建物の生涯に必要な総
費用

ランニングコスト 建物等の維持・管理・稼働に要する費用。光熱水費や維持補修費等が該当する。本計画
では、ランニングコストと同義とする。

老年人口割合 全人口に対する老年人口（65歳以上）の占める割合

F

ＦＲＰ
繊維強化プラスチック（Fiber Reinforced Plastics）の略。繊維と樹脂を用いてプラスチッ
クを補強することによって、強度が著しく向上し、宇宙・航空産業をはじめ、自動車、
鉄道、建設産業等様々な分野で用いられる。

P

ＰＣ橋
圧縮には強いが引張りには弱いというコンクリートの弱点を克服するために、あらかじ
め応力を加えたコンクリート（プレストレストコンクリート：Prestressed-Concrete）
で造られた橋梁

ＰＦＩ
Private Finance Initiativeの略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経
営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法
のこと。

ＰＰＰ
Public Private Partnershipの略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉
えた概念で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指
すもの。PFIや指定管理者制度、包括的民間委託等が含まれる。

R

ＲＣ橋 圧縮には強いが引張りには弱いというコンクリートの弱点を克服するために、鉄筋で補
強したコンクリート（鉄筋コンクリート：Reinforced-Concrete）で造られた橋梁
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