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グリーンプランおおたの見直しにあたって 

 

「大田区緑の基本計画グリーンプランおおた」（以下「グリーンプランおおた」と表記）は、平成 23

年の策定から 5 年が経過し、この間「大田区みどりの条例」の制定（平成 24 年 12 月）や、東京都の

緑化基準と整合を図ることで緑化計画書制度を一元化（平成 25 年 10 月）するなど、大きな成果を

上げてきました。 

なかでも「18 色の緑づくり支援事業」は、18 特別出張所ごとに地域の花を選定し、育成する活動

が区民との協働・連携によるみどりのまちづくりとして大きく広がっています。 

また、平成 25 年４月、「グリーンプランおおた」は、国土交通省と一般社団法人日本公園緑地協

会が共同で実施した「緑の基本計画」の優良事例40選において、①前計画の取組み実績を踏まえ

た計画目標を設定するとともに、区域を６地域に区分して各地域別に詳細な緑のまちづくり方針を

示している点、②計画推進に向け、今後５年間に優先的・重点的に実施する施策別の年度計画を

位置づけている点が高く評価され、全国403の計画の中から 優良事例22選のひとつに選ばれま

した。 

「グリーンプランおおた」では、計画期間 20 年（目標年次平成 42 年度）のうち、平成 23 年度から

平成 32 年度までの 10 年間をⅠ期とし、そのうち平成 27 年度までの５年間を前期と位置付けました。 

今回の見直しでは、前期５年を振り返るとともに、この間に策定された「おおた未来プラン 10 年

（後期）」、「環境基本計画」、「景観計画」などとの整合を図りました。 

さらに、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を視野に、『多様なみどりが広がる世界

に向けた「おもてなしのまち」』を目指し、地域力によるみどりのまちづくりを推進するため、一部の施

策及び事業の見直しを行うとともに、今後５年の取組みを示しました。 

 

「グリーンプランおおた」の策定と同時に設置された「グリーンプランおおた推進会議」においては、

委員の皆様から施策の推進・検証・見直しを行う中で、多数のご意見・ご提言を頂戴しました。 

あわせて、区内で緑化にご尽力いただいている団体やグループの方々、区民、団体、事業者の

皆さまにも改めて御礼申し上げますとともに、引き続き協働・連携による「みどりのまちづくり」推進を

お願い申し上げます。 

 

平成 28 年 3 月 

大田区長 
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