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1 誰もが安全･安心･快適に過ごせる環境整備 

(1) 大会開催気運の醸成 

 

取組名 各種気運醸成ｲﾍﾞﾝﾄの開催 

所管 
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室 

地域振興部 
所管課 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課 

地域振興課 

江東区健康ｽﾎﾟｰﾂ公社 

事業内容 
東京 2020 大会に向けて､区民や事業者等の様々な主体と連携し､ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関連した各

種ｲﾍﾞﾝﾄを開催し､区民の気運醸成を図る｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・ﾘｵ大会ﾗｲﾌﾞ観戦ｲﾍﾞﾝ

ﾄ（ｻｯｶｰ、陸上、ﾊﾞｽｹ

ｯﾄﾎﾞー ﾙ）の実施 

･ﾘｵ大会ﾒﾀﾞﾘｽﾄの祝賀

ｲﾍﾞﾝﾄの実施 

･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ応援ﾄｰｸｼｮｰ

の実施 

･東京 2020 大会までの

ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ掲示（各ｽﾎﾟ

ｰﾂｾﾝﾀ-） 

･小学校ﾌﾗｯｸﾞﾘﾚｰの実

施 

･江東区民まつりにおい

て､東京 2020 大会開

幕 1,000 日前ｲﾍﾞﾝﾄを

実施 

･東京 2020 大会ｶｳﾝﾄ

ﾀﾞｳﾝﾃﾞー ｶｳﾝﾀｰの設置 

･気運醸成ﾄｰｸ&ﾗｲﾌﾞを

開催 

･平昌大会を契機とした

気運醸成写真展を開

催 

･区内巡回型のｵﾘﾝﾋﾟｯ

ｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技体

験ｷｬﾗﾊﾞﾝの実施 

･大会 500 日前気運醸

成ﾄｰｸ&ﾗｲﾌﾞを開催 

・区内ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ等に

て各種気運醸成ｲﾍﾞﾝﾄ

を開催 

東京 2020 応援ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ応募促進運動、区

内会場を巡るｳｫｰｷﾝ

ｸﾞﾂｱｰ等 

･区内巡回型のｵﾘﾝﾋﾟｯ

ｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技体

験ｷｬﾗﾊﾞﾝの実施 

・3x3 ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞー ﾙ

公式戦開催、V ﾘｰｸﾞﾁｰ

ﾑ試合見学、競技ﾃﾞﾓ

ﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝの実施 

・区内ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ等に

て各種気運醸成ｲﾍﾞﾝﾄ

の開催 

 東京 2020 応援ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ応募促進運動、区

内会場を巡るｳｫｰｷﾝ

ｸﾞﾂｱｰ、競技体験ｸﾘﾆ

ｯｸ、武道応援等 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

・区内ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ等に

て各種気運醸成ｲﾍﾞﾝﾄ

の開催 

 ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄによるｸﾘﾆｯ

ｸ（ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ、卓球）、 

ﾛﾋﾞー 等を活用した競技

及び選手の紹介（ﾊﾟﾗ

ﾘﾝﾋﾟｯｸﾊﾟﾈﾙ展を実

施） 

取組名 東京 2020 公式ｵﾘｼﾞﾅﾙ商品の販売 

所管 地域振興部 所管 
ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

江東区健康ｽﾎﾟｰﾂ公社 

事業内容 各ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ及び健康ｾﾝﾀｰ窓口において、東京 2020 公式ｵﾘｼﾞﾅﾙ商品を展示販売する。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

  ・ｽﾎﾟｰﾂ会館で先行販

売 

・各ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ及び健

康ｾﾝﾀｰで販売 

→ → 
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取組名 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ､ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝなどとの交流事業 

所管 地域振興部 所管 

ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

江東ｽﾎﾟｰﾂ施設運営ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

江東区健康ｽﾎﾟｰﾂ公社 

事業内容 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝやﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝを招聘して､ｲﾍﾞﾝﾄや教室等を開催する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝによる水泳教

室を越中島ﾌﾟー ﾙにて

開催(中村真衣さん) 

→ ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ水泳のﾊﾟﾗｱｽﾘ

ｰﾄ、ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾃﾞｨｱｽ選

手とのふれあいｲﾍﾞﾝﾄ

を有明ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰで

開催 

・田中光体操教室 

・ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝによるｲﾍﾞﾝﾄ・

教室を開催（ﾊﾞﾚｰﾎﾞー

ﾙ：大山加奈さん、体

操：田中光さん、十種

競技：右代啓祐さん） 

・障害者ｽﾎﾟー ﾂﾌｪｽﾀに

てｵﾘﾝﾋﾟｱﾝのﾄｰｸｲﾍﾞﾝ

ﾄ・教室を開催（ｿﾌﾄﾎﾞー

ﾙ：髙山樹里さん、ﾊﾞﾄﾞ

ﾐﾝﾄﾝ：小椋久美子さ

ん） 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

・ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄによるｸﾘﾆｯ

ｸ（ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ・卓球）を

各 1 日ずつ実施 

取組名 創業支援事業 

所管 地域振興部 所管 経済課 

事業内容 
起業家の応援を通じて地域の活性化を図る｢地域ｸﾗｳﾄﾞ交流会｣を､東京2020大会開催に向けた経済

振興の取組みとして実施する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･地域ｸﾗｳﾄﾞ交流会を開  

始 

･ｽﾎﾟー ﾂ産業拡大版を実

施｡交流会の前にｵﾘﾝ

ﾋﾟｯｸﾒﾀﾞﾘｽﾄによる講演

会を開催したほか､ｽﾎﾟ

ｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽに関連した

江東区の起業家による

事業ﾌﾟﾚｾﾞﾝを実施 

･東京 2020 大会に向

け､観光・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞﾋﾞｼﾞ

ﾈｽ等をﾃｰﾏとした起業

家支援を実施 

・東京2020大会に向け

た気運醸成を目的とし

た地域ｸﾗｳﾄﾞ交流会を

年 2 回開催 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 
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取組名 商店街連合会支援事業 

所管 地域振興部 所管 経済課 

事業内容 

東京 2020 大会ｴﾝﾌﾞﾚﾑ及び江東区ﾛｺﾞﾏｰｸの入った応援ﾌﾗｯｸﾞを作成する。希望する商店街連合会

加盟商店街の装飾灯やｱｰｹｰﾄﾞに応援ﾌﾗｯｸﾞの取り付けを行い、東京 2020 大会終了までの間掲出す

る。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

  ・区内商店街に希望調

査を実施 

・ﾃﾞｻﾞｲﾝ制作 

・希望する商店街連合

会加盟商店街の装飾

灯やｱｰｹｰﾄﾞにﾌﾗｯｸﾞ取

り付け 

・東京 2020 大会の延

期のためﾌﾗｯｸﾞ撤去・

保管 

・希望する商店街連合

会加盟商店街の装飾

灯やｱｰｹｰﾄﾞに再度ﾌﾗ

ｯｸﾞ取り付け・撤去 

取組名 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ促進事業 

所管 障害福祉部 所管課 障害者施策課 

事業内容 

・区内の障害者（児）通所支援施設と地域活動支援ｾﾝﾀｰにおける障害者ｽﾎﾟｰﾂ体験等に関する経費

や、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸを題材にしたｱｰﾄ活動に関する経費を補助する。 

・ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝﾊﾟﾈﾙを製作し、区内の障害者（児）通所支援施設に配布する。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

  ･障害者（児）通所支援

施設と地域活動支援ｾ

ﾝﾀｰを対象に、障害者

ｽﾎﾟー ﾂ体験事業やﾊﾟﾗ

ﾘﾝﾋﾟｯｸを題材としたｱｰ

ﾄ活動にかかる費用を

補助 

→ 

・ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝﾊﾟﾈﾙを製

作し、区内の障害者

（児）通所支援施設に

配布 

（令和元年度で事業終

了） 
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取組名 koto ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｱｰﾄ計画(koto ﾊｰﾄﾌﾙｱｰﾄ展) 

所管 障害福祉部 所管課 障害者施策課 

事業内容 

障害者(児)が制作した作品を募集し、区内の各地域を巡回展示し、優秀な作品については表彰を行

う。各展示会場では、誰もが楽しめるｲﾍﾞﾝﾄを実施するとともに、障害者が手作りした自主生産品の販

売や PR を行う。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

  ･巡回展示事業に伴う事

業者の選定 

・展示作品の募集 

・2 会場（豊洲文化ｾﾝﾀ

ｰ、深川江戸資料館）で

地域展覧会を開催 

・障害者（児）通所支援

施設に美術講師派遣 

・地域展覧会開催(江東

区文化ｾﾝﾀｰ) 

・総合展覧会開催（ｱﾘｵ

北砂） 

・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 100 日前ｲ

ﾍﾞﾝﾄとして、総合展覧

会の展示作品をｱﾌﾟﾘ

上の仮想空間に展示

するﾊﾞー ﾁｬﾙ展覧会を

開催 

取組名 図書館を活用した気運醸成事業 

所管 教育委員会事務局 所管課 江東図書館 

事業内容 

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関連する資料等の展示を行い、東京 2020 大会に向けた気運醸成を図る。 

・区内の小学校、放課後支援施設向けに、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連本のｾｯﾄを作成し、貸し出しを行

う。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 ・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

に関連する資料等の

収集・展示・貸出 

→ 

・江東区・日本の魅力を

紹介するための資料

展示 

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

関連図書を集めた団

体貸出ｾｯﾄの作成 

→ 

・江東区・日本の魅力を

紹介するための資料

展示 

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

関連図書団体貸出ｾｯ

ﾄの貸し出し 

・令和元年度の事業を

継続 

・令和２年度の事業を 

継続 

・都内公立図書館共通

ﾃｰﾏ展示「東京でおも

てなし～57年ぶりの夢

～」に江東区立図書館

の４館が参加したほ

か、全館でｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関する展

示を実施 
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(2) おもてなし 

 

取組名 江東区独自ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成 

所管 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室 所管課 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課 

事業内容 

・道案内などの簡単な英会話や外国人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの基礎知識を習得するための区民･区内団体

向けの講座を実施。 

・東京 2020 大会に向けた区独自ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「江東ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ」の設置 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・実施検討 ・区内の文化ｾﾝﾀｰで道

案内などの簡単な英

会話や外国人とのｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝの基礎知識を

習得する講座「KOTO

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英会話」

を開講(7 回) 

・KOTO おもてなしｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝ英会話を開講

(15 回) 

・区独自ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの概

要の決定 

・既存ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体と

の連携開始 

・公募を活用し、名称を

「江東ｻﾎﾟー ﾀｰｽﾞ」に決

定 

・KOTO おもてなしｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝ英会話を開講

(16 回) 

・江東ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ募集開

始 

・江東ｻﾎﾟー ﾀｰｽﾞの運用 

koto ｽﾎﾟー ﾂｷｬﾗﾊﾞﾝ 

江東ｼｰｻｲﾄﾞﾏﾗｿﾝ 

海外ﾁｰﾑｷｬﾝﾌﾟ 

・KOTO おもてなしｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝ英会話は新型ｺ

ﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防

止のため中止 

・江東ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞを対象

としたｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰの

実施 

・東京 2020 大会関連

情報等を掲載した「江

東ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ通信」によ

る情報発信 

・ KOTO おもてなしｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝ英会話を開講

(8 回) 

・江東ｻﾎﾟー ﾀｰｽﾞの運用 

・ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ実施 

・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ聖火ﾘﾚｰ 

採火式運営補助 

・東京 2020 大会関連

情報等を掲載した「江

東ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ通信」によ

る情報発信 

取組名 ｢江東区文化観光ｶﾞｲﾄﾞ｣養成講座 

所管 地域振興部 所管課 
文化観光課 

江東区文化ｺﾐｭﾆﾃｨ財団 

事業内容 
江東区の歴史ある寺社や四季折々の自然､運河など区内の観光ｽﾎﾟｯﾄを案内し､その魅力を紹介でき

るﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを養成する講座を実施する。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･江東区文化観光ｶﾞｲﾄﾞ

養成講座初級Ⅰ・Ⅱを

実施 

･文化観光ｶﾞｲﾄﾞ養成講

座修了生を対象に､ﾌｫ

ﾛｰｱｯﾌﾟ研修を実施 

→ → → → → 
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取組名 区ｲﾍﾞﾝﾄへの区民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集 

所管 地域振興部 所管課 ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

事業内容 
江東区ｽﾎﾟｰﾂ推進計画に基づき､｢江東ｼｰｻｲﾄﾞﾏﾗｿﾝ｣等において､区民を対象としたﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを募集

する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･ｼｰｻｲﾄﾞﾏﾗｿﾝの区民ﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱを募集。参加

者はﾏﾗｿﾝｺｰｽ整理を

体験 応募者：67 名 

・ｻｯｶｰJ3公式戦におい

て、区内中学生が会

場設営・運営補助等の

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを体験 

･ｼｰｻｲﾄﾞﾏﾗｿﾝの区民ﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱを募集。参加

者はﾏﾗｿﾝｺｰｽ整理を

体験 応募者：106 名 

･区報や HP にてｼｰｻｲﾄﾞ

ﾏﾗｿﾝの区民ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱを募集。参加者はﾏ

ﾗｿﾝｺｰｽ整理及び給水

業務を体験 応募者：

112 名 

･区報や HP にてｼｰｻｲﾄﾞ

ﾏﾗｿﾝの区民ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱを募集。参加者はﾏ

ﾗｿﾝｺｰｽ整理及び給水

業務を体験 応募者：

228 名 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症 

拡大防止のため中止 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症 

拡大防止のため中止 

取組名 高校生ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ海外派遣事業 

所管 地域振興部 所管課 青少年課 

事業内容 

高校生ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ 10 名を海外に派遣し､現地でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等を実施する｡事前に用意されたﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑだけではなく､各自が海外派遣前に研究ﾃｰﾏを設定し､現地での視察や関係機関等での聞き取り

をする自己研さん型の主体的な内容とする｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 ･高校生ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞー 10

名をｱﾒﾘｶ･ｵﾚｺﾞﾝ州ﾎﾟ

ｰﾄﾗﾝﾄﾞ近郊に派遣 

→ → 

（令和元年度で派遣休

止） 

・東京 2020 大会時の

観光案内所（豊洲ｼﾋﾞ

ｯｸｾﾝﾀｰ）へのｲﾍﾞﾝﾄﾌﾞ

ｰｽ出展は大会の延期

のため中止 

・派遣した団員のうち数

名が東京2020大会の

大会・都市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと

して活動を行った 

・東京2020大会時に合

わせて観光案内所（豊

洲ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ）へのｲ

ﾍﾞﾝﾄﾌﾞー ｽ出展を予定

していたが、新型ｺﾛﾅ

ｳｲﾙｽ感染拡大により

事業中止 
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取組名 国際交流員の任用･活用 

所管 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室 所管課 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課 

事業内容 
東京 2020 大会開催に向けて､地域の異文化理解を促進し､外国人来訪者へのおもてなし体制を確立

するために､外国籍の国際交流員を任用し､区の国際化を推進する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･Facebook による海外

に向けた区の情報発

信を開始 

･区報への英会話ｺﾗﾑ

の連載 

･情報誌の外国人向け

記事の企画､編集 

･小学校､幼稚園での国

際交流授業の実施 

･28 年度実施事業を継

続 

･区立幼稚園･保育園を

対象に国際交流授業

の実施 

･区 HP にて英会話講座

のﾍﾟー ｼﾞを開設 

・28,29 年度事業を継

続 

・有明西学園前期過程

での英語ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参

加 

→ → 

（令和２年度で事業終

了） 

 

取組名 江東区おもてなし清掃 

所管 環境清掃部 所管課 環境保全課 

事業内容 
東京 2020 大会開催前の期間に(大会開催数週間前～大会直前にかけて）、区内会場周辺や駅前、

公園等を中心に区内団体参加の清掃活動として「江東区おもてなし清掃」を行う。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

  

 

 

 

  

 

・事業実施準備 ・東京 2020 大会延期

のため中止 

 （令和２年度で事業終

了） 
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(3) 観光施策の推進 

 

取組名 ｢江東湾岸まつり｣の実施 

所管 地域振興部 所管課 江東区観光協会 

事業内容 
東京2020 大会の気運醸成と湾岸ｴﾘｱの観光資源発信を目的に｢江東湾岸まつり｣を区立豊洲公園及

び豊洲ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰで開催。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝ

によるﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮ

ﾝ、競技場予定地を巡

るﾊﾞｽﾂｱｰ等を実施 

・江東区の食と文化をﾃ

ｰﾏとした出店、ｽﾃｰｼﾞ

等を実施 

→ → 

・ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝによる体験ｲ

ﾍﾞﾝﾄやﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝとの

ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ、競技場予

定地を巡るクルーズ等

を実施 

・江東区の食と文化をﾃ

ｰﾏとした出店、ｽﾃｰｼﾞ

等を実施 

→ ・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

取組名 観光推進事業（観光 PR 事業） 

所管 地域振興部 所管課 文化観光課 

事業内容 
江東区の観光資源の魅力を国内外に発信し､本区への誘客を行うことで､来訪者数の増加を図り､地域

経済の活性化を図る｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･江東区観光周遊ﾏｯﾌﾟ

の作成 

･区観光 PR ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ類

の作成 

･区内外の観光ｲﾍﾞﾝﾄへ

の出展 

･ﾏｽﾒﾃﾞｨｱを活用した観

光 PR 

･近隣区と連携した観光

PR 

･日本政府観光局を活

用した海外への情報

発信 

・28 年度事業の継続実  

施 

･｢観光高札｣を区内9箇

所に設置 

→ 

･「観光高札」新規設置

の候補地選定 

・近隣区（台東区・墨田

区）と連携し、訪日外

国人旅行者向けﾌﾘｰﾏ

ｶﾞｼﾞﾝに区の観光情報

を掲載 

→ 

・「観光高札」の設置 

・近隣区（台東区・墨田

区）と連携し、訪日外

国人旅行者向けﾌﾘｰﾏ

ｶﾞｼﾞﾝに区の観光情報

を掲載 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡

大による各種ｲﾍﾞﾝﾄの

中止に伴いｲﾍﾞﾝﾄ出展

中止 

・観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の作

成及びﾏｲｸﾛﾂｰﾘズﾑ

向けに区内・近隣駅の

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸに観光ﾊﾟ

ﾝﾌﾚｯﾄを配架し、観光

情報を発信 

→ 

・東京2020大会期間に

あわせた豊洲ｼﾋﾞｯｸｾ

ﾝﾀｰでの臨時観光案内

所の設置は、新型ｺﾛﾅ

ｳｲﾙｽ感染症の影響に

より中止 
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取組名 江東区ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ戦略の推進 

所管 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室 所管 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課 

事業内容 

江東区ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ戦略に基づき､国内外に区の魅力を積極的･戦略的に発信する｡区の既存の魅力や

強みを強化し区のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟを図るﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ事業と､区の魅力を国内外に向けて広く周知･発信す

る PR 事業を展開する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･ﾛｺﾞﾏｰｸﾎﾟｽﾀｰ､のぼり旗

等の庁舎及び区施設

への掲出 

･区 HP からﾛｺﾞﾏｰｸﾀﾞｳﾝ

ﾛｰﾄﾞ開始 

･PR ｸﾞｯｽﾞの作成､配布 

･PR 動画ｺﾝﾃｽﾄ｢熱いま

ち KOTO 動画ｱﾜｰﾄﾞ｣の

開催 

・区庁舎へのﾛｺﾞﾏｰｸ装

飾 

･第2回｢熱いまちKOTO

動画ｱﾜｰﾄﾞ｣の開催 

･区内施設(文化ｾﾝﾀｰ､

ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ等)へのﾛ

ｺﾞﾏｰｸ装飾 

･公共交通機関への江

東区 PR 広告の掲出 

･第3回｢熱いまちKOTO

動画ｱﾜｰﾄﾞ｣の開催 

･都営新宿線・大江戸線

への江東区 PR 広告

(吊手広告)の掲出 

･都営ﾊﾞｽﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ広告

の掲出 

・区内施設へのﾛｺﾞﾏｰｸ

装飾(図書館、出張

所、福祉ｾﾝﾀｰ等) 

･第4回｢熱いまちKOTO

動画ｱﾜｰﾄﾞ｣の開催 

･都営新宿線・大江戸線

への江東区 PR 広告

(吊手広告)の掲出 

･都営ﾊﾞｽﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ広告

の掲出 

・「熱いまち KOTO 動画

ｱﾜｰﾄﾞ」は新型ｺﾛﾅｳｲ

ﾙｽ感染症拡大防止の

ため中止 

・東京2020大会期間に

予定していた公共交通

機関、区内鉄道駅へ

の江東区PR 広告掲出

は大会延期のため中

止 

・東京2020大会期間を

中心に都営新宿線、

大江戸線、浅草線へ

の江東区PR車内広告

と東京ﾃﾚﾎﾟー ﾄ駅、有楽

町線豊洲駅への PR 広

告を掲出 

取組名 区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙ 

所管 政策経営部 所管課 広報広聴課 

事業内容 

平成 28 年度に江東区公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをﾘﾆｭｰｱﾙし、区のﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞを直感的に伝えるﾍﾟｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

を採用する｡また､国内外からの来訪者向けに､区の PR や観光案内からなる専用ｺﾝﾃﾝﾂ(多言語対応

を含む)を開設する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･江東区公式 HP の全面

ﾘﾆｭｰｱﾙ 

・魅力発信ｻｲﾄ

｢S-KOTO｣を開設 

・外国語による区の紹介

ﾍﾟー ｼﾞの開設 

→ → → → 

 

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

向けｺﾝﾃﾝﾂの充実を

予定していたが、新型

ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防

止のため中止 
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取組名 こうとう情報ｽﾃｰｼｮﾝ運営事業 

所管 政策経営部 所管課 広報広聴課 

事業内容 東京 2020 大会開催に向け､関連の展示を充実させる｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 ･庁舎2階のこうとう情報

ｽﾃｰｼｮﾝを全面ﾘﾆｭｰｱ

ﾙし､大型ﾓﾆﾀｰや湾岸

部ｼﾞｵﾗﾏ模型を設置

し､江東区の魅力を積

極的に発信 

→ → → 

 

→ 

・こうとう情報ｽﾃｰｼｮﾝ内

でのﾊﾟﾈﾙ展示を予定

していたが、新型ｺﾛﾅ

ｳｲﾙｽ感染拡大防止

のため、SNS での配信

に変更して実施 

取組名 豊洲ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ展望ｻｲﾝの設置 

所管 区民部 所管課 豊洲特別出張所 

事業内容 
豊洲ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ11階の区民広場に､ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの会場を案内･表示した展望ｻｲﾝを設置す

る｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 ･展望ｻｲﾝを作成し､

11 階の区民広場に

設置 

→ → → → 
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取組名 放置自転車対策事業 

所管 土木部 所管課 交通対策課 

事業内容 

駅周辺に設置している放置禁止区域の告知看板を刷新｡ 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催を視野に入れ､日本語表記以外に､英語､中国語､韓国語などの多言語に対

応する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 ・区内46箇所の放置禁

止区域の告知看板を

刷新 

【整備地区】 

豊洲駅､門前仲町駅､

東陽町駅､亀戸駅､森

下駅 46 箇所 

・区内56箇所の放置禁

止区域の告知看板を

刷新 

【整備地区】 

大島駅、越中島駅、木

場駅、清澄白河駅、潮

見駅、東雲駅、新木場

駅、住吉駅、辰巳駅､

西大島駅､東大島駅､

南砂町駅､東京ﾃﾚﾎﾟー ﾄ

駅､亀戸水神駅 56箇

所 

・区内 3 箇所の放置禁

止区域の告知看板を

刷新 

【整備地区】 

 国際展示場・有明駅 

3 箇所 

・維持管理 → 

取組名 公共ｻｲﾝの再整備 

所管 地域振興部 所管 地域振興課 

事業内容 
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催に向け､区が設置する公共ｻｲﾝについて､統一化や多言語化･多機能化を図

ることにより､国内外から本区を訪れる人にとって分かりやすい公共ｻｲﾝに再整備する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･地域振興課管理公共

ｻｲﾝの現状調査 

･他課管理公共ｻｲﾝ調

査 

･他区公共ｻｲﾝ状況調

査 

･ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ､整備計画の

策定 

･多言語対応､多機能化

や広告導入などの検

討 

･ﾃﾞｻﾞｲﾝの制作・実施設

計の策定 

・新たな公共ｻｲﾝの設

置工事の実施 

【実施場所】 

亀戸・大島ｴﾘｱ 

深川ｴﾘｱ（門前仲町を

基点） 

・新たな公共ｻｲﾝの設

置工事の実施 

【実施場所】 

湾岸ｴﾘｱを中心に平

成30年度未整備ｴﾘｱ 

・維持管理 → 
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取組名 Free Wi-Fi 環境の整備 

所管 政策経営部 所管 情報ｼｽﾃﾑ課 

事業内容 

区民や来訪者の利便性の向上､訪日外国人観光客の誘致や災害時における避難所での情報収集に

も活用できるよう､観光ｽﾎﾟｯﾄ､全ての小中学校､一部の公共施設に公衆無線 LAN を整備し､ｻｰﾋﾞｽを提

供する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・江東区公衆無線 LAN

整備方針の整備 

･江東区公衆無線 LAN

整備方針に基づく整

備､ｻｰﾋﾞｽの開始 

【対象】 

小中学校、観光ｽﾎﾟｯﾄ

(5 ｴﾘｱ)、本庁舎、出

張所、文化ｾﾝﾀｰ、ｽﾎﾟ

ｰﾂｾﾝﾀｰ 

･江東区公衆無線 LAN

整備方針に基づく整備

拡大 

【対象】 

区施設(2 施設)、図書

館(9 館)、区立公園(3

園)、公共ｻｲﾝ(3 箇

所) 

・簡易型ｻｰﾋﾞｽの展開 

・ｻｰﾋﾞｽの維持管理 

・ｻｰﾋﾞｽの維持管理 

・地域 BWA 公衆無線

LAN 配備拠点拡張検

討 

・ｻｰﾋﾞｽの維持管理 

・地域 BWA 公衆無線

LAN 配備拠点拡張 

取組名 歩きたばこ・ﾎﾟｲ捨て防止対策 

所管 環境清掃部 所管課 環境保全課 

事業内容 

区内駅周辺の歩道に貼付している「歩きたばこ・ポイ捨て防止対策路面標示ｼｰﾄ」について、東京2020

大会に向け、競技会場駅等を優先に多言語表記（日本語、英語、中国語、韓国語）のｼｰﾄに貼替えを

行う。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

   ・区内駅(14 駅)周辺の

路面標示シート(421

箇所)を多言語表記ｼｰ

ﾄに貼替 

【施工駅】 

豊洲、有明、ﾃﾚｺﾑｾﾝ

ﾀｰ、東京国際ｸﾙｰｽﾞﾀ

ｰﾐﾅﾙ、東雲、辰巳、

新木場、潮見、青海、

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ、国際

展示場、東京ﾃﾚﾎﾟー

ﾄ、市場前、門前仲町 

・区内駅（6 駅）周辺及

び区施設の一部箇所

（312 箇所）を多言語

表記ｼｰﾄに貼替 

【施工駅】 

 亀戸、住吉、森下、清

澄白河、東陽町、木場 

・点検結果により令和元

年度に貼替えた多言

語表記ｼｰﾄで損傷や剥

がれ等のあるｼｰﾄの貼

替 

・区内駅（6 駅）周辺及

び区施設貼付箇所

（140 箇所）を多言語

表記ｼｰﾄに貼替 

【施工駅】 

 亀戸水神、東大島、

大島、西大島、南砂

町、越中島 

・損傷や剥がれ等のあ

るｼｰﾄは競技会場のあ

る駅周辺のｼｰﾄを優先

に貼り直しを行った 



- 13 - 
 

(4) 安全･安心なまちの実現 

 

 

取組名 町会･自治会･商店街に対する街頭防犯ｶﾒﾗ設置費用の助成 

所管 総務部 所管課 危機管理課 

事業内容 町会･自治会･商店街に対する防犯ｶﾒﾗ設置費用の助成 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

街頭防犯ｶﾒﾗに対す

る設置費用助成 

15 団体､163 台 

→ 

11 団体､91 台 

 

→ 

14 団体、84 台 

→ 

26 団体、144 台 

→ 

15 団体、61 台 

→ 

9 団体、32 台 

・令和 3 年度より防犯ｶ

ﾒﾗ維持管理経費及び

運用経費を補助対象

に追加 

取組名 多言語化に対応した防災ﾏｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの利用促進 

所管 総務部 所管課 防災課 

事業内容 平成 25 年度から配信を開始した､多言語化に対応した防災ﾏｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのﾘﾆｭｰｱﾙを行う｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･外国語を表記したｶｰﾄﾞ

ﾀｲﾌﾟの利用促進案内

を､区内ﾎﾃﾙに配布す

るなど啓発活動を実施 

･多言語化に対応した

「防災ﾏｯﾌﾟ｣ｱﾌﾟﾘの保

守 

・「防災ﾏｯﾌﾟ」ｱﾌﾟﾘの機

能等追加 

①帰宅困難者向けの

地図及びﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮ

ﾝ機能 

②荒川氾濫時の浸水

区域や避難地区を

表示した水害ﾊｻﾞｰ

ﾄﾞﾏｯﾌﾟ 

③東京都による避難

場所見直しの反映 

④PUSH 通知機能 

・｢防災ﾏｯﾌﾟ｣ｱﾌﾟﾘの保

守・機能改修（避難行

動ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ搭載） 

・「防災ﾏｯﾌﾟ」ｱﾌﾟﾘが円

滑確実に機能する状

態に整備 

・水害時ﾊｻﾞー ﾄﾞﾏｯﾌﾟの

搭載・更新、こうとう安

全安心ﾒｰﾙとの連携機

能追加、各種機能向

上 

・保守運用：防災ﾏｯﾌﾟｱ

ﾌﾟﾘが円滑確実に機能

する状態に整備 

・表示修正：水害時ﾊｻﾞ

ｰﾄﾞﾏｯﾌﾟにおける「避難

の流れ」を修正 
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取組名 飲食店や宿泊施設への衛生監視指導 

所管 健康部（保健所） 所管課 生活衛生課 

事業内容 
東京 2020 大会の開催前及び開催中に､競技会場内外の飲食関連施設及び宿泊施設の衛生監視を

実施し、事故を未然に防止する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･宿泊施設への監視指

導の実施 

･新規開設宿泊施設へ

の事前相談及び指導 

･東京都が主催する食

品衛生監視指導検討

会に参加 

→ → 

･食品衛生重点監視地

区の選定 

･重点監視地区内の監

視対象施設の抽出と

監視計画の策定 

→ 

･食品衛生重点監視地

区における監視の実施 

→ 

･食品衛生重点監視地

区における監視の実施 

→ 

・都区が協力して監視

指導体制を構築 

・大会開催前及び開催

中に競技会場内及び

周辺で開催されるｲﾍﾞ

ﾝﾄの飲食関連施設を

監視 
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2 ｽﾎﾟｰﾂ･文化の振興と未来を担うこどもたちの育成 

(1) ｽﾎﾟｰﾂの振興 

 

取組名 ｢ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾚﾝｼﾞ｣の開催 

所管 地域振興部 所管課 ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

事業内容 

江東区におけるこどもｽﾎﾟｰﾂの祭典として実施｡会場内に各種ｽﾎﾟｰﾂ体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及び設備を設け､自

由参加によるｱｰﾁｪﾘｰ等のｽﾎﾟｰﾂ体験やｱｽﾘｰﾄによるﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ､障害者ｽﾎﾟｰﾂの体験と小学生に

よる長縄跳び大会を実施｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

雨天中止 ・東京2020大会で実施

される競技を中心にｽ

ﾎﾟー ﾂ体験とﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ

によるﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ実演

を実施 

→ ・内容を刷新し「ﾌｧﾐﾘｰｽ

ﾎﾟｰﾂﾁｬﾚﾝｼﾞ」として実

施（参加者数 9,050

名） 

・各種ｽﾎﾟｰﾂ体験ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ（ﾗｸﾞﾋﾞｰ、ｱｰﾊﾞﾝｽ

ﾎﾟｰﾂ、 ﾎﾞｯﾁｬ等）やｽ

ﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄを実施 

・区立小学生が競う長

縄跳び大会を実施 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

取組名 区民ｽﾎﾟｰﾂ推進事業 

所管 地域振興部 所管課 
ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

江東区健康ｽﾎﾟｰﾂ公社 

事業内容 

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技種目(空手・BMX)に関する幼児向け教室をｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ等で実施する。 

・元ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場選手による模範演技披露、こども体操選手への技術指導、体操競技の観戦ﾎﾟｲﾝﾄ紹

介などを行う。 

・社会人向け 3 人制ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会の開催。開催時には、ﾌﾟﾛﾘｰｸﾞ選手による技術指導(ｸﾘﾆｯｸ)講

習も実施する。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

  (ｽﾎﾟー ﾂ会館) 

・空手教室(通年) 

 参加者：59 名 

(亀戸ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ) 

・ｽﾄﾗｲﾀﾞー 教室 

 参加者：127 名 

(ｽﾎﾟー ﾂ会館) 

・空手教室(通年) 

 参加者：57 名 

(亀戸ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ) 

・ｽﾄﾗｲﾀﾞー 教室 

 参加者：145 名 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 
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取組名 「障害者ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀこうとう」の開催 

所管 地域振興部 所管課 
ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

江東区健康ｽﾎﾟｰﾂ公社 

事業内容 
各種障害者ｽﾎﾟｰﾂを体験できるｺｰﾅｰを設け､障害のある方もない方も気軽にｽﾎﾟｰﾂに親しめるｲﾍﾞﾝﾄを

開催する｡東京 2020 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸでは江東区が会場となるﾎﾞｯﾁｬについては､交流大会を実施する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・ﾎﾞｯﾁｬ交流会、ﾌﾞﾗｲﾝ

ﾄﾞｻｯｶｰ、車椅子ﾊﾞｽｹ

ｯﾄﾎﾞｰﾙ等の体験ｺｰﾅｰ

を実施 

延 2,034 名参加 

・ﾎﾞｯﾁｬ交流会、車椅

子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ｳｨﾙﾁｪｱ

ﾗｸﾞﾋﾞｰ等の体験ｺｰﾅｰ

を実施 

延 1,570 名参加 

・ﾎﾞｯﾁｬ交流会、車い

すﾃﾆｽ、車いすﾊﾞｽｹ

等の体験ｺｰﾅｰを実施 

延 2,190 名参加 

 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

取組名 障害者ｽﾎﾟｰﾂの理解促進事業 

所管 地域振興部 所管課 

ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

江東区健康ｽﾎﾟｰﾂ公社 

江東ｽﾎﾟｰﾂ施設運営ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

長寿応援課 

事業内容 障害者ｽﾎﾟｰﾂの推進･理解促進のため､体験ｲﾍﾞﾝﾄや教室を実施 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・各種体験会を実施 

車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞー ﾙ 

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ 

ﾊﾟﾗﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

･障害者ｽﾎﾟー ﾂ体験会 

･なかよし学級ｽﾎﾟｰﾂ体

験会 

･障がい者ｶﾇｰ教室 

･体験しよう!障がい者ｽ

ﾎﾟｰﾂﾁｬﾚﾝｼﾞ 2016 in 

KOTO 

･健康ｽﾎﾟー ﾂ公社主催に

よる各種体験会を実

施 

･体験しよう!障がい者ｽ

ﾎﾟｰﾂﾁｬﾚﾝｼﾞ 2017 in 

KOTO 

･全国統一かけっこﾁｬﾚ

ﾝｼﾞにて､障がい者ｽﾎﾟ

ｰﾂ体験 

･塩浜福祉会館、児童

館、塩浜福祉ﾌﾟﾗｻﾞ、

大島福祉会館等でﾎﾞｯ

ﾁｬ大会及び体験会を

実施 

・健康ｽﾎﾟｰﾂ公社主催

による各種体験会を実

施 

ﾎﾞｯﾁｬ競技体験 

車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞー ﾙ 

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ 

車いすﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

･塩浜福祉会館・児童館

の共催事業でﾎﾞｯﾁｬ

大会及び体験会を実

施 

・健康ｽﾎﾟｰﾂ公社主催

による各種体験会を実

施 

ﾎﾞｯﾁｬ講習会 

車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞー ﾙ 

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ 

車いすﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

障害者ｽﾎﾟー ﾂ体験 

障害者水泳教室 

・塩浜福祉会館・児童

館でのﾎﾞｯﾁｬ大会の

実施 (8 回・延べ 260

人参加) 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

拡大防止のため中止 

・塩浜福祉会館でﾎﾞｯﾁ

ｬを使用したﾚｸﾘｴｰｼｮ

ﾝを実施（12 回） 
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取組名 ｢初級障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員｣養成講座 

所管 地域振興部 所管課 
ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

江東区健康ｽﾎﾟｰﾂ公社 

事業内容 

(公財)日本障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会が公認する資格である｢初級障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員｣の資格取得に必

要な講習会を区と健康ｽﾎﾟｰﾂ公社共催で開催し､区民や関係団体における計画的な指導員養成を行

う｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・講習会実施(H28.7) 

指導員資格取得者 

28 名 

・講習会実施(H29.7) 

指導員資格取得者 

25 名 

・講習会実施(H30.7) 

指導員資格取得者 

29 名 

・講習会実施(R1.7) 

指導員資格取得者 

22 名 

・講習会実施(R3.2) 

指導員資格取得者 

30 名 

・講習会実施(R4.2) 

指導員資格取得者 

17 名（予定） 

取組名 ｢障害者ｶﾇｰ教室｣の開催 

所管 地域振興部 所管課 
ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

江東ｽﾎﾟｰﾂ施設運営ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

事業内容 
水彩都市･江東の特色を生かした内部河川を活用した障害者ｽﾎﾟｰﾂとして､｢ｶﾇｰ振興｣を図るとともに､

普段ｽﾎﾟｰﾂをする機会が少ない障害者にｽﾎﾟｰﾂに親しむ機会を提供する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・亀戸ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰﾌﾟー ﾙ

及び旧中川にてｶﾇｰ体

験を実施 

応募者:3 名 

 

→ 

応募者：4 名 

江東区健康ｽﾎﾟー ﾂ公社

主催事業として実施 

→ 

応募者：4 名 

江東区健康ｽﾎﾟｰﾂ公社

主催事業として実施 

※旧中川での体験は悪

天候のため開催中止 

→ 

応募者：4 名 

ｽﾎﾟｰﾂ振興課に事務移

管。ｽﾎﾟｰﾂ施設運営ﾊﾟｰ

ﾄﾅｰｽﾞと共催 

→ 

応募者：4 名 

江東ｽﾎﾟー ﾂ施設運営ﾊﾟ

ｰﾄﾅｰｽﾞに事務移管し、

単独事業として実施 

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡

大防止のため中止 
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取組名 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｶﾇｰ選手輩出事業 

所管 地域振興部 所管課 ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

事業内容 

東京 2020 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸにおいて区内で実施されるｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ競技に、江東区出身選手を区と競技団

体等の連携により輩出することを目指す｡ 

区の支援は､練習場の提供､講師の派遣など 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・区内選手への練習場

の提供及び指導者の

派遣 

･2名の選手が世界大会

に出場し､うち 1 名はﾊﾟ

ﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに出場 

→ 

･2名の選手が世界大会

等に出場 

→ 

・東雲運河での練習開 

始 

･2名の選手が世界大会

等に出場 

→ 

・区出身選手が世界大

会等に出場し、東京

2020 大会の出場権を

獲得 

→ 

・区出身選手が日本ﾊﾟﾗ

ｶﾇｰ選手権大会で優

勝 

→ 

・区出身選手が東京

2020 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに出

場 

取組名 国際大会への遠征費補助 

所管 地域振興部 所管課 ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

事業内容 
区内に住所を有する障害者競技選手が､2020 年東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会において実施される種目

の日本代表選手として国際競技大会に出場する場合に要する交通費等の一部を補助する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・日本ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ委員

会加盟競技団体等へ

事業の周知・申請依頼

を行った。 

補助交付:1 名 

交付額：170 千円 

→ 

補助交付:1 名 

交付額：175 千円 

→ 

補助交付:1 名 

交付額：267 千円 

→ 

・該当者なし 

→ 

・該当者なし 

→ 

補助交付見込 1 名 
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取組名 障害者ｽﾎﾟｰﾂ国際大会の誘致促進 

所管 地域振興部 所管課 ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

事業内容 
障害者ｽﾎﾟｰﾂにおける国際大会の区内開催を誘致し、その開催に協力する。 

大会の際には、区内のこどもの見学などを行う。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・障害者ｽﾎﾟー ﾂ団体との

連絡・調整 

・「車いすﾃﾆｽ世界国別

選手権」への後援、広

報活動に協力 

 

→ 

 

→ → → → 

取組名 避難者参加促進事業 

所管 地域振興部 所管課 ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

事業内容 区内で実施される大規模なｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ(ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｹﾞｰﾑｽﾞ等)に区内避難者の参加を促す｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｹﾞー ﾑｽﾞの開催

協力 

 

 

→ → → ・避難者支援の見直し

に伴い、開催協力終了 
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取組名 被災地とのｽﾎﾟｰﾂ交流事業 

所管 地域振興部 所管課 
ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

江東区健康ｽﾎﾟｰﾂ公社 

事業内容 

(公財)東京都体育協会が実施する被災地支援事業(ｽﾎﾟｰﾂ交流事業)を活用し､江東区体育協会及び

担当競技団体が中心となって､東日本大震災の被災地のこどもたちを江東区に招待し､合同練習や交

流試合を実施する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

   ・江東区体育協会加盟

団体への事業周知 

･新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡

大防止のため中止 

･新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡

大防止のため中止 

取組名 親子で感じるﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ事業 

所管 こども未来部 所管課 保育計画課 

事業内容 
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技であるﾎﾞｯﾁｬの観戦ﾁｹｯﾄを活用し、区内保育所等（公設公営、公設民営、私立、認

定こども園及び認証保育所）に通う 5 歳の在園児及び保護者向けに観戦ﾁｹｯﾄを半額で提供する。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

   ・事業実施準備 → ・316 組の申込があった

が、無観客開催決定

に伴い事業中止 
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(2) 芸術文化の振興 

 

 

取組名 江東区文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施 

所管 地域振興部 所管課 
文化観光課 

江東区文化ｺﾐｭﾆﾃｨ財団 

事業内容 
東京 2020 大会の開催に向けて､本区独自の文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを展開し､区内で行われている多彩な文化

芸術活動を広く区内外に発信していく｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･江東区文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ基

本方針を策定 

･文化ｺﾐｭﾆﾃｨ財団文

化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施（江

東こども文化祭 2017

等 145 事業） 

･芸術文化活動への場

所提供 

・文化ｺﾐｭﾆﾃｨ財団文

化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ推進 PT を

編成 

・既存文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事

業の見直し 

・新規事業の企画 

・beyond2020 への事業

認証申請 

・平成 30 年度再編成し

た文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの推進 

 夏休みこども映画教

室、外国人による国際

交流体験、中学生高

校生俳句対決大会等 

・令和元年度再編成し

た文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの推進 

 夏休みこども映画教

室、どうぶつしょうぎで

国際交流、小名木川ﾘ

ﾊﾞー ﾂｱｰ、外国人のた

めの日本文化体験、

訪日外国人観光客ｻｰ

ﾋﾞｽ事業等 

・令和２年度に実施した

文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの再編

成を行い、東京 2020

大会の開催に合わせ、

より一層の事業充実を

図り、各事業を実施 

取組名 (公財)江東区文化ｺﾐｭﾆﾃｨ財団ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙ 

所管 地域振興部 所管課 
文化観光課 

江東区文化ｺﾐｭﾆﾃｨ財団 

事業内容 
歴史文化施設の常設展示案内等､画像を多くし､さらに見やすいﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとするとともに､ｽﾏｰﾄﾌｫ

ﾝに対応したﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにﾘﾆｭｰｱﾙを行う｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙ → → → → → 

・動画配信やｳｪﾌﾞ会議

などに対応できる環境

の整備 
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取組名 伝統工芸の展示･実演･体験の実施 

所管 地域振興部 所管課 文化観光課 

事業内容 
東京 2020 大会に向け､国内外からの観光客の増加が見込まれることから､本区の伝統文化に触れる

機会を増やすとともに､情報発信の強化を図る｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・伝統工芸の体験･実演 

｢夏休み職人の技体

験｣ 

｢受継がれる職人の技｣ 

・｢新春民俗芸能の集

い｣ 

・「民俗芸能大会」 

 

→ 

・深川江戸資料館内｢匠

の粋品処｣開設 

→ 

・豊洲水彩まつり（角乗り

参加） 

・木場の木遣公開(深川

江戸資料館) 

・伝統工芸の体験･実演 

｢夏休み職人の技体験｣ 

「江東区伝統工芸展」 

・｢新春民俗芸能の集

い｣ 

・「民俗芸能大会」 

・深川江戸資料館内｢匠

の粋品処｣開設 

・豊洲水彩まつり（角乗り 

参加） 

・伝統工芸の体験･実演 

「江東区伝統工芸展」 

・深川江戸資料館内｢匠

の粋品処｣開設 

・伝統工芸の体験･実演 

｢夏休み職人の技体験｣ 

「江東区伝統工芸展」 

・深川江戸資料館内

「匠の粋品処」の開設 

・森下文化センター内

「工匠館」の開設 

・亀戸梅屋敷職人展 
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（３）教育 

 

取組名 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育の推進 

所管 教育委員会事務局 所管課 指導室 

事業内容 

全校園において「江東区ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進計画」に基づいて、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育

を推進。各校園の取組に加え、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｾﾝﾀｰ東京と連携したｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ学習とｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ･

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝを活用した部活動応援事業を全中学校・義務教育学校において実施。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・江東区ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘ

ﾝﾋﾟｯｸ教育推進計画を

策定 

･全小学校で、ﾊﾟﾅｿﾆｯ

ｸｾﾝﾀｰ東京との連携に

よるｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟ

ｯｸ学習と区内競技場

巡りの実施 

･全中学校で、ｵﾘﾝﾋﾟｱ

ﾝ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝを部活

動に招聘し、直接指導

を受ける｢部活動☆夢

応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣の実施 

→ → 

 

・各校園に都委託金の

予算を配当 

・貸出用ﾎﾞｯﾁｬｾｯﾄを

購入し、各校園の児

童・生徒へ競技体験の

機会を提供 

・「こうとう☆花いっぱい

運動」の一環として、全

校園で花を植えたﾌﾟﾗ

ﾝﾀｰを設置 

・全校園で育成した花を

大会会場付近に配置 

 （こうとう☆花いっぱい

運動） 

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

教育を記録したﾄﾞｷｭﾒ

ﾝﾀﾘｰ DVD を作成 

・聖火ﾘﾚｰﾄｰﾁを使用した

学校間でのﾄｰﾁﾘﾚｰを

実施 

取組名 英語教育の充実 

所管 教育委員会事務局 所管課 指導室 

事業内容 

東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催に向けて、英語ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞのさらなる定着を含め、江東区の英語

教育のさらなる推進を図る。英語教育推進委員会を開催し、東京 2020 大会及びその後を見据えた英

語教育の充実の指針及び計画を策定する。児童生徒が英語環境に浸れるような授業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発

を行う。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・英語教育推進委員会

の開催 

・英語カリキュラム作成 

→ 

・英語カリキュラムを作

成し、「話す」・「聞く」活

動に重点をおいた授業

を展開 

→ 

・独自の英語教育の取

組の充実 

・区内全校で英語教育

を推進 

・こどもたちが英語でお

もてなしを行うための

教材を開発 

・有明西学園での特色

ある英語活動の展開 

→ 

・TOKYO GLOBAL 

GATEWAY (TGG)での

英語の体験活動に、区

立の全小学校 5 年生

が参加 

→ 

・独自の英語教育の取

組の充実 

・有明西学園での継続

した取組 

 

→ 

・英語ｽﾀﾝﾀﾞー ﾄﾞ指導資

料に基づいた英語教

育の実施 

・英語を活用したｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝを行う授業の実

施 

・英語指導資料の作成 
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3 持続的な発展につながるまちづくり 

(1) まちづくり 

 

 

取組名 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ会場周辺路線の無電柱化 

所管 土木部 所管課 道路課 

事業内容 
競技会場周辺路線の無電柱化を進め､国内外からの多くの来訪者のために安全で快適な歩行空間の

確保､良好な景観形成､災害に強いまちづくりを行う｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・各企業者による､整備

路線の支障物移設工

事を実施 

 支障物移設工事 

 辰巳地区：520ｍ 

 東雲・有明地区：

1,020ｍ 

 

・電線共同溝本体の設

置工事､引込連系管･

道路本復旧の設計を

実施 

 電線共同溝本体工事 

 辰巳地区：520ｍ 

 東雲・有明地区： 

580ｍ 

 

・電線共同溝本体､引込

連系管の工事を実施 

 電線共同溝本体工事 

 東雲地区：440ｍ 

電線共同溝引込連系

管工事 

辰巳地区：520ｍ 

東雲・有明地区： 

580ｍ 

・引込連系管、道路本

復旧の工事を実施 

 道路本復旧工事 

 辰巳地区：526ｍ 

東雲・有明地区： 

525ｍ 

電線共同溝引込連系

管工事 

東雲地区：440ｍ 

（令和元年度で工事終

了） 

  

取組名 会場周辺路線のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 

所管 土木部 所管課 道路課 

事業内容 
東京２０２０ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの競技会場である夢の島公園と新木場駅とを結ぶｱｸｾｼﾌﾞﾙﾙｰﾄ（案）

の視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸを、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの考え方に基づき整備する。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

   ・新木場駅前の視覚障

害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸの

修繕、設置：300m 

 （令和元年度で設置

完了） 
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取組名 ｺﾐｭﾆﾃｨｻｲｸﾙ推進事業 

所管 都市整備部 所管課 まちづくり推進課 

事業内容 

江東区ｺﾐｭﾆﾃｨｻｲｸﾙの展開ｴﾘｱを計画的に拡充していくと共に、既存展開ｴﾘｱでのﾎﾟｰﾄ増設や周辺

区との相互乗り入れも継続する。大会開催時には、会場へ向かうｴｺで利便性の高い交通手段を、区

民をはじめ、選手・大会関係者や諸外国の来訪者に提供する。さらに、観光利用等によって、まちの回

遊性向上や新たな賑わいの創出を図る。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・区中心部を中心に､ﾎﾟー

ﾄ 28 箇所の増設､自転

車 350 台の増車を実

施 

・深川北部及び城東南

部を中心に､ﾎﾟー ﾄを 19

箇所の増設､自転車

240 台の増車を実施 

・城東北部を中心にﾎﾟー ﾄ

37 箇所の増設､自転

車 267 台の増車を実

施 

・ﾎﾟー ﾄ 25 箇所の増設、

自転車 213 台の増車

を実施 

・ﾎﾟー ﾄ 10 箇所の増設、

自転車 230 台の増車

を実施 

・ﾎﾟー ﾄ 9箇所の増設を実

施 

取組名 自転車通行空間の整備 

所管 土木部 所管課 交通対策課 

事業内容 
自転車通行空間の整備を行い､区内全域で自転車通行ﾈｯﾄﾜｰｸを構築し､歩行者も自転車も安全かつ

快適に通行することができる環境を創出する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・東陽町ｴﾘｱ･北砂ｴﾘｱ

の区道(約 10km)にﾅ

ﾋﾞﾏｰｸを整備 

・交通量調査及びｱﾝｹｰ

ﾄによる整備効果の検

証 

・区内西部（約27km）に

おいて､ﾅﾋﾞﾏｰｸを整備 

・交通量調査及びｱﾝｹｰ

ﾄによる整備効果の検

証 

・区内東部・臨海部（約

21km）において、ﾅﾋﾞﾏ

ｰｸを整備 

・区内臨海部・西部（約

22km）において、ﾅﾋﾞﾏ

ｰｸを整備 

・主に区内臨海部・西部

(延長約 24km)におい

て、自転車通行空間

(ナビマーク等)の整備 

・区内全域（延長約 13

㎞）において、自転車

通行空間(ナビマーク

等)の整備 
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取組名 地下鉄 8 号線(豊洲-住吉間)の早期事業化 

所管 土木部 所管課 地下鉄 8 号線事業推進担当 

事業内容 地下鉄 8 号線(豊洲-住吉間)の早期事業化 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･東京 8 号線(豊洲-住

吉間)延伸に関する懇

談会の開催 

･東京 8 号線(豊洲-住

吉間)整備計画策定調

査の実施 

･東陽町駅周辺の交通

結節機能のあり方に関

する調査の実施 

･江東区民まつりにおい

て PR ﾌﾞー ｽを出店 

･東京 8 号線(豊洲-住

吉間)整備計画策定調

査結果の公表 

･江東区民まつりにおい

て PR ﾌﾞー ｽを出店 

･8 号線想定ﾙｰﾄ沿線施

設において､8 号線ﾊﾟﾈ

ﾙ展を実施 

･地下鉄 8 号線建設基

金への積立て 

･東京都との協議･調整 

・国土交通省の検討会

への参加 

・区民向け PR の実施

(江東区民まつり出店、

8 号線ﾊﾟﾈﾙ店の実施) 

･地下鉄 8 号線建設基

金への積立て 

・事業ｽｷｰﾑの構築及び

8 号線の実現に向けた

東京都との協議調整 

・区民向け PR の実施

(江東区民まつり出店、

8 号線ﾊﾟﾈﾙ展の実施) 

･地下鉄 8 号線建設基

金への積立て 

→ 

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染

症拡大防止のため江

東区民まつり出店は中

止 

→ 

・交通政策審議会答申

を受け、区⻑が都知事

に対し一日も早く地下

鉄 8 号線延伸の実現

に向けた事業ｽｷｰﾑを

構築するよう申入れ 

・地下鉄 8 号線延伸の

事業化を見据えた沿

線のまちづくりに関する

区民ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実施 

取組名 だれでもﾄｲﾚの整備･公衆便所への洋式ﾄｲﾚの設置 

所管 土木部 所管課 河川公園課 

事業内容 

老朽化が進んだ公衆便所の改修に合わせ､障害者､高齢者､妊婦､乳幼児を連れている親等が利用し

やすい｢だれでもﾄｲﾚ｣として整備する｡ 

東京大会までに公衆便所の和式便器を洋式化する。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・4 箇所のだれでもﾄｲﾚ

を整備 

・16 基の和式便器を洋

式化の工事を実施 

・4 箇所のだれでもﾄｲﾚ

を整備 

・16 基の和式便器を洋

式化の工事を実施 

・3 箇所のだれでもﾄｲﾚ

を整備 

・5 箇所のだれでもﾄｲﾚ

を整備 

・23 基の和式便器を洋

式化の工事を実施（和

式便所洋式化工事完

了） 

・4 箇所のだれでもﾄｲﾚ

を整備 

・運用中の全ての公衆

便所に少なくとも 1 つ

以上の洋式便所を整

備 

・6 箇所のだれでもﾄｲﾚ

を整備 
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取組名 鉄道駅ﾎｰﾑへの内方線付き点状ﾌﾞﾛｯｸ整備費用の助成 

所管 土木部 所管課 交通対策課 

事業内容 
鉄道事業者が区内鉄道駅において実施するﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進事業に係る整備費用の一部を助成すること

で､人にやさしいまちづくりの推進を図る｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・内方線付き点状ﾌﾞﾛｯ

ｸ整備費用の一部に対

し､助成金を交付 

【助成対象】 

JR 京葉線 潮見駅 

りんかい線 東京ﾃﾚﾎﾟ

ｰﾄ駅 

東武亀戸線 亀戸駅 

・区の助成対象事業な

し 

・内方線付き点状ﾌﾞﾛｯ

ｸ整備費用の一部に対

し､助成金を交付 

【助成対象】 

JR 京葉線 越中島駅 

・ﾎｰﾑﾄﾞｱ整備費用の一

部に対し､助成金を交

付 

【助成対象】 

JR 総武線 亀戸駅 

→ ・ﾎｰﾑﾄﾞｱ整備費用の一

部に対し､助成金を交

付 

【助成対象】 

りんかい線 東京ﾃﾚﾎﾟ

ｰﾄ駅 

取組名 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･小学校へのﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ出前講座 

所管 都市整備部 所管課 まちづくり推進課 

事業内容 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝに関する意識向上を図るため､ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝまちづくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等を開催する｡

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝのまちづくりﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸを区内の全小学校へ配付するとともに､小学校等への出前講

座を開催する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・成人向けﾕﾆﾊﾞー ｻﾙﾃﾞ

ｻﾞｲﾝ意識啓発ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑの検討･実施 

・冊子｢ﾕﾆﾊﾞー ｻﾙﾃﾞｻﾞｲ

ﾝ･ﾄﾗｲ!｣を作成 

・区内小学校 17 校にて

出前講座を開催 

 

･ﾕﾆﾊﾞー ｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの視

点におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

活動時のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

方法や支援方法など

を検討､ﾏﾆｭｱﾙを作

成 

･意識啓発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにつ

いて､NPO 団体を活用

した実施体制や拡充

方法を検討 

・区内小学校 23 校にて

出前講座を開催 

・豊洲・有明地区のﾕﾆ

ﾊﾞー ｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ観光ﾏｯ

ﾌﾟを作成 

･区内小学校 25 校にて

出前講座を開催 

･商店街向け UD 意識啓

発事業及び金融機関

等向け UD 出前講座を

実施 

・区民・行政協働のﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟを計 8 回開催 

・冊子「UD TRY!ｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ編」を作成 

･区内小学校 30 校にて

出前講座を開催(未実

施校にはﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸを

配布) 

・金融機関向けUD出前

講座及び商店街向け

UD 意識啓発事業を実

施 

・区民・行政協働のﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟを計 8 回開催 

・啓発冊子を作成 

･区内小学校 20 校にて

出前講座を開催(未実

施校にはﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸを

配布) 

・金融機関向け UD 出前

講座及び商店街向け

UD 意識啓発事業を実

施 

・区民・行政協働のﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟを計 8 回開催 

・区内小学校 25 校にて

出前講座を開催(未実

施校にはﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸを

配布) 

・金融機関向けUD出前

講座及び商店街向け

UD 意識啓発事業を実

施 
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(2) 環境への配慮 

 

 

取組名 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの利用･循環型社会の実現 

所管 環境清掃部 所管 温暖化対策課 

事業内容 
環境への取組みとして､ﾏｲｸﾛ水力発電施設･若洲風力発電施設を活用する。 

区庁有車に燃料電池車を導入する｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･環境学習等にﾏｲｸﾛ発

電施設を活用 

･区庁有車に燃料電池

車を導入 

→ → → → → 

取組名 都市鉱山からつくる!みんなのﾒﾀﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業への協力 

所管 環境清掃部 所管課 清掃ﾘｻｲｸﾙ課 

事業内容 

東京 2020 組織委員会が実施する、使用済み小型家電から抽出されるﾘｻｲｸﾙ金属を用いてﾒﾀﾞﾙを

作る｢都市鉱山からつくる!みんなのﾒﾀﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣に提供するために、区独自に小型家電の回収を実

施する。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 ・清掃ﾘｻｲｸﾙ課での窓

口回収､区施設でのﾎﾞ

ｯｸｽ回収､粗大ごみか

らのﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ回収を

実施 

【実績】 

窓口及びﾎﾞｯｸｽ回収 

4,637kg 

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ回収  

201,740ｋｇ 

携帯電話専用回収 

ﾎﾞｯｸｽ 15 ㎏ 

→ 

【実績】 

窓口及びﾎﾞｯｸｽ回収 

4,866kg 

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ回収 

416,820ｋｇ 

携帯電話専用回収 

ﾎﾞｯｸｽ 113 ㎏ 

 

※平成 31 年 3 月 31

日で回収終了 
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取組名 CITY IN THE GREEN 公共・民間緑化推進事業 

所管 土木部 所管課 管理課 

事業内容 

公共施設での緑化の充実等公共緑化及び区民・事業者による民間緑化を推進する。屋上や壁面を活

用した緑化など、区民・事業者への緑化指導を進めると同時に、豊洲地区において、ｺﾝﾃﾅｶﾞｰﾃﾞﾝ及び

花壇によるｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技会場周辺の緑化と、みどりの活動を自主的に行う人材の育成講

座を行う。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

･街路樹充実(1,553 本) 

･屋上･壁面緑化(2 施

設) 

･校庭芝生化(1 校) 

・道路隙間緑化(147m） 

･河川護岸緑化(190m) 

･事業者等への緑化指

導(109 件) 

･街路樹充実(753 本) 

･屋上･壁面緑化(1 施

設) 

･校庭芝生化(1 校) 

･河川護岸緑化(167m) 

･事業者等への緑化指

導（123 件） 

･街路樹充実（1,260

本） 

･屋上･壁面緑化（1 施

設） 

･校庭芝生化（3 校） 

･河川護岸緑化（182

ｍ） 

･事業者等への緑化指

導（132 件） 

・おもてなし緑化の実施 

・街路樹充実（768 本） 

・屋上・壁面緑化（1 施

設） 

・校庭芝生化（1 校） 

・道路隙間緑化（377

ｍ） 

・事業者等への緑化指

導（169 件） 

・おもてなし緑化の実施 

・屋上・壁面緑化（1 施

設） 

・事業者等への緑化指

導 

・おもてなし緑化の実施 

→ 

取組名 会場周辺路線の遮熱性舗装整備 

所管 土木部 所管課 道路課 

事業内容 東京 2020 大会開催に向け､周辺道路の遮熱性舗装を行う｡ 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

・遮熱性舗装整備の検

討 

･潮見地区 4 路線､辰巳

地区 2 路線を調査 

･潮見地区 4 路線を車

道舗装 

･潮見地区 2 路線

(192m)の遮熱性舗装

を実施 

･辰巳地区 2 路線を車

道舗装 

･有明･辰巳地区 4 路線

(1,367m)の遮熱性舗

装を実施 

･潮見･有明･辰巳地区7

路線(2,430m)の遮熱

性舗装を実施 

 （令和元年度で舗装

完了） 
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取組名 豊洲ふ頭内公園ﾐｽﾄ設備等設置事業 

所管 土木部 所管課 
河川公園課 

施設保全課 

事業内容 
観光客を含めた公園利用者を熱中症・熱射病などから守るために、ﾊﾟｰｺﾞﾗ付属の微細ﾐｽﾄ噴霧や、四

阿（あずまや）による日陰を創出する。 

取り組み実績 

今後の予定 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

   ･豊洲ふ頭内公園の、

豊洲六丁目公園、豊

洲六丁目第二公園、

豊洲ぐるり公園(先端)、

豊洲公園の 4 園に設

置 

・指定管理者による維

持・管理 

→ 


