
第
３
部　

計
画
の
内
容

第
１
部　

計
画
の
基
本
的
考
え
方

第
２
部　

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

48 墨田区基本計画

● 基本計画施策体系 ～水と歴史のハーモニー～ 

Ⅰ  「すみだ」らしさの息づ
くまちをつくる

Ⅱ  地域で快適に暮らせる
「すみだ」をつくる

Ⅲ  新しい事業が起き、人が
集まる「すみだ」をつくる

110  歴史ある文化を伝えつつ、
新たな文化を創造する

111  新たな文化の担い手を
育て、文化芸術活動を
盛んにする

112  郷土の伝統文化や文化
財を大切にし、将来に
継承する

210  多様な都市機能が調和し
たまちをつくる

211  職･住･遊が調和する計
画的な土地利用を進め
る

212 居住環境の向上を図る

310  活力ある、新たな産業の創
出を図る

311  すぐれたものづくりの
技術や技能を継承し、
発展させる

312  ニュービジネス、ベン
チャー企業など次世代
を担う産業を創出する

313  明日のすみだ企業を担
う人材を育成する

120  特色ある、多彩な魅力や
個性を発信する

121  すみだの魅力を広め、
もてなしの心でまちに
人を集める

122  特色あるすみだらしい
魅力をもった観光資源
や観光ルートをつくる

220  人々が交流できる、利便性
が高いまちをつくる

221  主要駅周辺を中心に広
域拠点を形成する

222  歩いていける範囲に多
様なサービスを提供で
きる場を形成する

320  楽しく時間を過ごせる、こ
だわりをもった商業・サー
ビス業の集積を進める

321  質の高い消費生活を提
案できる商業集積を進
める

322  地域にふさわしい特色
をもった、楽しめる商
業空間を創出する

130  水と緑を活かした、美し
い景観をつくる

131  まちなみに地域ごとの
特色を反映させる

132  水と緑に親しめ、やす
らぎが実感できる空間
をつくる

230  誰もが安全･快適に暮らし、
移動できるまちをつくる

231  誰もが移動しやすい交
通手段を確保する

232  歩行者や車いすなどを
利用している人が、安
全で快適に移動できる
空間を確保する

330  誰もが地域のなかで、生き
がいをもって働くことが
できるしくみをつくる

331  地域企業、NPOの育
成を図り、雇用・就労
を増やし、地域での活
躍の機会を創出する

332  勤労者が働きやすい環
境づくりを支援する
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人が輝く　いきいき　すみだ

Ⅳ 安心して暮らせる「すみだ」をつくる Ⅴ  区民と区が協働で 
｢すみだ」をつくる

410  災害や犯罪から身を守る、安全･
安心なまちとしくみをつくる

411  災害に強いまちをつくる

412  災害発生時の対応力を
高める

413 地域の防犯力を高める

414  安全な消費生活を支援
する

450  障害者が尊厳をもち、安心
して暮らせるしくみをつくる

451  障害者の自立生活を支
援する

452  障害者の社会参画と自
己実現を支援する

510  コミュニティの輪が広が
るやさしいまちをつくる

511  地域コミュニティを支
える人材・団体を育成
する

512  地域コミュニティを育
む場や機会を増やす

513  外国人にとっても、暮
らしやすい地域社会を
つくる420  地域で支えあいながら、いきい

きと暮らせるしくみをつくる

421  福祉に対する理解を広
め、地域活動への参加
を促進する

422  利用者のニーズにあっ
た地域福祉サービスの
質と量の向上を図る

423  生活に困った人を支
え、自立を促進する

460  生涯にわたり、健康に暮
らせるしくみをつくる

461  区民一人ひとりの健康
づくりを支援する

462  生活衛生の安全を確保
する

463  適切な保健医療体制づ
くりを進める

520  生涯学習・スポーツ活動の
輪が広がるまちをつくる

521  区民の生涯にわたる学
習活動を盛んにする

522  区民による生涯スポー
ツの取り組みを支援する

430 安心して子育てができる
しくみをつくる

431  すべての子育て家庭
が、必要な子育て支援
サービスを利用できる
体制をつくる

432  子育てと仕事が両立で
きるしくみをつくる

433  地域のなかで子どもの
健全な子育て、子育ち
ができる環境をつくる

470  豊かな人間性をもった子どもたち
が健やかに育つしくみをつくる

471  子どもの健康な心とか
らだを育む

472  確かな学力の向上を図
る

473  魅力ある学校環境をつ
くる

474  地域と家庭の教育力の
向上を支援する

540  多様な公共の担い手が協
働できるしくみをつくる

541  開かれた区政をめざし
積極的な情報提供を行
い、区民、地域、NPO、
企業と情報を共有する

542  区民の区政参画と公共
サービスにおける協働
を進める

543  公正で効率的な行財政
運営を進める

440  高齢者が尊厳をもち、安心
して暮らせるしくみをつくる

441  元気で生きがいに満ち
た高齢期を創造する

442  高齢者が自立して生活
できるよう支援する

443  高齢者が地域で暮らし続
けるための環境をつくる

480  地球にやさしい、環境への負荷
の少ないまちとしくみをつくる

481  環境の共創を実践する

482  環境の保全や改善につ
とめる

483  ごみの排出を抑制し、
再資源化を進める

530  平和を希求し、人権を尊
重するまちをつくる

531  人権教育・啓発を進める

532  男女共同参画社会を実
践する

533  国際理解を進め、平和
意識を高める


