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計画のあゆみ1

昭和41年 「特別区行政施設建設5か年計画」（41～45年）策定
昭和44年 地方自治法の改正により、市町村（特別区除く）に基本構想の策定が義務づけられる。
昭和44年 大田区長期基本計画審議会設置
昭和45年 大田区長期基本計画審議会答申
昭和46年 「大田区3か年計画」（46～48年度）策定
昭和50年 昭和49年の地方自治法の改正により、特別区も基本構想の策定が義務づけられる。
昭和51年 「大田区長期計画の考え方」作成
昭和53年 「大田区実施計画」（53～55年度）策定
昭和56年 「大田区実施計画」（56～58年度）策定
昭和56年7月 大田区長期基本計画審議会設置
昭和57年7月 大田区長期基本計画審議会答申
昭和57年12月 「大田区基本構想」議決
昭和58年3月 「大田区長期基本計画」策定
昭和59年3月 「大田区実施計画」（59～60年度）策定
昭和61年3月 「大田区課題別個別計画」（61～70年度）策定

〃 「大田区実施計画」（61～63年度）策定
昭和63年12月 大田区長期基本計画審議会設置
平成元年5月 大田区長期基本計画審議会答申
平成元年9月 「大田区長期基本計画（第1次改訂）」策定

〃 「大田区課題別個別計画（第1次改訂）」（元～7年度）策定
〃 「大田区実施計画」（元～3年度）策定

平成4年2月 「大田区実施計画」（4～6年度）策定
平成7年3月 「大田区課題別個別計画（第1次改訂）」（7～12年度）策定

〃 「大田区実施計画」（7～9年度）策定
平成10年3月 「大田区実施計画」（10～12年度）策定
平成11年9月 大田区長期基本計画審議会設置
平成12年10月 大田区長期基本計画審議会答申
平成13年3月 「大田区長期基本計画（おおたプラン2015）」（13～27年度）策定

〃 「大田区実施計画」（13～15年度）策定
平成15年9月 「大田区緊急プロジェクト2003～2006　おおた『はばたき』プログラム」策定
平成16年3月 「大田区実施計画」（16～18年度）策定
平成19年3月 「大田区実施計画」（19～21年度）策定
平成19年7月 「大田区緊急2か年計画」（19～20年度）策定
平成19年9月 大田区基本構想審議会設置
平成20年3月 大田区基本構想審議会答申
平成20年10月 「大田区基本構想」（20～40年）議決
平成21年3月 「大田区10か年基本計画　おおた未来プラン10年」（21～30年度）策定

平成24年3月
基本構想を議決事項と定めた地方自治法第2条第4項の規定が廃止されたことに伴い、地方自治法
第96条第2項の規定に基づき「大田区基本構想の策定及び改廃」を議決対象と定める条例が制定
された。

平成24年5月 「大田区10か年基本計画　おおた未来プラン10年《修正版》」（23～25年度）策定
平成26年3月 「大田区10か年基本計画　おおた未来プラン10年（後期）」（26～30年度）策定
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（1）策定体制
　区は、未来プラン（後期）策定のための庁内組織として庁内検討委員会を平成24年11月に設置し、検

討に入りました。

　平成25年4月には、未来プランの検証

も含め、大田区基本構想審議会の委員を

中心に、新しい区民公募委員を2名選定

の上、「おおた未来プラン（後期）策定懇

談会」を設置しました。4月、7月、11

月と懇談会を3回開催する中で、様々な

立場から多様なご意見をいただき、未来

プラン（後期）に反映してきました。

（2）おおた未来プラン（後期）策定懇談会委員名簿

未来プラン（後期）策定の経過2

策定懇談会の様子（平成25年4月25日）

《委員は五十音順、敬称略》
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氏  名 区  分
会長 青山 佾 学識経験者
会長代理 中井 検裕 学識経験者
委員 伊藤 正次 学識経験者
委員 岡元 由美 区議会議員
委員 奥田 和子 区民公募
委員 奥田 義雄 区民公募
委員 加藤 芳夫 区民公募
委員 岸田 哲治 区議会議員
委員 熊倉 まえ子 区民公募
委員 幸田 昭一（～平成25年6月30日まで 副区長就任に伴う） 学識経験者
委員 佐藤 ちず子 学識経験者
委員 竹山 恵誠 公共的団体
委員 田中 常雅 公共的団体
委員 千原 ひろ子 区民公募
委員 鳴嶋 享郎 公共的団体
委員 福井 亮二 区議会議員
委員 舟久保 利明 公共的団体
委員 星野 敏 区民公募
委員 宮澤 勇 公共的団体
委員 森 愛 区議会議員
顧問 高瀬 三徳 区議会議長
顧問 松本 洋之 （～平成25年5月23日まで 副議長改選に伴う） 区議会副議長
顧問 丸山 かよ （平成25年5月24日から副議長就任に伴う） 区議会副議長
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（3）策定経過

2 未来プラン（後期）策定の経過

平成24年11月

平成25年4月

おおた未来プラン10年（後期）策定

区民アンケート
実施
平成25年
4月26日～
　　5月20日

パブリック
コメント実施
平成25年
12月25日～
平成26年
　　1月17日

区民説明会開催
平成26年
　　1月8日・
　　1月11日

反映 反映

庁内検討委員会

おおた
未来プラン
（後期）
策定懇談会

平成25年
 4月25日
 7月11日
 11月19日
　　　　　開催

委員任期
　平成25年
　　4月25日～
　平成26年
　　　3月31日

平成26年2月

平成26年3月 報告

区民等の
ご意見

お
お
た
未
来
プ
ラ
ン
10
年（
後
期
）素
案

おおた未来プラン10年（後期）案

区　議　会

おおた未来プラン10年（後期）策定



未来プラン（後期）で取り組む主な事業一覧3
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基本目標1　生涯を健やかに安心していきいきと暮らせるまち
個別目標1-1　未来を拓き地域を担う子どもを、みんなで育むまちにします

施策の目標 事業名 ページ 部局名

1-1-1
安心して子どもを産
めるまちをつくりま
す

妊婦への支援の充実（健診・相談） 44 保健所

すこやか赤ちゃん訪問事業の推進 45 保健所

両親学級の充実 45 保健所

子どもと親の健康づくりの推進 45 保健所

ワーク・ライフ・バランスの啓発（再掲1-2-6） 45 総務部

ユニバーサルデザインに配慮した区民サービスの改善（再掲1-2-2） 45 福祉部

1-1-2
子どもを健やかに育
むまちをつくります

妊婦への支援の充実（健診・相談）（再掲1-1-1） 49 保健所

子ども医療費助成事業の推進 49 こども家庭部

子育て相談体制の拡充 50 こども家庭部

すこやか赤ちゃん訪問事業の推進（再掲1-1-1） 50 保健所

養育に不安のある乳児家庭への支援 50 こども家庭部

子どもの発達支援の充実 50 こども家庭部

私立（認可）保育園の整備 51 こども家庭部

家庭福祉員制度の充実 51 こども家庭部

認証保育所の整備 52 こども家庭部

小規模保育所等の拡充 52 こども家庭部

区立保育園の運営・拠点機能強化 53 こども家庭部

区立保育園の改築・改修の推進 53 こども家庭部

1-1-3
未来を担う子どもた
ちを育てます

基礎学力の定着 57 教育総務部

理科教育の推進 57 教育総務部

小中一貫教育の推進 57 教育総務部

ICT教育の推進 58 教育総務部

国際理解教育の推進 58 教育総務部

海外からの児童・生徒への日本語指導の充実 58 教育総務部

不登校施策の充実 59 教育総務部

体験学習・キャリア教育の推進 59 教育総務部

体力向上の推進 60 教育総務部

学校施設の改築 60 教育総務部

学校施設の緑化の推進 61 教育総務部

学校支援地域本部の充実 61 教育総務部

1-1-4
のびのびと成長する
子どもを見守ります

児童虐待防止ネットワークの強化 64 こども家庭部

養育に不安のある乳児家庭への支援（再掲1-1-2） 64 こども家庭部

学童保育及びフレンドリーおおた事業の推進 65 こども家庭部
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個別目標1-2　誰もが自分らしく、健康で生きがいをもって暮らせるまちをつくります
施策の目標 事業名 ページ 部局名

1-2-1
誰もが健康に暮らせ
るまちをつくります

自主的な健康づくり支援の推進 68 保健所

がん対策の充実 69 保健所

こころの健康づくり推進事業の充実 69 保健所

食育の推進 69 保健所

介護予防事業の充実（再掲1-3-1） 69 福祉部

地域医療連携の推進（在宅医療支援体制の強化） 70 保健所

食の安全確保 71 保健所

健康危機管理体制の強化 71 保健所

1-2-2
ユニバーサルデザイ
ンのまちづくりを進
めます

ユニバーサルデザインに配慮した区民サービスの改善 74 福祉部

誰にもわかりやすい掲示物など情報のユニバーサルデザイン化 74 計画財政部

地域力を活かしたまちづくりパートナー（UDパートナー）活動 75 福祉部

移動を円滑にするユニバーサルデザインの推進（再掲2-1-4） 75 まちづくり推進部

自転車等利用総合対策の推進（再掲2-1-2） 75 都市基盤整備部

1-2-3
障がい者が地域で安
心して暮らせるまち
をつくります

（仮称）障がい者総合サポートセンターの設置・運営・充実 78 福祉部

高齢者等の権利擁護の推進（再掲1-3-3） 78 福祉部

地域との交流の充実 79 福祉部

ユニバーサルデザインに配慮した区民サービスの改善（再掲1-2-2） 79 福祉部

就労支援の充実 80 福祉部

地域生活移行支援（グループホーム等）の充実 81 福祉部

災害時相互支援体制の整備（再掲3-1-5） 81 地域力推進部

1-2-4
生きがいと誇りを
もって暮らせるまち
をつくります

総合型地域スポーツクラブの設立・運営支援　（再掲1-2-5） 84 教育総務部

図書館を活用した学習環境の整備・展開 84 教育総務部

生涯学習センターの整備・機能の充実 85 教育総務部

生涯学習リーダーの育成 85 教育総務部

おおた地域力発見倶楽部の発行（再掲3-1-1） 85 地域力推進部

地域の歴史・文化資源の活用 85 教育総務部

1-2-5
スポーツ健康都市宣
言にふさわしい、ス
ポーツを通じて健康
で豊かに暮らせるま
ちをつくります

東京オリンピック・パラリンピック関連事業　　 88 区長政策室
教育総務部

自主的な健康づくり支援の推進（再掲1-2-1） 89 保健所

総合型地域スポーツクラブの設立・運営支援 89 教育総務部

スポーツ施設の整備・充実　 89 都市基盤整備部
教育総務部

新スポーツ健康ゾーンの整備（再掲2-2-2） 89 都市基盤整備部

1-2-6
安定した暮らしと人
権を守ります

児童虐待防止ネットワークの強化（再掲1-1-4） 92 こども家庭部

高齢者等の権利擁護の推進（再掲1-3-3） 92 福祉部

ワーク・ライフ・バランスの啓発　 93 総務部

女性の就労支援（再チャレンジ等） 93 総務部

女性の活躍促進　 93 総務部

就労・自立支援事業の推進と自立支援ネットワークの構築 94 福祉部

3
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個別目標2-1　水と緑を大切にし、すべての人に安全で潤いのある暮らしを実現します
施策の目標 事業名 ページ 部局名

2-1-1
魅力と個性あふれる
都市をつくります

蒲田駅周辺のまちづくり 112 まちづくり推進部
都市基盤整備部

大森駅周辺のまちづくり 112 まちづくり推進部

身近な地域の魅力づくり 113
まちづくり推進部
都市基盤整備部
連続立体事業本部

美しいまちなみづくり 113 まちづくり推進部

区民との連携・協働の推進 114 まちづくり推進部

2-1-2
快適な交通ネット
ワークをつくります

新空港線の整備推進 118 まちづくり推進部

都市計画道路の整備 119 都市基盤整備部

自転車等利用総合対策の推進 119 都市基盤整備部

京浜急行線沿線アクセス道路・京急蒲田駅東口駅前広場等の整備 119 連続立体事業本部
都市基盤整備部

空港臨海部交通ネットワークの拡充（再掲2-2-2） 119 まちづくり推進部

2-1-3
潤いとやすらぎのあ
るまちをつくります

拠点公園・緑地の整備 122 都市基盤整備部

地域に根ざした公園・緑地の整備 123 都市基盤整備部

スポーツ施設の整備・充実（再掲1-2-5） 123 都市基盤整備部
教育総務部

多摩川ふれあいの場の整備 123 都市基盤整備部

海上公園の移管整備（再掲2-2-2） 123 都市基盤整備部

新スポーツ健康ゾーンの整備（再掲2-2-2） 123 都市基盤整備部

呑川緑道の整備（風の道のまちづくり） 124 都市基盤整備部

桜のプロムナードの整備 124 都市基盤整備部

海辺の散策路整備（再掲2-2-2） 124 都市基盤整備部

地域力を活かしたみんなのみどりづくり 125 都市基盤整備部

美しいまちなみづくり（再掲2-1-1） 125 まちづくり推進部

基本目標2　まちの魅力と産業が世界に向けて輝く都
ま ち

市

未来プラン（後期）で取り組む主な事業一覧

個別目標1-3　高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちをつくります
施策の目標 事業名 ページ 部局名

1-3-1
高齢者がいきいきと
暮らせるまちをつく
ります

高齢者の就労促進 98 福祉部

高齢者の地域活動、交流の場の確保 99 福祉部

介護予防事業の充実 99 福祉部

1-3-2
高齢者が地域で包括
的なケアを受け、安
心して暮らせるまち
をつくります

さわやかサポートを中心とした総合相談体制の強化 102 福祉部

見守り・支え合いネットワークの充実 102 福祉部

認知症高齢者への支援 102 福祉部

医療機関との連携 103 福祉部

ユニバーサルデザインに配慮した区民サービスの改善（再掲1-2-2） 103 福祉部

家族介護者への支援 103 福祉部

介護保険施設等の整備支援 103 福祉部

1-3-3
いざというときに高齢
者を支える体制をつ
くります

災害時相互支援体制の整備（再掲3-1-5） 106 地域力推進部

高齢者緊急一時保護・支援体制の整備 106 福祉部

高齢者等の権利擁護の推進 107 福祉部
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3

施策の目標 事業名 ページ 部局名

2-1-4
安全で安心して暮ら
せるまちをつくりま
す

木造密集市街地の整備促進 129 まちづくり推進部

建築物の耐震改修促進 129 まちづくり推進部

橋梁の耐震性の向上 129 都市基盤整備部

下水道の整備 130 都市基盤整備部

総合治水対策 130 まちづくり推進部
都市基盤整備部

災害時水上輸送ネットワークの向上 131 まちづくり推進部
都市基盤整備部

移動を円滑にするユニバーサルデザインの推進 131 まちづくり推進部
都市基盤整備部

誰にもわかりやすい掲示物など情報のユニバーサルデザイン化（再掲1-2-
2） 131 計画財政部

自転車等利用総合対策の推進（再掲2-1-2） 131 都市基盤整備部

都市基盤施設の維持更新 132 都市基盤整備部

生活安全の確保 132 都市基盤整備部

交通安全の推進 133 都市基盤整備部

個別目標2-2　首都空港『羽田』と臨海部が世界への扉を開く、国際交流拠点都市を創ります
施策の目標 事業名 ページ 部局名

2-2-1
世界へ羽ばたくまち
をつくります

世界と交流しにぎわう産業支援・文化交流施設の整備 136 まちづくり推進部
産業経済部

水と緑のふれあいゾーンの整備 136 まちづくり推進部

新空港線の整備推進（再掲2-1-2）　　 137 まちづくり推進部

空港臨海部交通ネットワークの拡充（再掲2-2-2) 137 まちづくり推進部

空港跡地の交通結節点機能の充実 137 まちづくり推進部

美しいまちなみづくり（再掲2-1-1） 137 まちづくり推進部

2-2-2
未来につながる空港
臨海部をつくります

空港臨海部土地利用（活用）の誘導 140 まちづくり推進部

中央防波堤埋立地の将来構想の検討 140 区長政策室

空港臨海部交通ネットワークの拡充 140 まちづくり推進部

海上公園の移管整備　 141 都市基盤整備部

新スポーツ健康ゾーンの整備 141 都市基盤整備部

海辺の散策路整備 141 都市基盤整備部

自転車等利用総合対策の推進（再掲2-1-2） 141 都市基盤整備部

2-2-3
国際都市として交流
を育みます

誰にもわかりやすい掲示物など情報のユニバーサルデザイン化（再掲1-2-
2） 144 計画財政部

多文化共生推進センター事業の充実（再掲3-1-3） 144 観光・国際都市部

訪日外国人等受入環境整備（再掲2-3-4） 144 観光・国際都市部

インバウンド誘致の推進（再掲2-3-4） 144 観光・国際都市部

18色の国際都市事業の推進 145 観光・国際都市部

全区的・持続的な国際交流の推進 145 観光・国際都市部

「国際都市おおた」の魅力と存在感を国内外に発信 145 観光・国際都市部

（仮称）「国際都市おおた大使」事業の実施 145 観光・国際都市部
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未来プラン（後期）で取り組む主な事業一覧

個別目標2-3　ものづくりから未来へ、独自の産業と都市文化を創造します
施策の目標 事業名 ページ 部局名

2-3-1
ものづくり産業を育
み、世界に発信しま
す

工場の立地・操業環境の整備 149 産業経済部

世界と交流しにぎわう産業支援・文化交流施設の整備（再掲2-2-1） 149 まちづくり推進部
産業経済部

空港臨海部土地利用（活用）の誘導（再掲2-2-2） 149 まちづくり推進部

創業支援（再掲2-3-3） 149 産業経済部

新製品・新技術開発の支援 150 産業経済部

取引拡大の支援 151 産業経済部

海外市場開拓支援 151 産業経済部
新市場開拓支援（航空・宇宙、医療・福祉、新エネルギー、環境関連分野
など） 152 産業経済部

ものづくり人材の育成 153 産業経済部

2-3-2
くらしを支えるあき
ないを熱く盛り上げ
ます

商店街景観整備事業 156 産業経済部

ふれあい商店街事業 157 産業経済部

商店街イベント・機能向上の支援 157 産業経済部

おおた商い観光展の開催 158 産業経済部
観光・国際都市部

空き店舗を活用した活性化支援 158 産業経済部

2-3-3
ビジネスがしやすい
まち大田区をつくり
ます

創業支援 162 産業経済部

ネットワーク形成支援 163 産業経済部

シティセールス・MICEの推進（再掲2-3-4） 163 観光・国際都市部

2-3-4
大田区の観光を世界
に発信します

誰にもわかりやすい掲示物など情報のユニバーサルデザイン化（再掲1-2-
2） 166 計画財政部

訪日外国人等受入環境整備 166 観光・国際都市部

大田区の産業を活かした観光事業の推進 167 観光・国際都市部
産業経済部

世界と交流しにぎわう産業支援・文化交流施設の整備（再掲2-2-1） 167 まちづくり推進部
産業経済部

地域・事業者と連携したにぎわい創出 167 観光・国際都市部

シティセールス・MICEの推進 168 観光・国際都市部

インバウンド誘致の推進 168 観光・国際都市部

おおた商い観光展の開催（再掲2-3-2） 168 産業経済部
観光・国際都市部

個別目標3-1　地域力を活かし、人に優しいまちを区民主体で実現します
施策の目標 事業名 ページ 部局名

3-1-1
地域力の土台づくり
を進めます

NPO・区民活動フォーラムの開催 174 地域力推進部

区民活動コーディネーター養成講座 174 地域力推進部

地域協働協力員の派遣 174 地域力推進部

災害ボランティアの育成・支援 175 地域力推進部

生涯学習リーダーの育成（再掲1-2-4） 175 教育総務部

区民活動情報サイトの整備・活用 175 地域力推進部

おおた地域力発見倶楽部の発行 175 地域力推進部

基本目標3　地域力と行政の連携がつくる人と地球に優しいまち
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施策の目標 事業名 ページ 部局名

3-1-2
地域力を活かした取
り組みを進めます

協働推進講師派遣事業 178 地域力推進部

地域力応援基金助成事業 178 地域力推進部

地域活性化事業への支援 178 地域力推進部

自治会・町会会館の整備助成 179 地域力推進部

自治会・町会活動への支援 179 地域力推進部

18色の特色ある地域づくりの推進 180 地域力推進部
環境清掃部

地域力推進会議・地区委員会の充実 181 地域力推進部

区民活動情報サイトの整備・活用（再掲3-1-1） 181 地域力推進部

3-1-3
誰もが暮らしやすい
地域をつくります

地域による子どもの見守りの推進 184 地域力推進部

学校支援地域本部の充実（再掲1-1-3） 184 教育総務部

見守り・支え合いネットワークの充実（再掲1-3-2） 185 福祉部

（仮称）障がい者総合サポートセンターの設置・運営・充実（再掲1-2-3） 185 福祉部

多文化共生推進プランの改定・実施 185 観光・国際都市部

多文化共生推進センター事業の充実 186 観光・国際都市部

外国人のための日本語教室の充実 186 観光・国際都市部

身近な暮らし情報の発信 186 観光・国際都市部

18色の国際都市事業の推進（再掲2-2-3） 186 観光・国際都市部

消費者支援の取り組みの充実 187 地域力推進部

3-1-4
地域文化の創造とふ
れあいづくりを進め
ます

活動・発表・創作の場の提供 190 観光・国際都市部

地域文化情報の収集・発信 190 観光・国際都市部

地域の歴史や伝統文化の継承・発信 191 観光・国際都市部

新しい地域文化活動への支援 191 観光・国際都市部

地域文化振興プランの改定 192 観光・国際都市部

3-1-5
地域力を活かし、災
害に強いまちづくり
を進めます

地域防災活動の支援 196 地域力推進部

災害時相互支援体制の整備 197 地域力推進部

学校避難所の防災活動拠点への機能拡充 197 地域力推進部

地域のつながりを築く防災訓練 197 地域力推進部

災害時における動物保護活動 197 地域力推進部

木造密集市街地の整備促進（再掲2-1-4） 198 まちづくり推進部

防災情報基盤の整備 198 地域力推進部

災害用非常食糧の確保及び備蓄物品の充実 199 地域力推進部

3-1-6
地域力を活かし、防
犯に強いまちづくり
を進めます

地域防犯活動の支援 202 地域力推進部

高齢者の犯罪被害防止対策 202 地域力推進部

消費者支援の取り組みの充実（再掲3-1-3） 203 地域力推進部

少年の非行・被害防止対策 203 地域力推進部

公共的空間の安全対策 203 地域力推進部

健康危機管理体制の強化（再掲1-2-1） 203 保健所

3
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個別目標3-2　私たち区民が、良好な環境と経済活動が両立する持続可能なまちをつくる担い手です
施策の目標 事業名 ページ 部局名

3-2-1
地球環境をみんなで
守り未来へ引き継ぎ
ます

（仮称）おおたエコプラザを拠点とした環境活動の展開 206 環境清掃部

省エネルギー型行動様式（生活様式）への転換 207 環境清掃部

再生可能エネルギーの導入拡大 207 環境清掃部

大田区地球温暖化対策地域協議会との連携 207 環境清掃部

呑川緑道の整備（風の道のまちづくり）（再掲2-1-3） 207 都市基盤整備部

3-2-2
水と緑を感じるまち
をつくります

水と緑のネットワーク 210 都市基盤整備部

河川・池の水源確保の推進 210 都市基盤整備部

呑川水質浄化対策の推進 211 都市基盤整備部

地域力を活かしたみんなのみどりづくり（再掲2-1-3） 211 都市基盤整備部

3-2-3
ごみのない循環のま
ちをつくります

ごみ減量・3R推進のPRの充実 215 環境清掃部

徹底した分別によるリサイクルの推進 215 環境清掃部

有用金属の資源化の取り組み 216 環境清掃部

個別目標3-3　区は、効率的で活力ある区政を実現し、地域との連携・協働を進めます
施策の目標 事業名 ページ 部局名

3-3-1
行政力を最大限に発
揮できる体制をつく
ります

未来プランの「めざす姿」の実現度評価 220 計画財政部

職員能力の強化 220 総務部

政策立案・調査機能の強化 221 区長政策室

政策対応力の高い執行体制の確立 221 区長政策室

大田区公共施設整備計画の推進 222 計画財政部

大田区公共施設再配置方針の策定 223 計画財政部
3-3-2
透明性が高く、区民
の多様な意見を活か
す区役所をつくりま
す

区政情報発信の充実 226 区長政策室

未来プランの「めざす姿」の実現度評価（再掲3-3-1） 226 計画財政部

区民の新たな区政参画制度の拡充 227 区長政策室

3-3-3
地域力を支える区役
所をつくります

地域力推進会議・地区委員会の充実（再掲3-1-2） 230 地域力推進部

特別出張所機能の活性化 231 地域力推進部

特別出張所の改築 231 地域力推進部

18色の特色ある地域づくりの推進（再掲3-1-2） 231 地域力推進部
環境清掃部

未来プラン（後期）で取り組む主な事業一覧
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4 モノサシ（指標）と目標値一覧4

基本目標1　生涯を健やかに安心していきいきと暮らせるまち
子育て・教育・保健・福祉領域

目標値は、以下のいずれかによって設定しています。
①既存計画などから算出、②政策上、上限値から算出、③他自治体の水準から算出、④過去のすう勢値から算出

施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成目標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

個別目標1-1　未来を拓き地域を担う子どもを、みんなで育むまちにします

1-1-1
安心して子ども
を産めるまちを
つくります

1
【新規】
妊娠11週以内に
妊娠届出をした
割合（%）

妊娠満11週以内の妊娠届出数／妊娠届出数×
100
母体保護のためには早期からの妊婦健康診査受
診が望ましいため、設定しました。

86.8%
（平成20年度） ― 91.5%

（平成23年度） 100%

2
すこやか赤ちゃ
ん訪問事業の実
施率（%）

区の保健師及び委託の助産師が家庭訪問した生
後4か月までの乳児の数／区内出生数×100
母子の健やかな育ちを支援する母子保健法（第
11・17条）と乳児の全戸訪問事業を定める児童
福祉法（第21条の10の２）で実施

61.5%
（平成19年度
新生児訪問事

業）
100% 95.6%

（平成24年度） 100%

【削除】
妊婦健診受診者
数／妊婦届出受
理数（％）

妊娠届受理数の中に、健診を1度も受けず出産
に至らない場合（流産・転出）が含まれているこ
となどから、有効な指標とは言えないため、削
除します。

91％
（平成19年度） 93% 88.7％

（平成24年度） 96%

1-1-2
子どもを健やか
に育むまちをつ
くります

3 保育所入所率
（%）

保育サービスの定員の合計／（保育サービスの
定員の合計+待機児童数）×100
保育サービス定員は参考数値です。

96.9%
（平成21.4.1）

保育サービス
定員
9,553人

（平成21.4.1）

99.5%

96.3%
（平成25.4.1）

保育サービス定員
11,322人

（平成25.4.1）

100%

4
ファミリーサ
ポート延べ利用
者数（人）

ファミリーサポートとは、育児のお手伝いをし
てくださる人（提供会員）と子どもを預けたい人
（利用会員）の会員同士の相互の援助活動を支援
する事業で、この事業を利用した1年間の延べ
人数です。

10,283人
（平成19年度） 10,500人 10,819人

（平成24年度）

12,200人
（前期プラン
の目標値は
11,000人）

5 子育て環境に対
する満足度（%）

就学前及び小学生児童の保護者を対象とした実
態調査で、「大田区における子育ての環境や支
援への満足度について当てはまる番号1つに○
をつけてください。」という設問に対し、「満足」
「まあまあ満足」と回答した人の数／調査回答総
数×100
※上記設問とは異なる設問により把握した数値
を基に算出した目標値です。

― ― 43%
（平成25年度）

50%
（前期プラン
の目標値は
90%※）

1-1-3
未来を担う子ど
もたちを育てま
す

6

大田区学習効果
測定【中3数学・
期待正答率を超
えた生徒の割
合】（%）

大田区で独自に実施している学習効果測定で、
中3数学・期待正答率を超えた生徒の数／中3
全体の数×100
期待正答率とは、学習指導要領に示された内容
について標準的な時間をかけて学んだ場合、設
問ごとに正答できることを期待した児童・生徒
の割合を示したものです。

58.3%
（平成20年度） 60.0% 60.6%

（平成25年度） 62.0%

7 不登校生徒出現
率【中学校】（%）

不登校生徒数／全生徒数×100
不登校生徒とは、連続または断続して年間30
日以上欠席した生徒のうち、不登校を理由とす
る生徒をいいます。不登校とは、何らかの心理的、
情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景に
より、児童・生徒が登校しないあるいはしたく
ともできない状況にあること（ただし、病気や
経済的な理由によるものを除く。）をいいます。

3.73%
（平成19年度） 3.43% 3.05%

（平成24年度）

2.88%
（前期プラン
の目標値は
3.23%）

8
【新規】
体力合計点【小6
男女】（点）

体力合計点とは、文部科学省が定めた8種目（80
点満点）の体力テストの得点の総計であり、体
力や運動能力を総合的に評価するものです。

男子
60.62点
女子
60.30点

（参考：平成
23年度）

―

男子
60.21点
女子
60.15点

（平成25年度）

男子
61.01点
女子
61.59点

【削除】
体力調査・50m
走【小6男女】（秒）

短距離走の記録は、体力のごく一部分を測る指
標であり、子どもの体力の高まりを総合的に評
価するために体力合計点に変更しました。

男子
（8.96秒）
女子

（9.24秒）
（平成19年度)

男子
（8.88秒）
女子

（9.19秒）

男子
（8.90秒）
女子

（9.22秒）
（平成24年度)

男子
（8.86秒）
女子

（9.14秒）
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施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

1-1-4
のびのびと成長
する子どもを見
守ります

9
児童館等ファミ
リールーム利用
者数（人）

ファミリールームとは、児童館、おおたっ子ひ
ろば及びこどもの家などで月曜日から土曜日ま
で、概ね午前9時から午後3時に、主に乳幼児
親子への情報提供と交流の場の時間として、体
操、手遊び、工作や読み聞かせなどの活動を行っ
ている事業で、この事業を利用した1年間の延
べ人数

431,000人
（平成19年度）

447,000
人

455,569人
（平成24年度） 463,000人

10
【新規】
子ども家庭支援
センターの相談
件数（件）

子ども家庭支援センターの「総合相談窓口」及び
「子育てひろば」で対応した1年間の相談件数の
合計です。「総合相談窓口」は、18歳までの子
どもや家庭の抱える問題や不安・悩みを気軽に
話せる窓口です。専門の子ども家庭相談員が相
談に応じています。また、「子育てひろば」は、
乳幼児親子が、子育ての悩みや情報の交換を行
う場所です。親が育児不安や孤立化から虐待に
向かうことがないよう相談を受け、子どもと親
に関わっています。

4,290件
（平成20年度) ― 4,628件

（平成24年度) 4,900件

【削除】
虐待相談を受理
した件数（件）

児童虐待の発生は防止すべきですが、虐待相談
の件数は早期発見などの点から必ずしも減少す
べきとは言えません。目標が二面性を有するた
め、削除します。

239件
（平成19年度) 370件 315件

（平成24年度） 330件

個別目標1-2　誰もが自分らしく、健康で生きがいをもって暮らせるまちをつくります

1-2-1
誰もが健康に暮
らせるまちをつ
くります

11
【新規】
65歳健康寿命
（歳）

65（歳）+65歳平均自立期間（年）
65歳平均自立期間とは、65歳以上の人が何ら
かの障がいのために要支援・要介護認定を受け
る年齢を平均的に表すものです。本モノサシ指
標では、障がい期間を要介護2以上とします。

男性
81.72歳
女性
84.84歳

（平成20年）

―

男性
81.68歳
女性
85.04歳

（平成23年）

男性
82.26歳
女性
85.36歳

12 特定健康診査受
診率（%）

40歳から74歳の大田区国民健康保険加入者の
うち、特定健康診査を受診した人の数／ 40歳
から74歳の大田区国民健康保険加入者数×
100

30%
（平成20年度） 38% 37%

（平成24年度）

44%
（前期プラン
の目標値は
41%）

【削除】
毎日、朝食を食
べている人の割
合（実態調査）（％）

目標値は、各世代に応じてそれぞれ設定すべき
であり、一括りに設定できる性質のものではな
いため、削除します。

81%
（平成20年度) 83% 83%

（平成24年度） 85%

1-2-2
ユニバーサルデ
ザインのまちづ
くりを進めます

13

【新規】
「ユニバーサル
デザイン」とい
う言葉を知って
いる、または聞
いたことがある
と答えた区民の
割合（%）

世論調査で、「あなたは『バリアフリー』『ユニ
バーサルデザイン』という言葉をご存知でした
か。（○はそれぞれ1つ）ユニバーサルデザイン」
という設問に対し、「定義までよく理解してい
る」「定義はなんとなく理解している」「聞いたこ
とはあるが定義がよくわからない」と回答した
人の数／調査回答総数×100

― ― 76.6%
（平成24年度） 80%

14 だれでもトイレ
の設置割合（%）

だれでもトイレの設置数／公衆トイレ設置数×
100
だれでもトイレとは、車いす利用者や乳幼児連
れの方、高齢者から小さな子どもまで誰もが利
用しやすい空間や施設、設備を備えたトイレを
いいます。公衆トイレとは、道路や公園などの
公共空間に設置された、24時間利用可能な一
定規模以上の施設をいいます。

64.9%
（平成20年度） 82.4% 82.4%

（平成25年度） 95.9%

【削除】
バリアフリーに
対する改善度評
価（実態調査）
（％）

実態調査の調査対象が障がい者のみであり、「誰
もが円滑に」という5年後のめざす姿との相関関
係が乏しいため、削除します。

50%
（平成20年度) 70%  ― 80%

1-2-3
障がい者が地域
で安心して暮ら
せるまちをつく
ります

15
障害福祉サービ
ス等利用者の満
足度（%）

現在、サービスを利用している方は答えてくだ
さい。あなた（ご本人）は、現在利用しているサー
ビスに満足していますか（○は1つ）で、満足し
ている、または、ほぼ満足していると回答した
人／当該設問回答総数×100
※心身障害児・者、精神障害者を対象とした障
害者計画・第4期障害福祉計画実態調査

60%
（平成20年度） 70% 58％

（平成25年度） 75％

16
就労支援ネット
ワークからの年
間就職者数（人）

就労支援ネットワーク（就労支援センター、ハ
ローワーク、特別支援学校、就労継続支援事業
所、地域福祉課など）を活用して新規に就労し
た人の数

50人
（平成20年度） 70人 54人

（平成24年度） 90人

モノサシ（指標）と目標値一覧
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施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

1-2-4
生きがいと誇り
をもって暮らせ
るまちをつくり
ます

17
【新規】
区民1人あたり
の図書館の貸出
冊数（冊）

図書館における一般図書、児童図書、視聴覚資
料の貸出冊数／大田区の人口

6.4点
（平成20年度） ― 8.0点

（平成24年度） 10.4点

【削除】
社会教育事業参
加者の満足度
（ 参 加 者 ア ン
ケート）（％）

参加者アンケートは、講座などの最終回に行い
ますが、途中で不参加となった人まで含めた満
足度を測れておらず、有効な数値であるとはい
えないため、削除します。

― 88% 85％
（平成24年度） 90％

【移動】
週１回以上スポー
ツ活動をしている
区民の割合（％）

スポーツに関する施策を1-2-5として新設した
ため、施策1-2-5に移動します。

36.6%
（平成20年度) 45% 41.2%

（平成25年度） 50%

【削除】
ボランティア活
動に参加してい
る区民の割合（世
論調査）（％）

学習と活動との相関関係が不明であり、5年後
のめざす姿への達成度を測る指標として適当で
はないため、削除します。

8.9％
（平成18年度) 15% 9.1％

（平成24年度) 30%

1-2-5
スポーツ健康都
市宣言にふさわ
しい、スポーツを
通じて健康で豊
かに暮らせるま
ちをつくります

18
週1回以上スポー
ツ活動をしてい
る区 民の割合
（%）

世論調査で、「あなたは、この一年間に、どれ
くらいの頻度で運動・スポーツ活動をしました
か。（なお、運動には30 分程度の散歩なども含
みます）（1つだけに○）」という設問に対し、「週
に1 回以上」と回答した人の数／調査回答総数
×100

36.6%
（平成20年度） 45% 41.2%

（平成25年度）

65%
（前期プラン
の目標値は
50%）

1-2-6
安定した暮らし
と人権を守りま
す

19

職場における男
女の地位が平等
であると答えた
区民の割合（%）
（前期プランで
は、「女性区民
の割合」という
標題でしたが、
男性も含めた
「区民の割合」に
修正しました。）

世論調査で、「次にあげる分野において、男女
の地位は平等になっていると思いますか。それ
ぞれについてお答えください。（○はそれぞれ1
つ）。【職場】」という設問に対し、「平等になっ
ている」と回答した人の数／調査回答総数×
100（男女別）

男性
16.7%
女性
10.0%

（平成16年度）

―

男性
25.2%
女性
16.9%

（平成24年度）

男性
32%
女性
22%

【削除】
暮らしやすさに
満足している区
民の割合（％）

調査の設問が、「緑の多さ」や「道路の整備」など、
主に都市基盤に関する満足度を聞いた上で、「全
体としての暮らしやすさ」を聞いており、5年後
のめざす姿との相関関係が乏しいため、削除し
ます。

77.6%
（平成20年度) 80% 73.8％

（平成24年度） 85%

個別目標1-3　高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちをつくります

1-3-1
高齢者がいきい
きと暮らせるま
ちをつくります

20

ボランティアな
ど地域や地域の
人を支える活動
に参加している
高齢者の割合
（%）

「あなたは、ボランティアなど地域や地域の人
を支える活動に参加していますか。」という設問
に対し、「参加している」と回答した要支援・要
介護を除く60歳以上の区民の数/要支援・要介
護を除く60歳以上の区民の調査回答総数×
100
※地域福祉計画実態調査

12.2％
（平成20年度） 13% 10.3%

（平成24年度） 15%

21
何らかの収入を
得る仕事をして
いる高齢者の割
合（%）

「あなたの就労形態は次のうちどれですか。（○
は主なものを１つ）」という設問に対し、「正社
員・正職員」「派遣・契約社員」「パートタイム・
アルバイト」「内職」「自営業・自由業（農業・漁
業を含む）」「家族従業者（家業の手伝い）」と回答
した要支援・要介護を除く60歳以上の区民の
数/要支援・要介護を除く60歳以上の区民の調
査回答総数×100
※地域福祉計画実態調査

39.1%
（平成20年度） 42% 39.1%

（平成24年度） 45%

22

【新規】
要介護認定を受
けていない高齢
者（65歳 以 上75
歳未満）の割合
（%）

介護保険第1号被保険者（65歳以上75歳未満に
限る）で、要支援・要介護認定を受けていない
人の数／介護保険第1号被保険者（65歳以上75
歳未満に限る）の数×100

95.79%
（平成20年度） ─ 95.35％

（平成24年度） 95.7%

【削除】
住んでいる地域
に愛着を感じて
いる高齢者の割
合（％）

区の取り組みとの相関関係が相当程度あるとは、
必ずしも認められないため、削除します。

81.6%
（平成20年度) 83% 80.6％

（平成24年度） 85%
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施策の目標 No. モノサシ（指標） 指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

個別目標2-1　水と緑を大切にし、すべての人に安全で潤いのある暮らしを実現します

2-1-1
魅力と個性あふ
れる都市をつく
ります

28
住んでいるまち
が魅力的である
と感じる区民の
割合（%）

世論調査で、「住んでいるまちが魅力的である
と感じますか。（1つだけに○）」という設問に対
し、「感じる」「やや感じる」と回答した人の数／
調査回答総数×100
※上記設問とは異なる設問により把握した数値
を基に算出した目標値です。

― ― 58.5%
（平成25年度）

64%
（前期プラン
の目標値は
60%※）

29

【新規】
区内人口の社会
増減率（平成20
年1月1日基準）
（‰）

平成20年1月1日から最新年までの社会増減数
の合計／平成20年1月1日現在の人口×1,000
社会増減数とは、大田区外へ転出した人の数と
大田区内へ転入した人の数の差をいいます。社
会増減率の符号は転入超過の場合に正（+）、転
出超過の場合に負（－）となります。

0‰
（平成20.1.1） ― 8.66‰

（平成25.1.1） 18‰

【削除】
拠点駅の年間乗
降人員数（千人）
（蒲田駅、大森
駅、羽田空港駅）

区の取り組みとの相関関係が相当程度あるとは
必ずしも認められないため、削除します。 276,711千人 291,000

千人
273,345千人
（平成23年度）

294,000千
人

基本目標2　まちの魅力と産業が世界に向けて輝く都
ま ち

市
都市基盤・空港臨海部・産業領域

モノサシ（指標）と目標値一覧

施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

1-3-2
高齢者が地域で
包括的なケアを
受け、安心して
暮らせるまちを
つくります

23

居宅サービス利
用者のうちケア
プランに満足し
ている人の割合
（%）

「あなたは、現在のケアプランに満足していま
すか。（１つに○）」という設問に対し、「とても
満足」「まあ満足」と回答した居宅サービスを利
用している介護保険第１号被保険者の数/居宅
サービスを利用している介護保険第１号被保険
者の調査回答総数×100
※高齢者等実態調査

65.9％
（平成19年度) 70% 70.0％

（平成25年度）

75%
（前期プラン
の目標値は
80%）

24
介護保険施設等
の入所定員数
（人）

特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症高
齢者グループホームの入所定員数の合計

2,160人
（平成21.4.1） 2,620人 2,646人

（平成26.2.1） 3,300人

25

【新規】
さわやかサポー
ト（地域包括支
援センター）を
知っている区民
の割合（%）

世論調査で、「以下の区の制度、施策、施設の
うち、あなたがご存知なものをすべて挙げてく
ださい。」という設問に対し、「介護保険サービ
スや高齢者の総合相談窓口である『さわやかサ
ポート（地域包括支援センター）』」と回答した人
の数／調査回答総数×100

19.1%
（平成20年度） ― 29.1%

（平成24年度） 40%

【削除】
夜間・休日電話相
談（高齢者ほっと
テレフォン）を知っ
ている区民の割合
（％）

閉庁時間のみに開設するほっとテレフォンの認
知度は、5年後のめざす姿との相関関係が乏し
いため削除します。

－ 30% 8.9％
（平成24年度） 60%

1-3-3
いざというとき
に高齢者を支え
る体制をつくり
ます

26
成年後見制度を
知っている区民
の割合（％）

世論調査で、「以下の区の制度、施策、施設の
うち、あなたがご存知なものをすべて挙げてく
ださい。」という設問に対し、「認知症、知的障
がいなどによって判断能力が不十分な人を法的
に保護･支援する『成年後見制度』」と回答した人
の数／調査回答総数×100

― 50% 27.4％
（平成24年度）

36%
（前期プラン
の目標値は
70％）

27

【新規】
災害時要援護者
である高齢者を
支援する組織が
設置されている
自治会・町会の
割合（%）

高齢者などの災害時要援護者を支援する組織が
設置されている自治会・町会の数／すべての自
治会・町会の数×100

39%
（平成20年度） ― 44%

（平成25年度） 50%

【削除】
高齢者虐待の通
報・相談窓口を
知っている区民
の割合（%）

高齢者虐待の通報・相談を受けることに特化し
た窓口はありませんが、そのような窓口がある
と誤解させるような設問であり、有効な数値で
あるとはいえないため、削除します。

― 30% 3.9%
（平成24年度） 60%
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4

施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

2-1-2
快適な交通ネッ
トワークをつく
ります

30

【新規】
区内の通勤・通
学の便に満足し
ている区民の割
合（％）

世論調査で、「あなたは、お住まいの地域の生
活環境について、どの程度満足していますか。（1
つに○）『通勤・通学の便』」という設問に対し、
「満足している」「ほぼ満足している」と回答した
人の数／調査回答総数×100

76.7%
（平成20年度) ― 75.7%

（平成24年度) 80%

31
【新規】
放置自転車台数
（台）

駅周辺（鉄道駅から概ね半径500m以内）におけ
る自転車、原動機付自転車及び自動二輪車につ
いて、各年度の10月の晴天の平日のうち任意
の一日、概ね午前11時頃の駅周辺における放
置台数等を調査し、把握した放置自転車、原動
機付自転車及び自動二輪車の台数

2.552台
（平成19年度） ― 2,436台

（平成24年度） 2,280台

【削除】
区内の交通の便
に満足している
区民の割合（％）

「通勤・通学の便」「買い物の便」「医者や病院の
便」の満足度の平均値から算出しており、必ず
しも標題を的確に表した数値であるとは言えな
いため、削除します。

73% 
（平成20年度) 76% 75%

（平成24年度） 80%

【削除】
京浜急行線交差
道路における渋
滞の長さ（m）

高架化が完了し、前提となる踏切渋滞がなく
なったため、削除します。 390m 0m 0m

（平成24年度） 0m

2-1-3
潤いとやすらぎ
のあるまちをつ
くります

32
身近な場所で水
や緑に親しめる
と思う区民の割
合（%）

世論調査で、「身近な場所で水や緑に親しめる
と感じていますか。（1つだけに○）」という設問
に対し、「感じている」「やや感じている」と回答
した人の数／調査回答総数×100

― ― 53.8%
（平成24年度） 60%

33
公園の新設、拡
張整備面積累計
（ha）

区立公園（公園・児童公園・緑地・児童遊園・
一時解放地・その他緑地）で、新設及び拡張整
備した面積の累計

0ha
（平成20年度） 5.0ha 8.16ha

（平成25年度）

13.2ha
（前期プラン
の目標値は
10ha）

2-1-4
安全で安心して
暮らせるまちを
つくります

34

【新規】
東京都防災都市
づくり推進計画
の整備地域にお
ける不燃領域率
（%）

不燃領域率は、建築物の不燃化や道路、公園な
どの空地の状況から算出する市街地の「燃えに
くさ」を表す指標です。60%以上に達すると延
焼による焼失率は0%に近づき、70%を超える
とほぼゼロとなります。東京都防災都市づくり
推進計画では、整備地域において、不燃領域率
70%をめざしています。

大森中地域
52%
羽田地域
―

西蒲田地域
52%

（平成16年度）

―

大森中地域
64%
羽田地域
45%

西蒲田地域
60%

（平成22年度）

大森中地域
70%超
羽田地域
60%超
西蒲田地域
70%超

35
【新規】
大田区内の耐震
化率（%）

耐震性を満たす建築物数（昭和57年以降の建築
物数+昭和56年以前の建築物のうち、耐震性を
満たす建築物数）／建築物総数（昭和57年以降
の建築物数+昭和56年以前の建築物数）×100

75.6%
（平成18年度） ― 79.2%

（平成21年度） 90%超

36
駅周辺のバリア
フリー化が進ん
だと感じる区民
の割合（%）

世論調査で、「駅周辺のバリアフリー化が進ん
だと感じますか。（1つだけに○）」という設問に
対し、「感じる」「やや感じる」と回答した人の数
／調査回答総数×100
※上記設問とは異なる設問により把握した数値
を基に算出した目標値です。

― ― 32.3%
（平成25年度）

40%
（前期プラン
の目標値は
65%※）

【削除】
自転車駐車場収
容台数（台）

5年後のめざす姿との相関関係が乏しいため、
削除します。 24,787台 30,000台 29,823台

（平成24年度） 31,500台

個別目標2-2　首都空港『羽田』と臨海部が世界への扉を開く、国際交流拠点都市を創ります

2-2-1
世界へ羽ばたく
まちをつくりま
す

37

【新規】
羽田空港及び空
港跡地が地域経
済の発展に貢献
すると感じる区
民の割合（%）

世論調査で、「羽田空港及び羽田空港跡地が、
地域経済の活性化に貢献すると感じますか。（1
つだけに○）」という設問に対し、「感じる」「や
や感じる」と回答した人の数／調査回答総数×
100

― ― 49%
（平成25年度） 55%

38
【新規】
羽田空港跡地第
1ゾーンの整備
進捗率（%）

まちづくり推進計画から供用開始までの以下の
5段階の進捗に応じて、進捗率として数値化し
ています。
① まちづくり推進計画策定及び関係機関調整等20%
② 基盤施設及び産業交流施設の基本計画策定20%
③ 基盤施設及び産業交流施設の基本設計20%
④ 基盤施設及び産業交流施設の実施設計20%
⑤ 基盤施設及び産業交流施設の供用開始20%

― ― 20%
（平成25年度） 80%

【削除】
空港跡地の施設
を利用したこと
のある区民の割
合（％）

空港跡地が整備されない限り、水準を測ること
ができないため、削除します。

― ― ― 30%

【削除】
天空橋駅の年間
乗降人員数（千人）

11,013千人
（平成19年度)

11,100千
人

10,311千人
（平成23年度） 14,500千人
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モノサシ（指標）と目標値一覧

施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

2-2-2
未来につながる
空港臨海部をつ
くります

39

臨海部（平和島・
昭和島・京浜島・
東海・城南島・
羽田空港）に立
地する事業所数
（社）

平和島・昭和島・京浜島・東海・城南島・羽田
空港に立地する事業所数
※参考数値は、「事業所・企業統計調査」の数値
及びそれに基づく目標値です。最新値は、経済
センサス調査の数値です。事業所・企業統計調
査は、平成21年から経済センサス調査に統合
されました。その調査対象は同じですが、調査
手法が異なっており、同一のデータとして単純
に比較することができないため、経済センサス
調査のデータを新たな指標とします。

1,622社
（平成16年）
参考数値※

1,896社
参考数値※

2,154社
（平成23年）

1,886社
（平成18年）
参考数値※

2,300社
（前期プラン
の目標値は
1,906社）

40
空港臨海部が身
近になったと感
じる区民の割合
（%）

世論調査で、「埋立地の空港臨海部では羽田空
港や港湾・物流施設、工場などが広がる中に、
大森ふるさとの浜辺公園などの公園緑地や海辺
の散策路の整備などが進められてきていますが、
あなたにとって身近なまちとなってきましたか。
（○は1つ）」という設問に対し、「身近である」「以
前と比べると身近になってきた」と回答した人
の数／調査回答総数×100

― 25% 35%
（平成24年度）

40%
（前期プラン
の目標値は
30%）

2-2-3
国際都市として
交流を育みます

41
【新規】
国際交流団体の
登録数（団体）

大田区内で国際交流活動を行う団体（国際化及
び多文化共生社会の推進に資する団体）で、区
に登録している団体の数

30団体
（平成21年度） ― 45団体

（平成24年度） 78団体

42
【新規】
大田区の外国人
延べ宿泊者数（人）

大田区内の宿泊施設に宿泊した外国人の延べ人
数

7.7万人
（平成21年度） ― 7.5万人

（平成24年度） 15万人

【削除】
国際交流が進ん
でいると感じる区
民の割合（％）

本施策は、大田区を訪れる外国人に主眼をおい
ていますが、モノサシ（指標）は在住している区
民を対象としており、5年後のめざす姿と相関
関係が乏しいため削除します。

― 30% 20%
（平成24年度） 40%

個別目標2-3　ものづくりから未来へ、独自の産業と都市文化を創造します

2-3-1
ものづくり産業
を育み、世界に
発信します

43
【新規】
製造品出荷額等
（億円）

従業者4人以上の工場の、製造品出荷額、加工
賃収入額、修理料収入額、製造工程から出たく
ず・廃物の出荷額、その他収入額の総額

7,829
億円

（平成19年）
―

4,796
億円

（平成24年）
5,000
億円

44

新製品・新技術
開発助成（実用
化・製品化助成）
を受けた企業の
うち、展示会出
展または取引に
つながった企業
の割合（%）
（前期プランでは、
「助成金活用企業
の市場開拓度
（%）」という標題
でしたが、より
適切な表現に修
正しました。）

新製品・新技術開発助成（実用化・製品化助成）
を受けた企業で、助成後3年間で展示会出展ま
たは取引につながった企業／新製品・新技術開
発助成（実用化・製品化助成）を受けた企業の数
×100
※助成を受けた企業からの状況報告は、助成し
た年度の2年後から3年間にわたり実施してい
ます。製品化助成は23年度から開始している
ため、平成26、27年度の状況報告によっては、
数値が変動する可能性があります。

― ―
66.6%

（平成23年度）
参考数値※

100%
（前期プラン
の目標値は
80%）

【削除】
付加価値率（％）

工業統計調査の全数調査が行われないこととな
り、今後、同一条件での数値の把握が不可能と
なったため、削除します。

50.9％
（平成17年) 53% 44.0%

（平成20年) 55%

2-3-2
くらしを支える
あきないを熱く
盛り上げます

45
【新規】
区内小売業の年
間商品販売額
（億円）

小売業とは、主として次の業務を行う事業所を
いいます。
①個人または家庭用消費者のために商品を販売
する事業所、②産業用使用者に少量または少額
に商品を販売する事業所、③商品を販売し、かつ、
同種商品の修理を行う事業所、④製造小売事業
所、⑤ガソリンスタンド、⑥主として無店舗販
売を行う事業所で、主として個人または家庭用
消費者に販売する事業所、⑦別経営の事業所

― ― 5,003億円
（平成23年度） 5,230億円

【削除】
商店街利用者満
足度（％）

5年後のめざす姿との相関関係が乏しいため、
削除します。 ― 70% 39.2％

（平成25年度） 80%

【削除】
商店街年間実施
イベント数（件）

5年後のめざす姿との相関関係が乏しいため、
削除します。

174件
（平成19年度) 200件 230件

（平成24年度） 225件

2-3-3
ビジネスがしや
すいまち大田区
をつくります

46
【新規】
大田区内の従業
者数（人）

従業者とは、個人業主、無給家族従業者、有給
役員、常用雇用者、常用雇用者以外の雇用者の
総数

― ― 334,046人
（平成23年） 361,000人

47
【新規】
新設事業所数
（累計）（事業所）

平成21年から区内に新設した事業所数（民営）
の累計（新設のみで、倒産等、減少分は含んで
いません。）

578
事業所

（平成21年）
―

1,764
事業所

（平成23年）
6,180
事業所
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4

施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

個別目標3-1　地域力を活かし、人に優しいまちを区民主体で実現します

3-1-1
地域力の土台づ
くりを進めます

50

「自治会・町会
の会合など地域
活動に参加した
ことがある」と
答えた区民の割
合（%）

世論調査で、「あなたは今まで、区内の地域活
動に参加したことがありますか。参加したこと
のある分野の地域活動をお答えください。（○
はいくつでも）」という設問に対し、「参加した
ことがない」と回答した人の数／調査回答総数
×100により算出した割合を100から減算

― 70% 72.3%
（平成24年度） 75%

51
大田区区民活動
情報サイト登録
数（団体）

大田区区民活動情報サイト（オーちゃんネット）
登録団体数
※参考数値は、大田区区民活動情報サイトを開
設する前の大田区区民活動団体データバンク登
録数（団体）です。

535団体
（平成19年度）
参考数値※

400団体 426団体
（平成24年度）

590団体
（前期プラン
の目標値は
500団体）

52
【新規】
大田区区民活動
情報サイトへのア
クセス件数（件）

大田区区民活動情報サイトに1年間にアクセス
された数 ― ― 24,389件

（平成24年度） 36,580件

3-1-2
地域力を活かし
た取り組みを進
めます

53

自治会・町会や団
体・NPOが、 区
の取り組みにより
他の団体等と連
携して実施した事
業数（事業）

地域力応援基金助成事業、協働講師派遣事業、
地域活性化助成事業により、助成または派遣し
た件数の合計

― 100事業 93事業
（平成24年度） 150事業

54
【新規】
自治会・町会へ
の加入率（%）

自治会・町会に加入している世帯数／区内全世
帯数×100

75.4%
（平成20年度） ― 74.6%

（平成25年度） 76%

【削除】
「『地域力』とい
う言葉を知って
いる」と答えた
区民の割合（％）

言葉を聞いたことがあるかは、基本構想に掲げ
る「地域力」に込められた考え方を理解している
ことと同じとは必ずしも言えないため、削除し
ます。

― 50% 34.3％
（平成25年度） 75%

3-1-3
誰もが暮らしや
すい地域をつく
ります

55
ボランティア活
動に参加してい
る区民の割合
（%）

実態調査で、「あなたは、ボランティアなど地
域や地域の人を支える活動に参加しています
か。」という設問に対し、「参加している」と回答
した人の数／調査回答総数×100
※上記設問とは異なる設問により把握した数値
を基に算出した目標値です。

8.9%
（平成18年度） 15% 9.1%

（平成24年度）

10%
（前期プラン
の目標値は
30%※）

56

【新規】
現在住んでいる
まちが「暮らしや
すいと感じてい
る」と回答した区
民の割合（%）

世論調査で、「現在お住まいのまちの暮らしや
すさを、どのように感じていますか」という設
問に対し、「とても暮らしやすいと感じている」
「暮らしやすいと感じている」と回答した人の数
／調査回答総数×100

76.8%
（平成19年度） 82% 81.9%

（平成25年度） 87%

【削除】
「大田区が暮ら
しやすい」と回
答した外国人の
区民の割合（％）

本施策は、すべての区民を対象としていますが、
モノサシ（指標）は外国人のみを対象としており、
5年後のめざす姿と相関関係が乏しいため削除
します。

― 80% 75%
（平成21年度） 85%

基本目標3　地域力と行政の連携がつくる人と地球に優しいまち
地域力・環境・区政体制領域

施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

2-3-4
大田区の観光を
世界に発信しま
す

48
大田観光協会
ホームページの
年間アクセス数
（万件）

大田観光協会ホームページに1年間にアクセス
された数

49.6万件
（平成19年度） 430万件 619.6万件

（平成24年度）

885万件
（前期プラン
の目標値は
450万件）

49

【新規】
区内宿泊施設の
宿泊者数（人）
（上段：延べ宿泊
者数、下段：そ
のうち外国人）

区内宿泊施設に宿泊した人の延べ人数と、その
うち外国人の延べ人数

109.5万人
7.7万人

（平成21年度）
―

115.9万人
7.5万人

（平成24年度）
130万人
15万人

【削除】
住んでいるまち
が、訪れて楽し
い地域になった
と思う区民の割
合（％）

本施策は、大田区を訪れる観光客に主眼をおい
ていますが、モノサシ（指標）は在住している区
民を対象としており、5年後のめざす姿と相関
関係が乏しいため削除します。

― 35% 18%
（平成24年度） 50%
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施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

3-1-4
地域文化の創造
とふれあいづく
りを進めます

57
大田区の主な文
化関連施設の利
用・入館者数（延
べ、万人）

大田区民プラザ、大田区民ホールアプリコ、大
田文化の森、龍子記念館、熊谷恒子記念館、山
王草堂記念館、郷土博物館、大森海苔のふるさ
と館を利用または入場した1年間の延べ人数の
合計

144万人
（平成19年度） 162万人 162万人

（平成24年度）

174万人
（前期プラン
の目標値は
164万人）

58

大田区文化祭、
文化センターま
つり、区民ギャラ
リーに出場・出品
した人数（延べ、
人）

大田区文化祭、文化センターまつり、区民ギャ
ラリーに出場・出品した1年間の延べ人数の合計
※平成20年度～24年度の数値には、文化セン
ターまつりの数値は含まれていません。

3,203人
（平成20年度）
参考数値※

4,000人
参考数値※

12,657人
（平成25年
10月）

13,600人
（前期プラン
の目標値は
4,500人）

3-1-5
地域力を活かし、
災害に強いまち
づくりを進めま
す

59

防災市民組織が
設置されている
自治会・町会の
割合（%）
（前期プランでは、
「防災市民組織助
成数（自治会・町
会）（組織）」とい
う標題でしたが、
割合に修正しま
した。）

防災市民組織を設置している自治会・町会数／
全自治会・町会数

97.6%
（平成20年度） ― 98.6%

（平成25年度） 100%

60
【新規】
学校防災活動拠
点校整備数（校）

情報機能（行政と地域の窓口として、地域の被
害情報の収集や地域への情報伝達を行う）及び
地域活動機能（情報と人が集まる拠点を中心と
し、救出救助活動、在宅避難者等の見守りを行
う）を持たせた区内小中学校等の避難所の数

― ― 20校
（平成25年度） 91校

3-1-6
地域力を活かし、
防犯に強いまち
づくりを進めま
す

61
地域安全・安心
パトロール助成
団体数（団体）

地域において、自主的な防犯パトロール活動を
実施する団体に対し、その活動費の一部を助成
した団体数の累計（平成20年度起算）
（防犯パトロール活動支援・青色回転灯購入費
支援・青パト燃料費支援）

226団体
（平成20年度） 259団体 270団体

（平成25年度）

315団体
（前期プラン
の目標値は
274団体）

62
【新規】
街頭防犯カメラ
整備数（地区、
台）

治安対策上、特に問題が多いと判断される安
全・安心まちづくり推進地区に選定された地区
のうち、防犯カメラが設置された地区数及び設
置台数

― ―
13地区
190台

（平成24年度）
30地区
600台

63
【新規】
区民安全・安心
メール登録者数
（人）

電子メールを利用して、防犯・防災・気象・地
震情報を携帯電話などにメール配信する「区民
安全・安心メールサービス」システムに登録し
ている人の数

30,499人
（平成21年度） ― 50,018人

（平成25年度） 60,000人

【削除】
「地域安全・安
心パトロールな
どの活動に参加
したことがあ
る」と回答した
区民の割合（％）

調査の設問が「今までに参加したことがありま
すか」であり、直近の成果を測る指標として適
切ではないため、削除します。

― 35% 33％
（平成24年度） 40%

個別目標3-2　私たち区民が、良好な環境と経済活動が両立する持続可能なまちをつくる担い手です

3-2-1
地球環境をみん
なで守り未来へ
引き継ぎます

64

大田区の二酸化
炭素排出量（千t
／年）
〔基準年・平成2
年度2,869千t／
年〕

区内のエネルギー消費量×二酸化炭素排出係数
（エネルギー消費量あたりの二酸化炭素排出量）

3,172千t
／年

（平成20年度）
〔平成2年度比
+10.6%〕

2,747千t
／年

〔平成2年度
比

－4.3%〕

2,935千t
／年

（平成22年度）
〔平成2年度比
+2.3%〕

2,322千t
／年

〔平成2年度
比

－19.1％〕

65

【新規】
大田区のエネル
ギー消費量（TJ
／年）
〔基準年・平成2
年度37,208TJ／
年〕

区内で消費される電力・都市ガス・LPG・灯油・
ガソリンなどのエネルギーの合計

37,506TJ／
年

（平成20年度）
〔平成2年度比
+0.8%〕

34,462TJ／
年

〔平成2年度
比

－7.4%〕

36,060TJ／年
（平成22年度）
〔平成2年度比 
－3.1%〕

31,799TJ／
年

〔平成2年度
比

－14.5％〕

66 太陽光発電設置
実績件数（件）

平成6年度から16年度までに国の導入促進事業
で補助を受け設置した件数（現状値249件）+平
成21年度以降区の太陽光発電設置助成により
設置した件数の累計

249件
（平成6～16年

度）
2,000件 1,837件

（平成24年度） 3,000件

【削除】
省エネナビ導入
世帯数（世帯）

区の助成事業が終了しているため、削除します。 126世帯
（平成19年度) 500世帯 613世帯

（平成24年度） 1,500世帯

モノサシ（指標）と目標値一覧
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施策の目標 No. モノサシ（指標） 達成指標の説明
未来プラン
策定時の
「現状」

25年度 30年度

中間目標 最新値 目標値

3-2-2
水と緑を感じる
まちをつくりま
す

67
「緑の多さに満足
している」と答え
た区民の割合
（%）

世論調査で、「あなたは、お住まいの地域の生
活環境について、どの程度満足していますか。（1
つに○）『緑の多さ』」という設問に対し、「満足
している」「ほぼ満足している」と回答した人の
数／調査回答総数×100

54.4%
（平成20年度） 60% 57.5%

（平成24年度）

63%
（前期プラン
の目標値は
65%）

68 緑被率（%） みどりの実態調査での航空写真におけるみどり
に被われた面積／区面積×100

20.3%
（平成9年度） 20.5% 20.47%

（平成21年度） 20.9%

69
呑川のBOD
（生物化学的酸
素要求量）（mg
／L）

BODとは、Biochemical Oxygen Demand の
略で、生物化学的酸素要求量です。
微生物が水中の有機物等を分解するために必要
とする酸素の量です。河川における代表的な汚
濁の指標で、この値が大きいほど水は汚れてい
ます。

島畑橋
1.1mg／L
谷築橋
1.3mg／L
旭橋

1.3mg／L
（平成20年度）

―

島畑橋
1.2mg／L
谷築橋
1.5mg／L
旭橋

2.7mg／L
（平成24年度）

環境基準
8mg／L以下

【削除】
洗足池に集う野
鳥の種類（種）

5年後のめざす姿及び区の取り組みとの相関関
係が乏しいため、削除します。

28種
（平成6年度) 33種 27種

（平成23年度） 38種

3-2-3
ごみのない循環
のまちをつくり
ます

70

区収集ごみ量（千
t）〔清掃事業が区
に移管された平
成12年度を基準
年度：174,748t〕

資源物を除いた区が収集する可燃・不燃・粗大
ごみの総量

15万4千t
（平成19年度）

13万6千t
（平成12年
度比
-22%）

14万t
（平成24年度）

12万2千t
（平成12年度
比-30％）

（前期プラン
の目標値は
12万3千t）

71 リサイクル率
（%）

資源回収量／（資源回収量+区収集ごみ量）×
100

18.5%
（平成19年度） 22% 19.5%

（平成24年度） 30%

個別目標3-3　区は、効率的で活力ある区政を実現し、地域との連携・協働を進めます

3-3-1
行政力を最大限
に発揮できる体
制をつくります

72
基本計画で設定
したモノサシ（指
標）の目標に到達
した割合（%）

本モノサシ（指標）を除くモノサシ（指標）のうち、
目標値を達成したモノサシ（指標）の数／本モノ
サシ（指標）を除くモノサシ（指標）の数×100
※（　）内は、平成25年度の目標値と、未来プ
ラン策定時の「現状」を比較し、最新値が目標値
の8割を達成しているモノサシ指標の割合です。

― 100%
36%

（51%※）
（平成25年度に
おける最新値）

100%

73
【新規】
経常収支比率
（%）

経常経費に充当される一般財源等／経常的に収
入される一般財源総額等×100

75%
（平成20年度） ― 85.8%

（平成24年度） 80%台

【削除】
財政健全化法の
４指標の達成率
（％）

100％を下回らないことが前提であるモノサシ
（指標）であるため、削除します。 100% 100% 100％

（平成23年度） 100%

3-3-2
透明性が高く、
区民の多様な意
見を活かす区役
所をつくります

74
「区政情報が適
切に公開されて
いる」と答えた
区民の割合（%）

世論調査で、「あなたは、区政情報が適切に公
開されていると感じていますか。（○は1つ）」と
いう設問に対し、「感じている」「やや感じてい
る」と回答した人の数／調査回答総数×100

― 30% 29%
（平成24年度）

46%
（前期プラン
の目標値は
40%）

【削除】
区民意見公募手
続（パブリック
コメント）に寄
せられた意見数
（件）

年度によりパブリックコメントを実施する案件
数が異なり、5年後のめざす姿への達成度を測
る指標として適切ではないため、削除します。

680件 700件 216件
（平成24年度） 750件

3-3-3
地域力を支える
区役所をつくり
ます

75

地域活動にイン
ターネットを活
用している自治
会・町会の割合
（%）

最新値は、インターネット上、自治会・町会名
で検索した結果の値に過ぎず、実際のICT活用
状況とは差異があります（調査しないと実態が
つかめません）。今後は、自治会・町会に活用
状況をアンケートするとともに、そのサイトへ
のリンク先をオーちゃんネットに掲載するよう
働きかけることで、より正確な自治会・町会の
ICT利活用度合いを測ります。

― 30%
30.9%

（平成25年12
月）

50%

76
【新規】
地域力推進委員
会分科会の開催
回数（回）

各特別出張所での地域力推進委員会分科会が開
催された件数の合計

55回
（参考：平成
23年度）

― 78回
（平成24年度） 125回

【削除】
「（仮称）18色の
地域力応援プロ
グラム」に掲げ
た事業の実施状
況（％）

事業の性質上、100％が当然であり、5年後の
めざす姿を測る指標として適切ではないため、
削除します。

― 100% 100％
（平成24年度） 100%

4 モノサシ（指標）と目標値一覧
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分
野

年度（西暦） 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備         考（平成） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画名 根拠法令

総
合
大田区10か年基本計画
おおた未来プラン10年

平成21年3月策定
平成21年度～30年度
（後期）平成26年3月策定
平成26年度～30年度

基
本
目
標
１（
子
育
て
・
教
育
・
保
健
・
福
祉
）

大田区次世代育成支援
行動計画　おおたのび
のび子育てプラン

次世代育成支援対
策推進法

（前期）平成17年度～21年度
（後期）平成22年3月策定
平成22年度～26年度
保育計画・母子保健計画を包含

大田区子ども・子育て
支援事業計画

子ども・子育て支
援法

平成27年3月策定（予定）
平成27年度～31年度
（5年ごとに策定）

大田区発達障がい児・
者支援計画

平成26年3月策定
平成26年度～29年度

（仮称）おおた教育振興
プラン 教育基本法 平成26年6月策定（予定）

平成26年度～30年度

大田区子ども読書活動
推進計画

子どもの読書活動
の推進に関する法
律

平成23年7月策定
平成23年度～27年度

おおた健康プラン 健康増進法 （第2次）平成26年3月策定
平成26年度～30年度

大田区新型インフルエ
ンザ等対策行動計画

新型インフルエン
ザ等対策特別措置
法

平成20年11月策定

大田区業務継続計画
（新型インフルエンザ
編）

平成22年4月策定

大田区 ユニバーサルデ
ザインのまちづくり 基
本方針

平成23年3月策定

大田区サイン基本計画
平成21年9月策定
平成21年度～25年度
平成26年度に改定予定

大田区地域保健福祉計
画

社会福祉法・老人
福祉法・障害者基
本法

平成21年11月策定
平成21年度～25年度
平成26年度から各計画（大田区地
域福祉計画、大田区高齢者福祉計
画、大田区障害者計画）へ引き継
ぎ

大田区地域福祉計画 社会福祉法 平成26年3月策定
平成26年度～30年度

大田区障害福祉計画

障害者の日常生活
及び社会生活を総
合的に支援するた
めの法律

3か年ごとに策定
第4期以降は大田区障害者計画と
一体のものとして策定

大田区障害者計画 障害者基本法

平成26年3月策定
平成26年度の1か年計画
平成27年度以降は大田区障害福
祉計画と一体のものとして策定

大田区障害者計画・障
害福祉計画

障害者基本法・障
害者の日常生活及
び社会生活を総合
的に支援するため
の法律

3か年ごとに策定　
（第4期）
平成27年3月策定（予定）
平成27年度～29年度
（第5期）
平成30年3月策定（予定）
平成30年度～32年度

大田区スポーツ推進計
画 スポーツ基本法 平成24年3月策定

平成24年度～28年度

後期

前期 後期

第3次第2次

第2次

第1期 第2期 第3期

第5期
第4期

（障害福祉計画）

は策定予定のものです。
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分
野

年度（西暦） 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備         考（平成） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画名 根拠法令

基
本
目
標
２（
都
市
基
盤
・
空
港
臨
海
部
・
産
業
）

大田区都市計画マスター
プラン 都市計画法 平成23年3月改定

平成11年度～42年度
蒲田駅周辺地区グラン
ドデザイン 平成22年3月策定

蒲田駅周辺再編プロ
ジェクト 平成25年12月策定

大森駅周辺地区グラン
ドデザイン 平成23年3月策定

大田区景観計画 景観法 平成25年10月策定

区部における都市計画
道路の整備方針

都市計画法・道路
法等

（第3次）平成16年度～27年度
（第4次）平成28年度～39年度（予
定）

大田区自転車等利用総
合基本計画

自転車の安全利用
の促進及び自転車
等の駐車対策の総
合的推進に関する
法律

平成23年3月策定
平成23年度～32年度

都市計画公園・緑地の
整備方針

都市計画法・都市
公園法等

平成18年3月策定
平成23年12月改定
平成18年3月～27年度

大田区移動等円滑化推
進方針　おおた街なか
‶すいすい”ビジョン

高齢者、障害者等
の移動等の円滑化
の促進に関する法
律

平成23年8月策定

大田区移動等円滑化推
進計画　かまた街なか
‶すいすい”プラン

高齢者、障害者等
の移動等の円滑化
の促進に関する法
律

平成24年3月策定

大田区移動等円滑化推
進計画　おおもり街な
か‶すいすい”プラン

高齢者、障害者等
の移動等の円滑化
の促進に関する法
律

平成25年3月策定

分
野

年度（西暦） 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備         考（平成） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画名 根拠法令

基
本
目
標
１（
子
育
て
・
教
育
・
保
健
・
福
祉
）

大田区男女共同参画推
進プラン

男女共同参画社会
基本法

5年ごとに策定
（第6期）
平成23年3月策定
平成23年度～27年度
（第7期）
平成28年3月策定（予定）
平成28年度～32年度

大田区介護保険事業計
画 介護保険法

3か年ごとに策定
第6期以降は大田区高齢者福祉計
画と一体のものとして策定

大田区高齢者福祉計画 老人福祉法

平成26年3月策定
平成26年度の1か年計画
平成27年度以降は大田区介護保険
事業計画と一体のものとして策定

（仮称）大田区高齢者福
祉計画・介護保険事業
計画

老人福祉法・介護
保険法

3か年ごとに策定
（第6期）
平成27年3月策定（予定）
平成27年度～29年度
（第7期）
平成30年3月策定（予定）
平成30年度～32年度

5

改定

第3次 第4次

改定

第5期

第3期

第6期

第4期

第7期

第5期

第7期
第6期

（介護保険事業計画）
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分
野

年度（西暦） 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備         考（平成） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画名 根拠法令

基
本
目
標
３（
地
域
力
・
環
境
・
区
政
体
制
）

大田区多文化共生推進
プラン

平成22年3月策定
平成22年度～26年度
平成26年度に検証・改定（予定）

大田区地域文化振興プ
ラン

平成23年3月策定
平成22年度～26年度
平成26年度に検証・改定（予定）

大田区地域防災計画 災害対策基本法 平成25年3月修正
随時修正

大田区業務継続計画
（震災編）

平成23年3月策定
平成24年3月修正

大田区総合防災対策の
基本方針と実施計画 平成24年6月策定

大田区国民保護計画

武力攻撃事態等に
おける国民保護の
ための措置に関す
る法律

平成19年2月策定

大田区環境基本計画

環境基本法、地球
温暖化対策の推進
に関する法律、生
物多様性基本法

平成24年3月策定
平成24年度～33年度
大田区地球温暖化対策実行計画・
大田区生物多様性地域戦略を包含

大田区地球温暖化対策
実行計画

地球温暖化対策の
推進に関する法律

平成24年3月策定
平成24年度～32年度
平成24年度から大田区環境基本
計画に包含

分
野

年度（西暦） 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備         考（平成） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画名 根拠法令

基
本
目
標
２（
都
市
基
盤
・
空
港
臨
海
部
・
産
業
）

大田区耐震改修促進計
画

建築物の耐震改修
の促進に関する法
律

平成18年度～27年度

大田区建築安全マネジ
メント計画

平成23年12月策定
平成25年6月中間見直し

大田区交通安全計画 交通安全対策基本
法

（第9次）
平成23年7月策定
平成23年度～27年度

大田区住宅マスタープ
ラン

住宅及び住宅地に
関する基本方針

平成23年3月改定
平成23年度～32年度

羽田空港跡地利用OTA
基本プラン 平成20年10月策定

羽田空港跡地まちづく
り推進計画 平成22年10月策定

空港臨海部グランドビ
ジョン2030 平成22年3月策定

大田区産業振興基本戦
略

平成21年3月策定
平成21年度～30年度

大田区企業立地促進基
本計画

企業立地の促進等
による地域におけ
る産業集積の形成
及び活性化に関す
る法律

平成22年3月策定
平成22年度～26年度
平成26年度に第2次計画策定（予
定）
平成27年度～31年度

大田区観光振興プラン 平成21年3月策定
平成21年度～30年度

大田区観光案内サイン
計画 平成22年1月策定

大田区の主要な計画一覧

中間見直し

第8次

改定

第9次

第2次

大田区
地球温暖化対策
地域推進計画

地球温暖化対策
実行計画

検証・改定

検証・改定

修正

修正
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分
野

年度（西暦） 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備         考（平成） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画名 根拠法令

基
本
目
標
３（
地
域
力
・
環
境
・
区
政
体
制
）

大田区生物多様性地域
戦略 生物多様性基本法

平成24年3月策定
平成24年度～33年度
平成24年度から大田区環境基本
計画に包含

大田区役所エコオフィ
ス推進プラン

地球温暖化対策の
推進に関する法律

平成9年3月策定
5か年ごとに策定
（第3次）
平成22年度～26年度
（第4次）
平成27年度～31年度

大田区緑の基本計画　
グリーンプランおおた 都市緑地法 平成23年3月改定（策定）

平成23年度～42年度

大田区一般廃棄物処理
基本計画・実施計画

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律、
大田区廃棄物の減
量及び適正処理に
関する条例

平成18年3月策定
平成18年度～30年度
概ね5年ごとに見直し
（前期）平成18年度～22年度
（中期）平成23年度～27年度
（後期）平成28年度～30年度
実施計画は各年4月1日に改定

大田区分別収集計画

容器包装に係る分
別収集及び再商品
化の促進等に関す
る法律

（第5期）平成20年度～24年度
（第6期）平成23年度～27年度
（第7期）平成26年度～30年度
概ね3年ごとに見直し

大田区経営改革推進プ
ラン

平成24年9月策定
平成24年度～26年度
（後継プラン）平成27年度～30年
度

大田区人材育成基本方
針

平成12年3月策定
平成22年1月、平成26年度改訂

大田区職員定数基本計
画

平成16年2月、平成22年6月、平
成25年6月策定

大田区外郭団体改革プ
ラン

平成23年6月策定
平成23年度～27年度

次世代育成支援のため
の大田区特定事業主行
動計画

次世代育成支援対
策推進法

（前期）平成17年4月策定
平成17年度～21年度
（後期）平成22年3月策定
平成22年度～26年度

大田区公共施設整備計
画

平成21年3月策定
平成21年度～30年度
（後期）平成26年3月策定
平成26年度～30年度

5 大田区の主要な計画一覧

第2次

改定（策定）

第3次 第4次

前期

前期

中期 後期

後期

第5期

第6期

第7期

第8期

大田行政
経営プラン

大田区経営改革
推進プラン

改訂 改訂

増補版
を含む

後期
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ICT ·····55，57，82，219，224，

226
ICT活用教育 ·······················58
青色回転灯車 ·········200，201，

202
空き店舗 ·········154，157，190
空き店舗を活用した活性化
·································· 155，158
悪臭対策 ····························211
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アプリコ ····················189，192
新たな行政評価 ··············· 220
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うつ病対策 ··························69
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鵜の木松山公園 ·········27，122
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177，178，181，182，190，

208，228
NPO・区民活動フォーラム
···························172，173，174

エネルギー消費量 ····204，205
LED（照明） ················132，158
エレベーター設置支援事業
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お
応急・復旧時の受入体制 ···195
大井環七立体工事 ············138
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おおたエコプラザ ···205，206
大田観光協会 ···········164，165
大田区いきいきしごとステー
ション ····················· T3，96，98
大田区学習効果測定 ···54，55
大田区企業立地促進基本計画  
····················7，134，146，149
（大田区）区民活動情報サイト
······172，173，175，177，181，

188，205
大田区景観計画 ···6，113，137
大田区公共施設再配置方針
··································· 219，223
大田区公共施設整備計画 ···7，

26，219，222，223
大田区住宅マスタープラン
·········································7，126
大田区スタジアム ·······86，89，

120
大田区清掃・リサイクル協議会  
···································212，214
大田区政に関する世論調査
······························· 3，142，225
大田区総合体育館 ········T2，3，

86，87，88
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員会 ·····································194
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·············································194
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································7，188，192
大田区地球温暖化対策地域
協議会 ·············204，205，207
大田区発達障がい児・者支援
計画 ·································· 6，50
大田区文化祭 ····················189
大田区文化振興協会 ····· 188，

190，191，192
大田区分別収集計画 ····7，215

おおた区報 ······················· 224
大田区防災対策緊急プロジェ
クト ·····································194
大田区役所エコオフィス推進
プラン ····························7，207
おおたサイエンススクール（理
科教育研究推進校）  ············57
OTAシティ・マネジメントレ
ポート ······················· 219，224
おおた就労支援コーナー ·····94
おおた地域力発見倶楽部
·········· 83，85，172，173，175
おおたっ子ひろば ········62，65
大田の逸品 ························154
大田の工匠 ························153
大田の魅力再発見事業 ····143，

165
おおた花街道 ·········120，125，

208，211
おおたブランド ····19，29，147，

149
OTAふれあいフェスタ ······189，

192
大田文化の森 ···················177
オーちゃんネット ·············175
大鳥居交差点付近の道路改良  
·············································138
オープンスペース ···· 110，111
大森駅周辺地区グランドデザ
イン ·································6，110
大森駅周辺のまちづくり
·································· 111，112
大森複合施設（Luz大森） ····27
大森ふるさとの浜辺公園
·································· 141，189
おおもり街なか“すいすい”プ
ラン（移動等円滑化推進計画）
································7，112，131
大森南圃場 ························123
大森麦わら細工 ················191
屋上・壁面緑化助成 ········· 209
屋上等緑化助成制度 ······· 205
屋上緑化 ······························61
落合水再生センター ······· 208
おもてなし ·········· T2，120，142，

144，164，166，167，
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親なき後·························76，81
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太字部分は用語解説、図解のあるページです。　T1～T3は、トピックス1～3をさしています。
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海外市場開拓 ···········147，151
海外友好都市、姉妹都市 ···143
外客受入戦略拠点 ············164
外国人のための日本語教室
·································· 183，186
外国人防災訓練 ················183
介護サービス事業者 ··········101
介護保険外のホームヘルパー
の派遣 ·································103
介護保険施設 ······· 100，101，

103，104
介護予防 ············· T3，67，69，

87，96，97，99
介護予防ボランティア ·········99
介護老人保健施設 ············104
海上公園 ········121，123，138，

139，141，210
外部監査 ················· 224，225
家屋の倒壊 ························194
夏季特別指導（夏のわくわくス
クール） ··································56
核家族化 ······························22
学習カルテ···························57
学童保育 ········ 62，63，64，65
（仮称）障がい者総合サポート
センター ········76，77，78，79，

80，182，183，185
河床整正 ···························211
風の道 ··············121，124，207
風の道のまちづくり ·······121，

205，207
河川対策 ··························· 208
河川の水質浄化 ··············· 208
家族介護者 ······100，101，103
片柳学園 ····························218
勝海舟 ························85，191
学校運営システム  ·············56
学校緊急連絡システム ······56
学校公開の実施 ··················56
学校支援コーディネーター ····61
学校支援地域本部 ·····54，55，

56，61，182，183，184
学校支援ボランティア ·······56
学校施設の改築  ·········· 56，60
学校施設の緑化  ···········56，61
学校避難所 ········· T1，195，197
学校踏切 ··························· 133
学校防災活動拠点 ···195，197

活動・発表・創作の場 ······189，
190

家庭・地域教育力向上支援事
業 ···································56，83
家庭の教育力の向上 ··········56
家庭福祉員制度 ···········48，51
可燃ごみ ···················212，215
蒲田駅周辺再編プロジェクト
································6，110，112
蒲田駅周辺地区グランドデザ
イン ·································6，110
蒲田駅周辺のまちづくり
·····································111，112
かまた街なか“すいすい”プラ
ン（移動等円滑化推進計画）
······························7，112，131
川瀬巴水コレクション ··· 82，83
川端龍子記念館 ··················82
環境衛生営業施設 ········67，71
環境関連技術開発 ············148
環境基本条例 ···················204
環境教育 ············ 61，212，213
環境対応基準 ····················148
環境調査 ··························· 205
環境破壊 ················· 204，206
環境フォーラム ··121，205，209
環境保全対策 ··················· 205
環境マインド ····205，206，207
がん検診 ······················· 66，69
観光案内サイン ·······142，164
観光情報コーナー ·····164，165
観光情報収集・発信ツール
·············································165
観光情報発信拠点 ············165
観光の担い手 ····················165
がん予防 ······························69

き
基幹系システム ·······218，219
危機管理体制の強化 ····· 201，

203
企業会計的手法 ······219，221
企業間ネットワーク ···147，150
企業誘致 ····························149
気候変動 ··························· 204
技術・技能の継承 ·····161，163
規制緩和 ····························134
（基礎学力）習熟度別指導
···············································55

基礎自治体 ····················· 4，21
規範意識 ····20，29，57，200，

201
基本構想 ·····2，4，5，8，10，11，

16，32
基本的人権 ····················10，90 
基本的生活習慣の確立 ····56，

59
義務教育就学児医療費助成
···············································49
義務付け・枠付け ··················4
虐待 ·········46，62，76，91，92，

104，105，106
キャリア教育 ········ 54，55，59
狭あい道路 ························128
教育センター  ·············· 58，59
教員の指導力向上 ··············56
狂犬病予防対策 ··················67
共助 ············· T1，76，195，196
行政情報の翻訳 ··············· 182
協働 ···········3，11，12，13，21，29，
35，72，76，82，85，110，
111，114，119，120，123，
172，173，174，176，188，
204，205，207，208，212，
220，222，224，226，228，

230，231
協働推進講師派遣事業 ····177，

178
京都議定書 ·······················204
橋梁 ·········· T1，26，27，28，29，

126，127，129，132，222
橋梁長寿命化修繕計画 ····126
橋梁の耐震性の向上 ······127，

129
居宅介護サービス事業者 ··101
居宅生活支援（緊急一時保護
等） ·········································77
緊急道路障害物除去路線
····································· T1，129
緊急物資輸送 ····················116
緊急輸送路 ························126

く
空港跡地 ·········4，23，28，111，

112，118，122，134，
136，138，149

空港跡地の交通結節点機能
·································· 135，137

空港臨海部 ········3，16，18，23，
28，108，109，112，120，
123，141，160，208，209，

210
空港臨海部グランドビジョン
2030 ·····························7，138
空港臨海部工業地域の操業
環境改善 ····························139
空港臨海部交通ネットワーク
·············117，119，135，137，

139，140
空港臨海部土地利用（活用）の
誘導 ·········139，140，147，149
空港臨海部のまちづくり
·························138，139，140
来～る大田区大使 ···142，164，

168
区営住宅整備 ····················126
区画街路第１号線 ············119
区議会本会議 ··················· 228
区収集ごみ量 ··········212，213
区政サポーター制度 ······224，

225，227
区政情報の管理体制 ······· 225
区政情報発信 ········· 225，226
（区政の）透明性 ··········21，29，

221，224，225，226
区長との懇談会 ··············· 224
区長への手紙 ··················· 224
国登録有形文化財 ··············85
区報、ホームページ ····66，175
区民安全・安心メールサービス  
···············184，194，200，202
区民意見公募手続（パブリック
コメント） ···················224，225 
区民活動コーディネーター養成
講座 ··········· 13，172，173，174
区民活動支援施設 ····173，177，

181
区民活動団体 ·····82，85，120，
172，173，174，175，177，

178，188，189，190
区民ギャラリー ·················189
区民協働推進会議 ············173
区民サービスガイドライン ·····74
区民大学 ······························83
区民提案制度 ···224，225，227
区民ニーズ···26，27，28，188，
218，220，221，223，224
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区民の自主的な文化活動の支
援 ·······························189，190
区民緑地制度 ··················· 208
区有施設再活用・再構築 ···111
区有施設のユニバーサルデザ
イン ·····································131
くらしのガイド多言語版 ····186
繰入 ··················25，27，28，29
グループ保育室 ·········· T3，46，

47，51
グループホーム ·····76，77，81，

100，101，102，103

け
景観 ············ 18，23，110，113，

123，124，135，137，
154，155，156，208

京急蒲田駅西口の周辺地区の
まちづくり ···················110，113
京急蒲田駅東口駅前広場
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健康危害情報······················71
健康危機管理体制 ···· 67，71，

201，203
健康づくり ············ 17，41，42，
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113，116，119，126，127，
133，154，156，172，174，
175，176，183，187，188，
196，200，201，202，224，

228
高齢者緊急一時保護 ····· 105，

106
高齢者住宅 ························128
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こどもSOSの家 ····184，200，

202
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在宅難病ケース検討会 ···· 67，

77
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資源循環型のまちづくり ·····20
自己処理責任 ····················214
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史跡めぐり ···························83
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自治会・町会 ········ T1，11，20，
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173，174，176，178，182，
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自治会・町会会館の整備助成
····································177，179
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····································177，179
自治会・町会加入促進対策
·············································179
自治会・町会への加入率 ····177
自治体間相互支援協力体制
·············································195
指定管理者 ·······················149
シティセールス ·······161，163，

164，165，168
自転車等利用総合対策 ····73，
75，117，119，127，131，

139，141
児童館ファミリールーム ····62，

63，64
児童虐待 ·················62，63，64
児童虐待防止ネットワーク
························· 63，64，91，92
児童相談所 ··························62
児童誘導業務委託 ··············56
市民後見人 ························104
市民消火隊 ·······················196
志茂田小・中学校 ···27，28，60
社会教育情報紙 ··················83
社会貢献型後見人 ···104，107

社会参加 ······· T3，17，76，80，
96，97，98，99

社会増減率 ·······················111
社会福祉協議会 ················104
社会保障・税番号制度 ······218，

219
ジャンプアップ助成 ··········178
舟運 ····························19，140
臭気調査 ··························· 205
周産期医療 ············43，44，47
住宅ストック ············128，133
18色の国際都市事業 ···· 143，

145，183，186
18色の地域力応援事業 ···180
18色の地域力応援プログラム  
············································176
18色の特色ある地域づくり
··················177，180，229，231
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208，211
就労・自立支援事業 ······91，94
就労支援 ······ 90，91，93，94，

96
就労支援ネットワーク ·······76，

77，80
宿泊施設の客室稼働率 ····164
首都直下地震 ····· T1，3，228，
ジュニアリーダー ·······63，177
受発注相談 ····146，150，151，

161
樹木・樹林の保全・保護 ··· 209
主要施策の成果 ··············· 224
手話通訳者 ··················· 72，74
循環型社会 ····212，213，217
省エネ機器 ······················· 204
省エネ行動 ······················· 204
省エネルギー ·············20，153
省エネルギー型行動様式
·························204，205，207
生涯学習 ······························83
生涯学習ガイド ···················83
生涯学習人材育成講座 ······85
生涯学習センター ······83，84，

85
生涯学習相談 ······· 82，83，85
生涯学習リーダー ······82，83，

85，173，175
障害者基本法 ······················76
障害者虐待防止センター ·····76

障害者虐待防止法 ··············76
障がい者手帳······················76
障がい者のスポーツ推進 ·····87
障がい者のためのサポートセン
ター ·····································182
しょうがい者の日のつどい
······························· 76，78，185
障害者福祉強調月間 ··········79
小学生駅伝大会 ··········· 60，87
浄化施設 ····························211
小規模保育所 ······ T3，46，47，

48，51，52
商業事例調査 ····················154
使用済小型電子機器 ······212，

216
商談会 ·····146，151，161，168
小中一貫教育 ···············55，57
商店街 ······· 19，111，113，154，

158，167
商店街イベント・機能向上
····································155，157 
商店街景観整備事業 ······155，

156
少年の非行・被害防止 ······201，

203
消費者支援 ·····183，187，201，

203
消費者生活センター ··········187
消費者団体 ···71，182，183，187
消費者被害 ···············182，187
消費者被害救済委員会 ····187
情報公開制度 ········· 224，225
情報システム·····················219
情報のユニバーサルデザイン化  
··········· 73，74，127，131，143，

144，165，166
ショートステイ·······103，104，
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初級日本語教室 ················186
食育 ················ 56，59，67，69
食育基本方針 ······················69
職員定数 ···················218，219
職員能力 ·················· 219，220
食の安全確保 ················67，71
女性管理監督職 ··················93
女性の活躍促進 ············91，93
女性の就業率 ······················90
女性の就労支援 ·········90，91，

93
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自立支援協議会 ···76，77，78，
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シルバー人材センター ···98，99
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人権教育 ························55，91
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水源確保の推進 ······ 209，210
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スカム ·············208，209，211
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58，59
スクールソーシャルワーカー
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すこやか赤ちゃん訪問事業
··················42，43，45，47，50
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スタンドパイプ ···················194
ステップアップ助成···········178
スポーツ ········ T2，17，18，66，

83，84，122，139，141
スポーツ基本法 ··················86
スポーツ健康都市宣言 ······ T2，

4，86，87，88，138
スポーツ施設 ·······T2，86，87，

89，121，123

スポーツ指導者 ··················87
スポーツ推進計画 ·····4，6，86
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せ
生活安全の確保 ·········128，132
生活再建支援システム ······195
生活習慣病 ········· 66，67，87，

96，97，99
生活保護 ··········24，90，91，94
政策対応力 ···············219，221
政策立案・調査機能
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青少年健全育成 ·········62，63，
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清掃事務所 ············· 214，216
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セーラム市 ··························142
セクシュアルハラスメント
········································92，93
施策評価 ······················· 8，220
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全国学力・学習状況調査 ·····54
洗足池・小池周辺の水源確保
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洗足池公園 ························122
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そ
創業 ·····3，29，146，147，149，
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創業支援施設 ···········160，162
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総合的な学習の時間の支援
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総合防災訓練 ··········76，195，
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52，62，65
大規模給食施設 ··················71
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備蓄物品 ·········· T1，195，199
ひとり親家庭 ················· 47，94
ひとり暮らし高齢者 ········ 100，

101，104，106
避難ビル ···················195，198
避難路 ································126
病後児保育 ···················48，51
開かれた学校づくり ·············56

ふ
ファサード ················154，155
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ベンチャー企業 ·········161，162

ほ
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予算編成手法 ····················219

ら
ライフサイクルコスト ·······132
ライフスタイル ····· T3，27，46，

52，226
来訪者受入環境 ················166

り
リーダー講習会事業 ············63
リーマンショック ··········24，29，

90，91，146
リサイクル ··············· 158，215
リサイクル活動 ·········212，213
リサイクル率 ············212，213
リスク ····················· 46，66，67
リデュース ························· 215
流域自治体 ····208，210，211
リユース ····························· 215
両親学級  ·············· 42，43，45
緑化計画書制度 ··············· 208
緑地 ·······23，27，28，120，121，

122，123，124，125，
136，208，209，211

緑被率 ············120，208，209

れ
レアメタル ··············· 212，213
歴史・文化 ····23，82，83，85，

113
レジオネラ対策 ····················67

ろ
老人いこいの家····················99
老人クラブ ····················96，99
六郷地域力推進センター
···············································27
六郷用水（旧六郷用水） ···· 82，

121，191
65歳健康寿命 ·····················67

わ
ワーク・ライフ・バランス ·····42，

43，45，90，91，93，220
若手優秀技能者の表彰 ····163
若者と中小企業（と）のマッチン
グ ······················ 148，160，161
ワンストップサービス ····· 134，

135
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