
 

 

＜キャッチフレーズ＞ 

みんなが集う、おせっかいのまち 

＜具体的内容＞ 

区に住む人、働く人、学ぶ人、その他あらゆる世代の文

京区にかかわるすべての人が、積極的に地域活動に参加

していて、常に互いの顔が分かり、活発な話し声が聞こ

えてきます。新たな仲間を地域で温かく迎え、いざとい

うときや問題が起きたときには、地域で助け合う、思い

やりの心あふれる温かいまちをめざします。 

＜キャッチフレーズ＞ 

豊かな区民生活を支える、活力みなぎる産業と商店のあるまち 

＜具体的内容＞ 

地域の特性を活かした産業振興を積極的に推進することに

よって、未来を担う子どもたちが憧れ、より豊かで文化的な

区民生活を実現する、活力みなぎる産業と商店のあるまちを

めざします。また、利用者の多様なライフスタイルやニーズ

に対応し、信頼できる商品と安心して買い物ができる環境づ

くりを行い、若者から高齢者まで多くの人でにぎわう、活気

にあふれるまちをめざします。 

＜キャッチフレーズ＞ 

いつでも、誰でも、自分に合った「学び」と出会えるまち 

＜具体的内容＞ 

区民の豊かな人生をサポートするとともに、地域コミュニ

ティを支える人材を育成するため、「文教の府」とも呼ば

れる文京区の貴重な財産を活かして、多様な個性やニーズ

に応じた学習機会を提供します。また、いつでも、誰でも、

学びたいと思ったときに、気軽に、楽しく、自分に合った

「学び」を見つけて、成長することができる、生涯学習日

本一のまちをめざします。 

新たなる基本構想骨子「コミュニティ・産業・文化」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ワークショップ資料３－地域（2）】 
 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 地域コミュニティの核となる町会・自治会の人材や組織

の育成を支援するとともに、公共サービスの新たな担い手

として期待されるＮＰＯ・ボランティア等による社会貢献

活動を支援します。 

② 地域でのお祭りやイベントに参加しやすい環境を整える

ことで、助け合いや思いやりの心を育み、コミュニティ意

識の醸成を図ります。特に、新たに転入してきた住民や単

身世帯への働きかけを行い、地域の一体感を高めていきま

す。 

③ 地域行事や町会・自治会の活動内容などについて、情報

の発信と共有化を図り、活動しやすい環境づくりを行うと

ともに、あらゆる世代の地域活動への参加を促進します。 

④ 地域の課題を地域で解決するために、区民と行政の情報

の共有化に加え、地域住民が、企業や大学、ＮＰＯやボラ

ンティア等も含めた多様な団体と、協働を進めていくため

の環境づくりを行います。 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 商店街のリーダー育成や中小企業等の後継者の育成を

支援するとともに、技術や技能の伝承を図り、区内の産業

を支援します。 

② 創業・起業支援を充実させ、新たな事業へチャレンジで

きる環境づくりと起業後の経営安定化支援を行うととも

に、職場体験やインターンシップなどを通じて、若年者の

就業意識や起業意識の醸成を図ります。 

③ 区内に存在する豊富な地域資源を活用するなど、地域性

や独自性を兼ね備えた、魅力と活気にあふれる商店街づく

りを支援します。 

④ 商品やイベントに関する情報に加え、展示や体験などを

通じて、区内の産業情報を広く発信します。 

⑤ 利用者が安心して買い物ができる環境を整備するとと

もに、利用者のニーズを的確に捉え、柔軟に対応できる商

店を支援します。 

⑥ 安全で安心な消費生活を営むことができるよう、情報提

供や相談体制、被害防止策を充実させ、消費者の自立を支

援します。 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 区内の生涯学習関連施設の連携を強化し、区民への生

涯学習の支援や、多彩な人材の育成・活用を図ります。 

② 様々な主体が実施している生涯学習講座の情報を一元

化するとともに、気軽に相談や問い合わせができる体制

を整え、一人ひとりの知識や意欲に応じた、学びとの出

会いを支援します。 

③ いつでも、誰でも、体系的に学習できる機会の提供や、

学んだことを発表できる場の提供を進めます。 

④ 図書館利用者の多様なニーズやライフスタイルに合っ

た、より質の高いサービスを提供します。 

Ⅰ 地域コミュニティ Ⅱ 産業振興 Ⅲ 生涯学習 



 

 

＜キャッチフレーズ＞ 

何度も訪れたくなる、魅力とおもてなしの 

心あふれるまち 

＜具体的内容＞ 

豊かな観光資源を活用して、四季折々の文京区

の魅力を発掘・発信することで、文京区を訪れた

人に、「何度も行ってみたい」と思われるまちを

めざします。また、区民一人ひとりが、あたたか

くお客様を迎えるおもてなしの心を持つことで、

「いつでも来てほしい」と誇れるまちをめざしま

す。 

＜キャッチフレーズ＞ 

交流の輪を広げ、互いの魅力を高めあうまち 

 

＜具体的内容＞ 

国内外の垣根を越えて、交流の輪を育むこと

で、たくさんの人々とふれあい、多種多様な文化

や風習、考え方を尊重し、相互理解を深めていき

ます。また、他の地域の魅力を吸収するとともに、

文京区が持つ未知の魅力を発見し、区外へ発信し

ていくまちをめざします。 

＜キャッチフレーズ＞ 

「文の京」の文化や歴史を伝承し、創造する、 

心豊かで潤いのあるまち 

＜具体的内容＞ 

区内に存在する多くの伝統文化や歴史資産と

共に生き、絶やすことなく後世に伝えることをめ

ざします。また、多くの区民が参加できる機会や

発表する場の提供など、文化活動を支援すること

により、気軽に文化に触れることのできる、心に

潤いのあるまちをめざします。 

＜キャッチフレーズ＞ 

誰もがいつでも、どこでも、いつまでも、 

安全にスポーツに親しめるまち 

＜具体的内容＞ 

誰もがそれぞれの体力や年齢、技術、興味、目

的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもス

ポーツに親しみ、豊かで健やかな生活を送ること

のできるまちをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 観光に携わる団体・人材の有効活用や案内

板等設備の整備、各種広報媒体を利用した観

光情報の発信を行い、豊かな観光資源を持つ

「文の京」の魅力をわかりやすく伝えます。 

② 新たな観光資源の発掘・創出や、既存の観

光資源を磨き上げることにより、まちあるき

が楽しめる魅力的な観光プランを提供しま

す。 

③ 区民への観光資源の周知をさらに進めると

ともに、来訪者をあたたかく迎える、おもて

なしの心を醸成します。 

④ 区民、地域活動団体、関係機関、事業者及

び区が連携して観光施策を推進できるよう、

協力体制を強化します。また、東京都や近隣

区と連携を図っていきます。 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 交流事業に関する情報とあわせて、交流都

市に関する情報を積極的に発信し、交流の魅

力を伝えていきます。 

② 文化・スポーツ活動などを通じて、交流を

深める機会を整え、他の地域の文化や考え方

を受け入れ、互いの魅力を発見し、理解でき

る環境づくりを行います。 

③ 情報提供や相談等を通じて、外国人が快適

に生活できる環境を整えます。 

④ 外国人が区内で開催される事業に参加でき

る機会を創出します。 

Ⅵ 観光 Ⅶ 交流 Ⅳ 文化振興 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 区内の伝統文化や歴史資産に触れ合う機会

の提供と情報発信により、区民の文化振興に

関する認識と理解を高めます。 

② 歴史資産の保存と活用を行うとともに、伝

統工芸・伝統文化に携わる人々の養成・育成

を支援し、その技術の継承を図ります。 

③ 区民が気軽に文化活動に参加・発表できる

場の提供や、その支援を行うとともに、区内

で新たな文化が生み出される環境づくりを行

います。 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 誰もが参加できるプログラムの提供や、ス

ポーツ施設の維持・整備を通じて、区民が気

軽にスポーツに親しむことのできる機会を提

供します。 

② 区内の学校や企業、プロ組織等、民間のス

ポーツ資源を有効活用し、スポーツの魅力を

発信するとともに、機会拡大を図ります。 

③ 指導時の安全確保やわかりやすい教え方に

も長けた指導者を確保するとともに、新たな

指導者の育成に向けた支援を行います。 

④ 地域住民主体のスポーツ団体・サークルの

活動を支援し、区内のスポーツ人口の増加を

図ります。 

Ⅴ スポーツ振興 



 

 

＜キャッチフレーズ＞ 

備えと助け合いのある災害に強いまち 

＜具体的内容＞ 

区民や団体、事業者など地域社会を構成する

各主体が、自分たちのまちは自分たちで守る

「自助」、地域で助け合って災害対策に取り組

む「共助」を認識して行動し、公的機関が行う

「公助」と連携しながら、地域の防災力の向上

が図られています。 

＜キャッチフレーズ＞ 

みんなでつくる犯罪や事故の一番少ないまち 

＜具体的内容＞ 

だれもが安全で安心して暮らせるよう、地域全

体で支え守りあう、自主的な防犯・安全活動が積

極的に行われているとともに、犯罪や事故に遭わ

ない、遭わせない都市の整備が進んでいます。 

＜キャッチフレーズ＞ 

だれもが住み続けたい・住みたくなる快適で魅力的なまち 

＜具体的内容＞ 

地域の特性を活かしたまち並みの保全・創出ととも

に、身近な場所で自然に親しむことのできるまちづく

りを通じ、文京区に暮らすすべての人々が、いつまで

も心地よく快適に暮らし続けられる住環境が整えら

れています。さらに、多くの人々から文京区に暮らし

たいと感じてもらえる、うるおいと魅力にあふれたま

ちになっています。 

＜キャッチフレーズ＞ 

環境にやさしい取組を推進するまち 

＜具体的内容＞ 

区、区民、団体、事業者など地域社会を構成する

すべての主体が、それぞれの果たすべき責任と役割

を認識し、協働して環境への負荷の少ない持続的発

展が可能な社会の構築に取り組み、将来世代に良好

な環境が引き継がれています。 

新たなる基本構想骨子「まちづくり・環境」 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 区民や地域の防災に対する意識啓発

と行動力の向上を図ります。 

 

② 区民主導による地域での防災活動を

支援します。 

 

③ 地震・火災・風水害などの災害に強い

都市基盤の整備をさらに進めます。 

 

④ 区と区民、各種団体、事業者、関係機

関との災害に対する協力体制を強化し

ます。 

 

⑤ 災害対策における情報交換体制を強

化します。 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 区民の防犯・事故防止に対する意識啓発

を図り、区民主体の地域による防犯・事故

防止活動を支援します。 

 

② 犯罪が起きにくい環境の整備をさらに

進めます。 

 

③ 道路を安全かつ安心して利用できる環

境に整備します。 

Ⅲ 災害対策 Ⅳ 防犯・安全対策 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 地域特性を活かした地域主体のまちづくり

を推進します。 

 

② 地域にふさわしい景観の保全・創出を図り

ます。 

 

③ 誰もが安全で快適に利用できるユニバーサ

ルデザインの建物や空間を創出します。 

 

④ 高齢者や障害者を含む誰もが安全で安心し

て暮らせる住宅の整備・確保を支援します。 

 

⑤ 身近に緑や水に親しむことのできる公園な

どのオープンスペースや散歩したくなる緑あ

ふれる歩行空間を創出・整備します。 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 環境負荷の少ない資材や技術を活用した

都市基盤の整備を図ります。 

 

② 環境にやさしいライフスタイルや事業活

動を促進するための普及啓発を強化します。

また、すべての主体が協働で取組を進めるた

めの体制を整え、その活動を支援します。 

 

③ 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの

排出量の削減に取り組みます。 

 

④ ごみの発生をできる限り抑制（リデュー

ス）し、再使用（リユース）、再生利用（リ

サイクル）の順に資源の循環利用を推進しま

す。 

 

⑤ 多様な生物が生息できる環境を育み、自然

との共生を図ります。 

 

⑥ 建築物の緑化や保水性建材の利用など、ヒ

ートアイランド現象対策を図ります。 

 

⑦ 自然エネルギー利用普及への支援を図り

ます。 

Ⅱ 環境保護 Ⅰ 住環境 



 

 

＜キャッチフレーズ＞ 

誰もが使いやすい公共施設のあるまち 

＜具体的内容＞ 

将来的な負担と必要性を考え、地域の特性に合

わせ、区の施設全体を有効活用するとともに、地

域住民・団体による自主運営や、区立以外の施設

との連携・協力体制など、利用者の利便を考えた

公共施設を目指します。 

 

＜キャッチフレーズ＞ 

信頼される行財政運営を推進するまち 

＜具体的内容＞ 

限りある財源の中、歳入の安定確保に努めなが

ら、予算を真に必要な事業に使っていくととも

に、職員一人ひとりが、創意工夫を凝らし、多様

化・複雑化する区民ニーズに迅速かつ柔軟に対応

していくことで、区民に信頼される行財政運営を

推し進めます。 

＜キャッチフレーズ＞ 

心の行き届いたサービスを受けられるまち 

＜具体的内容＞ 

誰もが文京区に「住み続けたい」「住んでみた

い」と思えるように、一人ひとりの満足度や信頼

感を一層高める心の行き届いたサービスが、受け

られるまちを目指します。 

＜キャッチフレーズ＞ 

誰もが区政を身近に感じ、参画できるまち 

＜具体的内容＞ 

誰にでもわかりやすく区政情報を正確・迅速に

提供し、区に関わるすべての人・団体が、お互い

に情報を交換しながら、同じ目線で語り合い、そ

れぞれの持ち味を存分に発揮し、よりよいまちづ

くりを進めていきます。 

 

新たなる基本構想骨子「行財政運営」 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 老朽化が進んでいる施設については、改築

時に合わせて他の施設との複合化・集約化に

より有効活用を図ります。 

 

② 指定管理者制度を活用し、民間事業者等の

創意工夫・ノウハウを取り入れることにより、

区民サービスの向上と効率的な運営を行いま

す。 

 

③ ボランティアやＮＰＯ・地域活動団体など

と協力して、それぞれの特色を活かした公共

施設の運営を行っていきます。 

 

④ 大学などの教育施設や民間施設との協力体

制を構築し、さまざまな施設の利用拡大を図

っていきます。 

 

⑤ 施設のサービス内容を見直すとともに、利

用しやすい環境の整備を進めることにより、

施設の有効利用を図っていきます。 

 

 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 評価システムを活かして施策や事務事

業の見直し等を行い、予算を無駄なく効

果的に執行するとともに、財政状況をわ

かりやすく公表することで、公正で透明

性の高い財政運営を行っていきます。 

 

② 行政組織の見直し・再編、職員定数の

適正化や事務の合理化・能率化を進める

ことにより、簡素で効率的な組織体制を

構築します。 

 

③ 組織の活性化や適材適所の人員配置

などにより、職員のモチベーションを向

上させて、多様化・複雑化する区民ニー

ズに迅速かつ柔軟に対応していきます。 

 

④ 受益と負担について、コスト計算や見

込まれる効果等の公開を通じて、区民の

理解を深め、応分の負担を求めること

で、個別の区民サービスを充実させてい

きます。 

 

⑤ 歳入確保と歳出削減の両面を強化す

ることにより、安定的な財政基盤を構築

します。 

 

 

Ⅲ 区の公共施設 Ⅳ 行財政運営 Ⅰ 区民サービスの向上 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 職員一人ひとりの専門性、政策形成能

力、ホスピタリティなど様々な能力を向上

させ、心の行き届いたサービスが提供でき

る職員を育成していきます。 

 

② 多様な区民のライフスタイルに対応す

るため、区役所の窓口開設時間の延長や電

子申請の導入など、区民の視点に立ったサ

ービスの提供体制づくりを進めます。 

 

③ 区は、ボランティアやＮＰＯ・地域活動

団体などと協力して、それぞれの特性を活

かした質の高いサービスを提供していき

ます。 

 

＜実現に向けた基本的取組＞ 

① 区民のニーズにあわせて情報を提供す

るために、区報をはじめ各種広報、ホーム

ページ、CATV などそれぞれの特性を活か

し、広報機能を強化していきます。 

 

② 区民等があらゆる機会を通じて区政に

参画できるよう、区民参画の手法を積極的

に活用します。 

 

③ 区が、コーディネートすることにより、

区民相互・地域活動団体相互の交流の場を

創出し、区民・地域・区が連携して、より

よいまちづくりを進めていきます。 

Ⅱ 開かれた区役所 


