中央区
中 央 区 基 本 計 画2 0 1 8

基本計画
2 0 18

中央区

「中央区基本計画2018」の
策定にあたって
本区は平成29（2017）年６月に、20年後の中央区を展望した区の将
来像を「輝く未来へ橋をかける ―

人が集まる粋なまち」と描き、そ

の実現に至る道筋を示す「中央区基本構想」を策定しました。これを受け
て、平成30（2018）年度を計画の初年度として、今後10年間を見据え

中央区長

た具体的な施策や取組内容を示す「中央区基本計画2018」をこのたび取
りまとめました。
本区はこれまで、「都心再生」を旗印として、住環境の整備をはじめと
した総合的な取組を展開してまいりました。その結果、平成10（1998）
年には７万人台だった定住人口は、平成29（2017）年１月に15万人を
突破し、推計では７年後には「20万都市」も見込まれております。
この基本計画では、本区のさらなる飛躍・発展に向けての新たな歩みを
確かなものとするため、基本構想に掲げた将来像の「輝く未来」と「粋な
まち」の実現に向けて、「２つの戦略」を掲げ、区の総力を挙げて展開し
ていく諸施策を示しております。また、喫緊の課題である保育所や小・中
学校に加え、新たな図書館や高齢者・障害者施設の整備など、豊かな区民
生活を見据えた各施策を計画化いたしました。
計画の策定にあたっては、近年の人口増加の傾向や選手村跡地における
大規模な住宅開発の見込みを反映させた最新の人口推計に加え、築地市場
の移転、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、首都
高速道路の地下化を含む日本橋川沿いエリアのまちづくりなど、本区の将
来にとって大きな転機となる事象を踏まえたものとしております。さら
に、学識経験者、区議会議員、区内公共的団体の代表、公募区民等にご参
画いただいた「中央区基本構想審議会」による答申や、中央区政世論調
査、パブリックコメント等でいただいた貴重なご意見等を可能な限り反映
しております。
この新たな基本計画のもとで、わがまち中央区の夢と希望に満ちた輝か
しい未来への道のりを、区民の皆さまとともに力強く歩み続けてまいる決
意であります。
今後とも、住み・働き・集うすべての人々が幸せを実感し誇りを持てる
都心「中央区」の実現に向け、区議会をはじめ区民皆さまの一層のご理解
とご協力を心よりお願いいたします。


平成30（2018）年３月
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四つの宣言

中央区平和都市宣言

いまいちどたちどまり
平和の尊さをみつめよう
ささやかな幸せも
こよなき繁栄も
平和の光が消えたなら
すべてが失われる
私たちの手にあるこの輝きを
明日の世代に伝えよう

私たちは

一九八八年三月一五日
この日

緑をはぐくみ

花をいつくしみ

清潔なまち

生きとし生ける生命を尊ぶ
美しいまち

区

人情あふれるまち

央

思いやりと

中

そんなほっとするまちにしたい
だから今

ひとつぶの種

「花の都中央区宣言」
それは

小さなこのひとつぶが

やがてまちいっぱいに
大輪の花を咲かせる
そんな願いをこめて
平成元年四月一日
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永遠の平和を願い
中央区が平和都市で
あることを宣言する

花の都中央区宣言

福祉と健康とスポーツの

―

まちをめざして
助けあい
幸せなまち

いきいき
くらすまち
あの太陽のように
あたたかく

中央区

一九九〇年四月一日

そんなわがまち

あすへの希望に満ち満ちた

たくましく

明るく

光り輝く

健やかに

互いに心と体をきたえ

心ふれあう

思いやり

―

太陽のまち中央区宣言

クリーン・リサイクル中央区宣言

今日から空き缶やタバコのポイ捨てはしません

リサイクルできることをどしどし実行し

働きたい

訪れたい

ごみがまったくない清潔な環境づくりを心がけます

住みたい

そんな楽しいまちを目指します

この国を

そして地球を

まずわたしが―という気持ちでやります
中央区を

よりよい姿で

次の世代へ手渡さねばと思います
そんな願いをこめて

わたしたちは今ここに宣言します

一九九八年十二月一日
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