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　変化する社会情勢を踏まえ、暮らしの安全・安
心の確保や魅力と活力のある持続可能な「わがま
ち」の実現のため、中長期的視点でめざす区の将
来像や取り組む施策の基本方針を示すものです。

令和３年度
（2021 年度）

令和 7年度
（2025 年度）

計画期間

SDGs( 持続可能な開発目標 )の達成

■　ビジョンについて

　東区において、本ビジョンに掲げた 4 つの基本
方針に基づく取組を進めることにより、2015 年に
国連サミットで採択された SDGs の目標達成に寄与
します。

■　区の現状

人口密度・高齢化率
が７区で２番目に
高い

市民一人あたりの
公園面積が７区で
最も小さい

狭あいな道路が
多い

都心への
アクセスが良い

防災・防犯・福祉・
美化活動など
地域活動が活発

有形文化財などの
歴史的資源が多い

ため池や農地など
田園風景が残る
自然環境と調和した
住宅地

区外に通勤・通学
する割合が７区で
最も高い



「まち」の主役は私たち　
みんながつながる
パートナーシップの推進

　東区のさらなる活性化には、区民が何らかの形で
地域や区の活動に関わることが必要です。
　さまざまな人・団体・機関が「主役」となって、
情報を発信・共有し、思いを語りあい、互いに理解
を深めて協力しながら、合意を形成し、未来を切り
開くことが大切です。

市民
（区民・自治会）

団体・事業者
（各種団体・企業等）

行政
（市・区等）

パートナーシップの輪
相互理解　　情報発信・共有

合意形成

自助・共助・公助

「やってもらう」を
「やってみる」に！

区民みんなが「主役」です。

区のめざす
将来像

■　「わがまち」の理念

人・世代がつながる
　　住み続けたいまち
～安全・安心、暮らしと文化～

　暮らしの基盤となる「安全・安心」をさらに充実
させ、ICT( 情報通信技術 ) の発展や社会経済情勢の
変化、自然災害や感染症対策による生活様式の変化
に対応し、地域の魅力向上と課題解決に区民と行政
がともに取り組 むことが重要です。
　10 年後を見据え、区のめざす将来像の実現に向け
て、4つの基本方針を定めます。

基本方針 2

人と人がつながり、賑わいのあるまち

基本方針 4

歴史・文化をつむぎ、育むまち

基本方針 3

水と緑と暮らしが調和するまち

基本方針 1

健やかに暮らせる、安全・安心なまち

■　めざす将来像

パートナーシップとは？

　地域とつながりたいが、どうすればいいかわからない人
がいる。つながりをつくるためにできることは？

例えば…

①地域の課題に気づく

②みんなでできる事を考える

③一緒に取り組んでみる



基本方針 1 健やかに暮らせる、安全・安心なまち 基本方針 2 人と人がつながり、賑わいのあるまち

基本方針 3 水と緑と暮らしが調和するまち 基本方針 4 歴史・文化をつむぎ、育むまち

定期的に防災・防犯
について考えている

健康増進の活動に
取り組んでいる

子どもが安心して
のびのびと遊んでいる

水と緑が豊かな
憩いの空間がある

いくつになっても、
学ぶことができる

社会に貢献しようとする
人が集まっている

地域の歴史･文化に
親しんでいる

文化・芸術にふれるなど
心豊かな時間をもっている環境負担を減らす

取組を心がけている

区民の多様な交流の場を
企画・運営している

たとえば、 　　　　こんな暮らし像！

　区民それぞれが意識を高め、自
助、共助を推進し、自治会、事業所、
学校や行政の連携を深めることが
必要です。防災や防犯について学
び、考える機会をつくります。

安全・安心

防災意識・防災力の向上
防犯灯・防犯カメラの設置促進
自転車盗・特殊詐欺被害防止の取組

健康・福祉
　心と体が健やかに暮らせる環境
の整備を推進します。相談窓口の
充実、地域や関係機関との連携な
ど、互いに支えあい、安心して暮
らせる環境を充実します。

各種検診（健診）の受診勧奨
口腔保健サポート /相談窓口の充実
健康増進活動の応援 /ネットワークの充実

子育て・教育
　悩み相談などの子育て支援を充
実します。支援活動団体や関係機
関と連携し、地域全体で子どもの
成長を見守り、豊かな心と夢を育
む教育環境を充実します。

子育て情報の提供 /ネットワークの充実
育児・虐待相談体制の充実
教育向上・健全育成 /地域愛の醸成

学びの機会
　さまざまな人々の交流機会を増
やすとともに、人材育成をサポー
トします。地域の魅力向上につな
がる新たな活動をする団体や事業
所なども応援します。

次世代の担い手育成
地域活動の参加・参画促進
生涯学習の機会の充実

魅力と活力
　行政、区民、事業所、各種団体などが連
携した取組が重要であることから、さまざ
まな人たちがふれあい、区の魅力や特性を
活かした活動を応援し、連携体制を充実し
ます。

プラットフォーム ( 地域運営組織 ) 構築 / 情報発信
市民活動支援 /多世代の参画・交流の機会創出
賑わいと憩いの場創出 /道路・公園の整備推進

自然環境と景観
　農地やため池など美しい景観を
大切にし、身近な自然環境に親し
みを持てる機会の充実に取り組み
ます。緑化活動や美化・清掃活動
を応援します。

緑化活動推進 /特色を活かした景観形成
水系ネットワーク環境向上
不法投棄撲滅 /地域美化

脱炭素
　地球環境の保全の取組を進める
ため、環境学習の普及、自転車や
公共交通の利用、エコバッグ利用
の促進など、日常生活の中ででき
る取組を推進します。

省エネ・節電の取組推進
環境負荷の少ない交通手段の促進
自転車交通マナーの向上

歴史発信
　歴史と伝統を継承していくた
め、幅広い年代の区民が歴史と伝
統を知り、地域固有の資源を共有
し、区の魅力として広く情報発信
します。

歴史的資源の保全・活用 /情報発信
地域資源の発掘・魅力再発見
安心して散策できる環境整備

文化交流
　子どもから高齢者まで幅広い年
代の方が身近に芸術や文化に親し
める場をつくり、人との交流を深
めていきます。

芸術・文化の体験・発表の機会の充実
さまざな主体との連協・協働による
優れた芸術・文化にふれあえる取組推進
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■　進行管理

■　推進体制
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　適切な進行管理を図るため、重点事業を中心
にＰＤＣＡ（計画･実行･評価･改善）サイクルを
繰り返しながら、常に改善をめざします。
　本ビジョンの進行管理にあたっては、基本方
針ごとの「めざすゴール」の達成に向けた到達
地点を区 ( 市 ) 民意識調査などを活用しながら確
認していきます。

　行政、市民、団体・事業者が将来像実現のため、
それぞれが役割を認識し、各主体と連携・協力し
て、本ビジョンに掲げた 4 つの基本方針の施策を
実行していくことが必要です。
　行政は、区民や自治会、団体・事業者などが活
発に活動できるように、情報提供・活動環境の充
実を図る支援を行い、「パートナーシップ」の活
動を拡充していきます。
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