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１ 計画の目的・位置付け

２ 計画の性格

３ 計画の期間

４ 計画体系図 ６
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６ 財政計画

 
第２章 分野別計画
計画書の見方

 
Ⅰ 理念分野 
政策 人権・多様性・平和

施策１ 人権や多様性が尊重され、全ての人が自分らしく暮らせるまちをつくります

施策２ ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちをつくります

施策３
互いの国の文化や習慣を理解し、外国人区民、日本人区民が共生する

国際性豊かなまちをつくります

施策４ 世界平和を願い、核兵器廃絶を望むようにします

 
Ⅱ 健康・福祉分野 
政策 健康

施策１ 区民の健康づくりを支援し、健康寿命を延ばします

施策２ 心の健康づくりと、精神疾患・障害への支援を充実させます

施策３ 区民自らが健康管理し、生活習慣病を予防できるようにします

政策 医療

施策１ 地域の医療環境を充実させ、質の高い医療サービスを確保します

施策２
医療と介護の連携を深め、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように
します

政策 衛生

施策１ 感染症の予防と感染拡大を防ぎます

施策２ 食品の安全・安心に向けた衛生管理を推進します

施策３ 衛生的で快適な環境を整えます
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政策 地域福祉・低所得者支援

施策１ 支援が必要な区民を地域で支え合う仕組みをつくります

施策２ 福祉サービスを安心して利用できるようにします

施策３ 生活に困窮する区民の生活を支援し、自立した生活を送れるようにします

政策 高齢者支援

施策１ 高齢者の就労や自主的な活動を支援し、社会参加を促進します

施策２ 高齢者の介護予防活動への支援を充実させます

施策３ 高齢者が必要な介護や自立支援を受け、安心して生活できるようにします

政策 障害者支援

施策１ 障害のある方が自らの可能性を発揮し、自分らしく暮らせるように支援します

施策２ 障害のある方がいきいきと働き続けられるように支援します

施策３ 発達が心配される児童一人一人の発達を支援します

 
Ⅲ 子ども・教育分野 
政策 子ども・家庭支援

施策１ 安心して妊娠・出産・育児ができるよう、親と子の心身の健康を支えます

施策２ 子育て中の家庭を支援し、安心して子どもを育てられるようにします

施策３ 仕事と子育てを両立しやすい環境を整えます

施策４ 子どもたちが放課後等を安全・安心に過ごせるようにします

施策５ 子どもの権利・利益を守り、若者の社会的な自立を支援します

政策 学校教育

施策１ 学力・体力の向上を図り、子どもたちの生きる力を育みます

施策２
一人一人を大切にする教育を推進し、全ての子どもが楽しく充実した学校生活
を送れるようにします

施策３ いきいきと学校生活が送れるよう、教育環境を整えます

政策 地域教育

施策１
学校・家庭・地域の連携により、青少年の健全育成を図るとともに、豊かな教育
環境をつくります

施策２ 家庭教育を支援し、親子が共に学び育ち合えるようにします

政策 生涯学習

施策１ 多様な学びと交流の機会を整え、自主的な学習活動を支援します

施策２ 誰もが快適に図書サービスを利用できる環境を整備します

政策 スポーツ

施策１ 区民誰もが多様なスポーツに親しみ、健やかに暮らせる環境をつくります

施策２ 区民誰もが安全・快適にスポーツに親しめる環境を整備します
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Ⅳ 街づくり・環境・産業分野 
政策 地域街づくり

施策１ 計画的な土地利用を図り、区民主体のまちづくりを推進します

施策２ 駅周辺を、住み、働き、憩う、にぎわいのある拠点とします

施策３ 地域特性や地域の実情を活かした街づくりを進めます

施策４ 良好な住環境を整え、住生活の安定と向上を図ります

政策 防災･生活安全

施策１ 災害に強く、安全で、安心して生活できる街をつくります

施策２ 災害に対し的確な対応と迅速な復旧ができる体制をつくります

施策３ 災害発生時に地域で救援・応急活動を迅速に行えるようにします

施策４ 犯罪や事故から身を守り、安全で、安心して暮らせるまちにします

施策５ 賢い消費者として正しい知識を身につけ、安心して生活できるようにします

政策 交通

施策１ 誰もが安全かつ快適に通行できるよう、道路交通網の充実を図ります

施策２
自転車の安全かつ快適な活用を図るとともに、歩行者・自転車の安全を確
保し、交通事故を減らします

施策３
区内を移動するあらゆる人にとって、分かりやすく・利用しやすい公共交通を
実現します

政策 公園・水辺

施策１ 多くの区民が集い、憩い、活動できる公園を整備します

施策２
河川を活かした快適な空間を整備し、多くの区民が水辺に親しめるようにし
ます

政策 環境

施策１
省エネ行動や再生可能エネルギー利用を促進し、地球温暖化対策を進めま
す

施策２ 緑と花でいっぱいの美しい都市環境をつくります

施策３ 豊かな自然を守り、生物多様性の保全に努めます

施策４ 良好な生活環境が保たれ、快適に住み続けられるようにします

施策５
持続可能な資源循環型地域社会の形成を促進し、環境への負荷を低減さ
せます

施策６ ごみのない、きれいで清潔なまちにします

政策 産業

施策１
新たな技術や事業の創出を支援するとともに、区内産業の魅力を広くアピ
ールして、産業を活性化します

施策２ 区内の事業所が安定的に経営できるようにします

施策３
農地とふれあう環境づくりや農地所有者の支援を行い、都市農地の保全を
図ります

施策４ 区民のキャリアアップと就労を支援します
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政策 観光・文化

施策１ 本区ならではの観光資源を活かしたにぎわいのあるまちにします

施策２ 地域ならではのイベントにひかれ、多くの人でにぎわうようにします

施策３
身近な地域で観る・聴く・参加することのできる文化・芸術活動を展開し、葛
飾らしい地域文化を育みます

政策 地域活動

施策１ 地域団体や地域貢献活動団体の活動が積極的に行われるようにします

施策２ 利用しやすい地域活動の場を提供します
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