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新 基 本 計 画 の 策 定 につ いて

1 計 画策定の目的

本区は、基本構想 (平成 2年 策定)に 掲げる区のあるべき将来像 「水 と緑

ゆたかな心ふれあ う住みよいまち」を実現するため、平成 3年 度、平成 9年

度、平成 17年度の 3回 にわた り基本計画を策定 し、様々な施策の推進に努め

てきました。

現基本計画は、平成 18年度から平成 27年 度までの 10年 間を計画期間とし

ていますが、「夢 と誇 りあるふるさと葛飾」の実現に向け、めざすべき区の将

来像を描 くとともに、新たな施策の展開を図 り、時代に即応 した戦略的かつ

計画的な区政運営を進めていくため、平成 25年 度を初年度 とする新基本計画

(平成 25年 度～平成 34年度)の 策定に着手 します。

2 計 画策定の視点 (案)

(1)社 会経済状況の変化等への対応

90年 代初頭のバブル経済崩壊から約 20年 、日本経済は低迷を続けていま

す。現時点では、 リーマンションクに端を発 した世界的な金融危機による

経済の急減速からの回復途上にあるとされていますが、失業率は依然 とし

て高水準にあ ります。また、海外経済の下振れ懸念や為替 レー トの変動な

どにより、国内景気は今後下振れするリスクもあります。
一方、本区の人 口推計は、緩やかな増加傾向が続 くと推計 されてお りま

すが、現時点においては、平成 35年 以降は減少に向か うことが予測 されて

います。 こうした現状を踏まえるとともに、今後のさらなる変化を見通 し

た長期的な視点に立った新基本計画を策定 します。

(2)夢 と誇 りあるふるさと葛飾の実現

「区民第
一

」「現場第
一

」「行政のスピー ドアップ」を区政運営の基本姿

勢 とし、子 どもか ら高齢者まですべての世代の区民が、夢 と誇 りを持って

くらせる住みよいまち 「夢 と誇 りあるふるさと葛飾」の実現を目指 します。

(3)区 民 との協働 (パー トナーシップ)に よる計画の推進

区民 と職員が英知を出し合い、協働でまちづ くりを推進 してい くため、

(仮称)基 本計画策定委員会の設置やパブ リックコメン トなど、計画の策

定段階か ら多 くの区民の声を聴取す る機会を確保 します。また、新基本計

画に掲げる各種施策の実施にあっては、区民 との協働 に視点を置き、事業

を推進 します。



3 計 画策定の体制 (案)

(1)「 (仮称)基 本計画策定委員会」の設置

関係団体代表者、公募区民、学識経験者、区の職員などからなる 「(仮称)

基本計画策定委員会」を設置 します。

(2)「 (仮称)基 本計画庁内検討会」の設置

庁内に 「(仮称)基 本計画庁内検討会」を設置 し、審議 ・検討を進めます。

また、必要に応 じて、幹事会や作業部会を設置 します。

(3)区 民の多様な意見の聴取

区民などと協働 してまちづ くりを進めるため、以下の機会を捉えて、区

民の意見を広 く聴取 します。

(ア)関 係団体代表者や公募区民による (仮称)基 本計画策定委員会の設置

(イ)区 民と区長 との意見交換会

(ウ)子 ども区議会

(工)政 策 ・施策マーケティング調査

(オ)世 論調査

(力)パ ブ リックコメン ト

4 策 定スケジュール (予定)

平成 23年 7月 (仮称)基 本計画庁内検討会の設置

平成 23年 9月  基 本計画策定方針の決定

平成 23年 10月 (仮称)基 本計画策定委員会の設置

平成 24年 7月  パ ブ リックコメン ト

平成 24年 8月  素 案のとりまとめ 。公表

平成 24年 10月  新 基本計画策定

平成 25年 3月  前 期実施計画策定

平成 25年 4月  新 基本計画 ・前期実施計画開始

(参考)

現基本計画の 「元気満 10プ ロジェク ト」の状況

別添のとお り



別  添

現基本計画の 「元気満10プ ロジェクト」の状況

(1)リ ーディングプロジェクト

名 称 現 状

大学の誘致構想
平成 25年 4月

東京理科大学開学予定

文化 とスポーツのまち構想

平成 20年 9月

こやのエンジョイくらぶ設立

平成 22年 3月

オール水元スポーツクラブ設立

平成 22年度～平成 24年 度

かつ しかオ リジナル作品公募事業実施

花の達人のお花畑

平成 20年 4月 ～地元育成 ・管理

水元さくら堤あじさいの育成 ・管理

平成 22年 6月 ～地元育成 ・管理

柴又川甚通 リプランター草花の育成 ・

管理

平成 23年 4月 ～地元育成 ・管理予定

江戸川堤防芝桜の育成 ・管理
コミュニティー ・ビジネスの創出 平成 22年度

地域ブラン ド開発 (両さんグッズ)製

作 ・販売事業実施

フィットネス・パーク構想
平成 27年  新 体育館オープン予定

平成 28年  グ ラン ドオープン予定

(2)大 規模プロジェク ト

名  称 現  状

保健所の建替えと子 ども総合センター

の建設

平成 23年 7月

開設予定

新宿六丁 目地区の街づ くり
平成 25年 4月

公園開園予定

新中央図書館 と立石図書館の建替え

平成 21年 10月

新中央図書館開設

平成 23年 6月

立石図書館 開設予定

水辺の整備
平成 22年 7月

中川左岸テラス開園

チャレンジ教室と小中一
貫教育

学習チャレンジ教室 :全校実施済み

平成 23年 4月

新小岩学園開校予定




