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江東区長期計画の全文は
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9その他長期計画以外に対する意見

1

2．未来を担うこどもを育むまち

1．水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

401

59

45

1155．住みよさを実感できる世界に誇れるまち

16計画の実現に向けて

56長期計画全体に対する意見

403．区民の力で築く元気に輝くまち

604．ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

○きめ細かな児童相談支援体制の構築に向けた、子ども家庭支
援センターの整備・機能強化

○小・中学校の学習内容やICT環境など教育環境の充実 など

○人でにぎわう魅力的な公園・水辺の整備
○脱炭素化に向けた、幅広い世代への環境教育・啓発 など

概要

○町会・自治会などの多様な地域活動への参加と、世代・地域
を超えた住民相互の交流の促進

○区内中小企業の経営カ・競争力強化 など

地域の活力を生み出す
まちづくり

未来を創るこどもを育む
まちづくり

○高齢者自身の知識・経験を活かし、活躍できる環境整備
○高齢者施設・障害者施設の整備 など

高齢者など誰もが
支えあう社会づくり

臨海部のまちづくり

○拠点避難所を核とした災害時の体制強化と、災害情報の伝達
手段の強化

○木造住宅密集地域の不燃化 など
防災都市江東戦略

水彩・環境都市づくり

○国内外への本区の魅力の積極的・戦略的発信
○スポーツ実施率の向上による健康寿命の延伸 など

オリンピック・パラリンピ
ックレガシーの継承

重点プロジェクト

○東京都との連携によるスポーツ、観光・MICE等によるにぎ
わいの創出

○豊洲市場のPRとにぎわい創出 など

犯罪のないまちづくり

表2 施策の体系

27

開かれた区政と区民の参画・協働の実現実現1

計画の実現に向けて 効率的な区政運営と職員の育成

1．水と緑豊かな
地球環境に
やさしいまち

実現2

施策の大綱

便利で安全な道路・交通ネットワークの整備24

災害に強い都市の形成25

地域防災力の強化26

実現3

2

1

施策

自主・自律的な区政運営の推進

地球温暖化対策と環境保全

みどりの中の都市｢CITY IN THE GREEN｣の実現

高齢者支援と活躍の推進19

障害者支援と共生社会の実現20

地域福祉と生活支援の充実21

計画的なまちづくりの推進22

5．住みよさを
実感できる世界に
誇れるまち

良好な住宅の形成と住環境の向上23

13

スポーツを楽しめる環境の充実14

文化・歴史の継承と観光振興15

切れ目のない支援による母子保健の充実16

4．ともに支えあい、
健康に生き生きと
暮らせるまち

健康づくりの推進と保健・医療体制の充実17

感染症対策と生活衛生の確保18

こどもが安全に過ごせる居場所・環境づくり8

次代を担う青少年の健全育成の推進9

魅力的で活力ある区内産業・商店街の形成10

3．区民の力で築く
元気に輝くまち

人・地域をつなぐ地域コミュニティの活性化11

多様性を認め合う(ダイバーシティ)社会の実現12

生涯にわたり学習できる環境の充実

持続可能な資源循環型地域社会の形成3

良質で多様な保育サービスの充実4

2．未来を担う
こどもを育むまち

みんなで取り組む子育て家庭への支援5

一人一人に向き合う学校教育の充実6

多様なニーズに応じた教育環境の充実7

目標値
(6年度)

自分は健康だと思う区民の割合

表3 施策実現に関する指標の一部

％

85

水辺と緑に満足している区民の割合

％

76.4

区内の移動環境に対する区民の満足度

％

単位

身近に生活の相談をすることができる人がいる
区民の割合

施策実現に関する指標

％週1回以上スポーツ・運動を行う区民の割合

8074.2％
江東区は魅力的な文化観光資源があると思う区
民の割合

7367.7

59.5

74.4

現状値
(元年度)

％

66

80

人保育所待機児童数

107
105

小6 105.2
中3 102.2

―
全国学力調査で都平均を100としたときの区の
数値

9287.1％江東きっずクラブ利用児童の満足度

6045.9％
区内の企業やお店が元気に活動していると思う
区民の割合

6545.1

3530.1％
災害に強いまちづくりが進んでいると思う区民
の割合

2,5433,3601000t-CO2区内の年間二酸化炭素排出量

051

重要課題・重点プロジェクト

・27の施策

新長期計画では、計画期間を令和

2年度〜11年度の10か年とし、2〜6

年度を前期、7〜11年度を後期とし

ています。

計画の視点として従来の｢協働｣に

加え、｢SDGs｣、｢ICTの利活用｣の視

点を取り入れました。また、まちづ

くりに大きな影響を及ぼす重要課題

に｢地下鉄8号線の延伸｣を掲げたほ

か、重点的かつ重層的に取り組むべ

き課題について｢水彩・環境都市づ

くり｣や｢防災都市江東戦略｣など7つ

の重点プロジェクトを掲げています

(表1)。

分野別計画では、従来の計画を整

理統合し、27の施策について、今後

の取り組みの方向性、目指す姿を定

めました。また、各施策の進捗状況

を測るための｢指標｣を設定し、令和

6年度における目標値を掲げました。

計画人口

この計画における令和6年の人口

は、概ね55万人、目標年次である令

和11年の人口は、概ね57万人と推計

しました。

財政計画

本区の人口増加や主要経済指標等

に基づき、前期5か年で見込まれる

歳入・歳出全体の財政規模を推計し

ました。

施設整備・改修計画

財政状況を十分勘案のうえ、近年

の人口増加に対応する新たな施設の

整備や、老朽化した既存施設の改修

等を適切に実施していきます。

長期計画の視点

1．協働
区民、市民団体、事業者等と区が

ともに地域課題の解決に取り組む

｢協働｣を積極的に推進します。

2．SDGs(持続可能な開発目標)を
踏まえた取り組み
SDGsを念頭にあらゆる施策を推

進します。

3．ICTの利活用
AIやRPAなどICTの利活用により、

区民にとって便利で質の高い行政サ

ービスの提供と効率的な行政運営を

推進します。

分野別計画

(27の基本的な取り組み)

区の施策を5つの大綱、27の施策

に分け(表2)、施策ごとに｢目指す姿｣、

｢指標｣(表3)、｢現状と課題｣、｢取組

方針｣を定めました。

主要事業

各施策において、｢保育園の整備｣

や｢認知症高齢者グループホームの

整備｣など、重点的に取り組むべき

主要事業を74事業選定し、令和6年

度までの予定と事業費を示していま

す。

令和元年7月に行った長期計画(分

野別計画)〈素案〉のパブリックコメ

ントに多くのご意見をいただきあり

がとうございました。263人の方か

ら401件の意見が寄せられました。

意見と区の考え方(抜粋)

○環境と区民の健康のために歩きた

ばこを厳しく取り締まってほしい。

[区の考え]
歩きたばこは、条例により区内全

域で禁止されています。指導員によ

る条例違反者への指導を重ね、併せ

て各種キャンペーンの実施など様々

な機会を捉えて、喫煙者のマナー向

上に努めてまいります。

○待機児童解消に最優先で取り組ん

でほしい。

[区の考え]
地域ごと及び年齢ごとの保育需要

を見込み、様々な手法を用いて保育

所整備を進め、待機児童の早期解消

を図ってまいります。

○地下鉄8号線の早期実現に加え、

コミュニティバスを運行してほし

い。

[区の考え]
地下鉄8号線の早期実現に全力で

取り組むとともに、社会情勢の変化

や区民ニーズに応じ、区内の交通ネ

ットワークの充実を検討してまいり

ます。

計画の基本的な考え方

1．計画の目的
長期計画を着実に推進し、未来の

江東区づくりに向けた堅固な財政基

盤を築きます。

・透明、公正な行財政運営の実現

・効率的な行財政運営と組織体制の

確立・人材の育成

・安定的な財政基盤の確立

2．計画の位置づけ
長期計画を実現するための財政運

営や、組織・職員体制など施策の実

行力を保証するための、区政運営管

理の取り組みです。

区ホームページ等で全文を公開

分野別計画〈素案〉パブリックコメ

ントに寄せられた意見と区の考え方

・行財政改革計画の全文は、各図書

館、こうとう情報ステーション(区

役所2階)、区ホームページで閲覧で

きます。ぜひご覧ください。

▢問 企画課企画担当

☎3647-9168、℻3699-8771

概要

表1 重要課題・重点プロジェクト

地下鉄8号線の延伸

重要課題

〇区の南北を結ぶ交通網の利便性を高め、江東区の新たなまち
づくりを進めるために、｢地下鉄8号線(有楽町線)の延伸｣の
早期実現を目指します。




