
施策体系図新旧対照表

凡例

赤字：検討会資料に記載のある要素（基本計画2015にも記載されている要素）

　※資料に記載された内容に応じて多少の言い換え・要素の統合をしている場合あり（下線部分）

赤字（黄色セル）：検討会資料で初めて出てきた要素（基本計画2015にはなかった要素）

青字：検討会資料には記載のない要素（基本計画2015には記載されている要素）

　※取り消し線のあるものは、現段階で基本計画2020には記載しないと判断している要素

青色セル：名称の変更や内容統合等があった単位施策

3－1　計画的なまちづくりの展開

施策の方向 施策の方向

適正な土地利用の誘導 適正な土地利用の誘導

政策的な土地利用の誘導 政策的な土地利用の誘導

快適な住宅地の形成 快適な住宅地の形成

活気ある複合市街地の形成 活気ある複合市街地の形成

工業地の適正な土地利用 工業地の適正な土地利用

防災上の課題解決のための土地利用の誘導 防災上の課題解決のための土地利用の誘導

大規模住宅団地建替え時の一体的な土地利用の誘
導

大規模住宅団地建替え時の一体的な土地利用の誘
導

民間企業の開発規制、誘導のしくみづくり 民間企業の開発規制、誘導のしくみづくり

大規模敷地の望ましい土地利用の誘導 大規模敷地の望ましい土地利用の誘導

各種まちづくり情報の提供 各種まちづくり情報の提供

区民参画のしくみづくり 区民参画のしくみづくり

まちづくり活動の支援 まちづくり活動の支援

地域特性に応じたまちづくりの推進 地域特性に応じたまちづくりの推進

「にぎわいの拠点」の整備促進 「にぎわいの拠点」の整備促進

「地域の生活拠点」の整備促進 「地域の生活拠点」の整備促進

「いこいの拠点」の整備促進 「いこいの拠点」の整備促進

「創造の拠点」の整備促進 「創造の拠点」の整備促進

（２）地域特性を重視した協働型のまちづくり

単位施策

①適正な土地利用への誘導

②大規模敷地の有効活用

①協働型のまちづくりの推進

②地域特性に応じた拠点の整備

基本計画２０１５ 基本計画２０２０

基本施策

（１）適正な土地利用への誘導

基本施策

単位施策

（１）適正な土地利用への誘導

①適正な土地利用への誘導

②大規模敷地の有効活用

（２）地域特性を重視した協働型のまちづくり

①協働型のまちづくりの推進

②地域特性に応じた拠点の整備
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3－2　安全で災害に強いまちづくり

施策の方向 施策の方向

幹線道路・緊急輸送道路の防災機能向上 幹線道路・緊急輸送道路の防災機能向上

木造住宅密集市街地の改善 木造住宅密集市街地の改善

防災まちづくり事業の導入  防災まちづくり事業の導入

防災まちづくり事業の推進 防災まちづくり事業の推進

木密地域不燃化10年プロジェクトの推進  木密地域不燃化10年プロジェクトの推進

民間住宅の耐震化促進 民間住宅の耐震化促進

橋梁等の耐震性の向上 橋梁等の耐震性の向上

防災船着場の整備推進 防災船着場の整備推進

治水対策等の推進 治水対策等の推進

土砂災害対策の推進

災害時の情報収集伝達体制の整備 災害時の情報収集伝達体制の整備

職員の防災意識の高揚による危機管理機能の強化 職員の防災意識の高揚による危機管理機能の強化

区有施設の防災機能の向上 区有施設の防災機能の向上

災害に強い庁舎の建設 災害に強い庁舎の建設

関係機関との連携強化 関係機関との連携強化

災害時要配慮者の支援 災害時要配慮者の支援

災害医療体制の充実 災害医療体制の充実

帰宅困難者対策の充実 帰宅困難者対策の充実

災害復興のしくみづくり 災害復興のしくみづくり

復興まちづくり活動の推進 復興まちづくり活動の推進

事業継続計画（BCP）の検討 事業継続計画（BCP）の検討

男女双方の視点に配慮した防災対策の推進 男女双方の視点に配慮した防災対策の推進

地区防災運営協議会を中心とした防災活動の展開 地区防災運営協議会を中心とした防災活動の展開

地域防災リーダー育成の推進 地域防災リーダー育成の推進

防災に関する情報や学習機会の提供 防災に関する情報や学習機会の提供

自主防災組織の育成・強化 自主防災組織の育成・強化

区内事業者との連携の強化 区内事業者との連携の強化

年代に応じた交通安全教育の推進 年代に応じた交通安全教育の推進

交通安全施設の整備 交通安全施設の整備

道路利用の適正化 道路利用の適正化

子どもの安全対策の推進 子どもの安全対策の推進

高齢者を狙った振り込め詐欺などへの対策 高齢者を狙った振り込め詐欺などへの対策

地域ぐるみの防犯活動の推進 地域ぐるみの防犯活動の推進

防犯カメラ等の設置の推進 防犯カメラ等の設置の推進

総合的な危機管理体制の構築 総合的な危機管理体制の構築

基本計画２０２０
基本施策

単位施策

①都市の防災機能の向上

②治水対策等の推進

①予防・応急体制の整備・充実

②復旧・復興体制の整備・充実

③土砂災害対策の推進

②安全な歩行者空間の確保

②危機管理体制の整備

（５）地域防犯活動の充実

（３）地域防災力の向上

①災害時に備えた「地域のきずなづくり」

②防災意識の向上

①地域防犯活動の充実

②危機管理体制の整備

（１）防災まちづくり

基本計画２０１５
基本施策

単位施策

①都市の防災機能の向上

②治水対策等の推進

③防災行動力の向上

（４）交通安全対策の推進

①交通安全教育の充実

②安全な歩行者空間の確保

①予防・応急体制の整備・充実

②復旧・復興体制の整備・充実

（２）防災体制の整備・充実

（４）交通安全対策の推進

（５）地域防犯活動の充実

①地域防犯活動の充実

（１）防災まちづくり

（２）防災体制の整備・充実

（３）地域防災力の向上

①災害時に備えた「地域のきずなづくり」

②防災意識の向上

③防災行動力の向上

①交通安全教育の充実

内容集約

単位施策新設
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3－3　利便性の高い総合的な交通体系の整備

施策の方向 施策の方向

幹線道路等の整備 幹線道路等の整備

十条駅付近の鉄道立体交差化の実現 十条駅付近の鉄道立体交差化の推進

まちづくりと一体となった道路整備 まちづくりと一体となった道路整備

道路ストックの適正な管理 道路ストックの適正な管理

自動車交通量の抑制 自動車交通量の誘導

公共交通の利便性・快適性の向上 公共交通の利便性・快適性の向上

駅前広場の整備推進 駅前広場の整備推進

エイトライナー、メトロセブンの導入促進 エイトライナー、メトロセブンの導入促進

だれもが移動しやすいまちづくりの推進 だれもが移動しやすいまちづくりの推進

利用者にやさしい交通施設の整備 利用者にやさしい交通施設の整備

違法駐車等防止施策の推進 違法駐車等防止施策の推進

駅周辺の自転車駐車場の整備 駅周辺の自転車駐車場の整備

交通事業者等への協力要請 交通事業者等への協力要請

民営自転車駐車場整備の促進 民営自転車駐車場整備の促進

自転車走行空間の整備計画の検討 自転車活用推進計画の検討

基本計画２０１５

③歩行者・自転車が利用しやすい環境づくり

②道路ストックの適正な管理

③適正な自動車交通量の誘導

①公共交通機関等の整備・充実

②利用者にやさしい交通施設の整備

①違法駐車・放置自転車の防止

②駐車場・自転車駐車場の整備・促進

①体系的な道路ネットワークの形成

（２）公共交通機関の利便性の向上

（３）自動車・自転車利用の適正化（３）自動車・自転車利用の適正化

①違法駐車・放置自転車の防止

②駐車場・自転車駐車場の整備

③歩行者・自転車が利用しやすい環境づくり

（２）公共交通機関の利便性の向上

①公共交通機関等の整備・充実

②利用者にやさしい交通施設の整備

単位施策

（１）体系的な道路ネットワークの形成

①体系的な道路ネットワークの形成

②道路ストックの適正な管理

③自動車交通量の抑制

基本施策

基本計画２０２０

基本施策

（１）体系的な道路ネットワークの形成

単位施策

単位施策名

変更

単位施策名

変更
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3－4　情報通信の利便性の高いまちづくり

施策の方向 施策の方向

ICTを活用した施策の推進

区が保有する情報の活用

情報セキュリティの脅威への対策

行政手続きのオンライン化の充実 行政手続きのオンライン化の推進

社会保障・税番号制度導入に伴う「マイ・ポータ
ル」等の活用

社会保障・税番号制度実施に伴う「マイナポータ
ル」等の活用

新たな情報通信基盤の誘致検討 情報通信基盤の 適化の検討

公共データの民間開放の検討 公共データの民間開放の検討

新しい技術の情報通信基盤への導入検討

新しい制度の導入に向けた情報通信基盤の整備

安全・安心な情報通信基盤の整備

電子区役所機能の充実

情報格差の解消

情報教育の推進 情報教育の推進

区民の情報活用能力の向上 区民の情報活用能力の向上

ICTを活用した地域情報化の推進 ICTを活用した地域情報化の推進

基本計画２０１５

基本施策

単位施策 単位施策

（１）情報通信基盤の整備

基本計画２０２０

基本施策

（１）情報通信基盤の整備

①区民が利用しやすい情報通信基盤の整備 ①さらなる区政の高度情報化

②区政の高度情報化

　（１）①へ

（２）情報活用能力の向上（２）情報活用能力の向上

①情報活用能力の向上 ①情報活用能力の向上

単位施策

統合、名称変
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3－5　快適な都市居住の実現

施策の方向 施策の方向

民間による良質で多様な住宅の供給促進 民間による良質で多様な住宅の供給促進

良質な住宅ストックの形成 良質な住宅ストックの形成

良質で多様な公的住宅の整備誘導 良質で多様な公的住宅の整備誘導

住宅セーフティネット構築の推進 住宅セーフティネット構築の推進

住宅ストックの有効活用 住宅ストックの有効活用

区営住宅の建替え手法の検討 区営住宅の建替え手法の検討

区営シルバーピアの建設 区営シルバーピアの建設

建物耐震化の促進やリフォームの支援 建物耐震化の促進やリフォームの支援

分譲マンションの適切な維持・管理支援 分譲マンションの適切な維持・管理支援

様々なまちづくり事業の活用 様々なまちづくり事業の活用

空き家対策の検討 （２）④へ

地区計画制度の適用検討 地区計画制度の適用検討

住宅整備に合わせた緑地やオープンスペースの確
保

住宅整備に合わせた緑地やオープンスペースの確
保

地区計画制度の活用 地区計画制度の活用

大規模住宅団地の建替え・再生にあわせた公共施
設の再配置推進

大規模住宅団地の建替え・再生にあわせた公共施
設の再配置推進

避難広場機能の確保 避難広場機能の確保

住宅セーフティネットの充実 住宅セーフティネットの充実

空き家等の所有者等による管理の促進

空き家等や除去後の跡地活用促進

管理不全な空き家等の状態に応じた措置

ファミリー向け住宅の整備促進 ファミリー向け住宅の整備促進

転入する子育て世帯への居住支援 子育て世帯への居住支援

子育て支援策や教育環境の充実

子育て世帯への居住支援 若年層への居住支援

子育て支援策や教育環境の充実

住宅の確保の支援 住宅の確保の支援

高齢者のための住宅の提供促進 高齢者のための住宅の提供促進

関係機関と連携した高齢者の居住環境の検討 関係機関と連携した高齢者の居住環境の検討

保健・医療・福祉との連携強化 保健・医療・福祉との連携強化

②高齢者・障害者世帯の居住継続の支援

①まちづくり事業と連動した住環境の整備

②みどり豊かな住環境の整備

③大規模住宅団地の建替え・再生

④空き家対策の推進

①民間住宅の供給誘導

②公的住宅の供給・維持管理

③住宅の維持管理・建替えの支援

単位施策

基本計画２０１５ 基本計画２０２０

基本施策

（１）良質な住宅の供給

（２）良好な住環境の整備

（３）子育て世帯や高齢者・障害者世帯の居住支援

（１）良質な住宅の供給

①民間住宅の供給誘導

②公的住宅の供給・維持管理

③住宅の維持管理・建替えの支援

基本施策

単位施策

（３）子育て世帯や高齢者・障害者世帯の居住支援

①子育て世帯の定住促進

②子育て世帯の居住継続の支援

③高齢者・障害者世帯の居住継続の支援

（２）良好な住環境の整備

①まちづくり事業と連動した住環境の整備

②みどり豊かな住環境の整備

③大規模住宅団地の建替え・再生

①子育て世帯・若年層の定住促進

単位施策新設

単位施策

統合
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3－6　うるおいのある魅力的な都市空間の整備

施策の方向 施策の方向

北区を特徴づける景観の保全・創出 北区を特徴づける景観の保全・創出

景勝地周辺地区の眺望の保全 景勝地周辺地区の眺望の保全

みどりに彩られた美しい都市空間づくり みどりに彩られた美しい都市空間づくり

景観を損なう違法広告物等への指導 景観を損なう違法広告物等への指導

景観に対する自主的な取り組みの促進 景観に対する自主的な取り組みの促進

協働による地域美化の推進 協働による地域美化の推進

身近に親しめる公園づくりの推進

区民との協働による公園づくりの推進

大規模な土地利用転換の際の公園整備 大規模な土地利用転換の際の公園整備

特色ある緑豊かな空間整備 特色ある緑豊かな空間整備

地域の特色を生かした公園整備 地域の特色を生かした公園整備

老朽化した公園の再整備 老朽化した公園の再整備

公園不足地域への重点的対応 公園不足地域への重点的対応

民間活力による公園の整備・維持管理

身近に親しめる公園づくりの推進

区民との協働による公園づくりの推進

区民に親しまれる水辺空間の整備 区民に親しまれる水辺空間の整備

基本計画２０１５

（２）魅力ある公園・水辺空間の形成

①区民主体の身近な公園づくり

②季節感あふれる公園づくり

③うるおいのある水辺空間づくり

基本施策

単位施策

（１）美しいまち並みの創造

①北区らしい景観の創出

②景観まちづくりの推進

③美化の推進

①魅力ある公園づくり

基本計画２０２０

基本施策

（１）美しいまち並みの創造

（２）魅力ある公園・水辺空間の形成

③うるおいのある水辺空間づくり

単位施策

①北区らしい景観の創出

②景観まちづくりの推進

③美化の推進

②区民主体の身近な公園づくり
単位施策の

並び順変更

単位施策名

変更
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3－7　持続的発展が可能なまちづくり

施策の方向 施策の方向

新エネルギー・省エネルギーの利用促進 新エネルギー・省エネルギーの利用促進

集合住宅や事業所の新エネ・省エネ化 集合住宅や事業所の新エネ・省エネ化

学校と連携した環境教育の推進

省資源・省エネルギーへの取り組み促進 省資源・省エネルギーへの取り組み促進

区内事業者の環境への取り組み支援 区内事業者の環境への取り組み支援

区有施設の省エネルギー化への取り組み 区有施設の省エネルギー化への取り組み

環境を考慮した学校施設 環境を考慮した学校施設

区立小・中学校における省エネ・インセンティブ
制度の導入

 区 立 小 ・ 中 学 校 に お け る 省 エ ネ ・ イ ン セ ン テ ィ ブ
 制度の導入

地域エネルギー有効利用等の検討 地域エネルギー有効利用等の検討

災害時に活用可能なエネルギーの検討 災害時に活用可能なエネルギーの検討

体系的な環境学習システムの構築 体系的な環境学習システムの構築

ごみゼロのまちづくりのための啓発活動・環境学
習の拡充

持続的発展可能なまちづくり・人づくりのための
啓発・学習の推進

自主的なごみ減量やリサイクル活動の支援 自主的なごみ減量やリサイクル活動の支援

多様な広報活動の推進 多様な広報活動の推進

地域特性を生かしたきめ細やかなごみ収集 地域特性を生かしたきめ細やかなごみ収集

資源回収とごみ収集の一体的運営の検討 資源回収とごみ収集の一体的運営の検討

「発生抑制」「排出抑制」の推進 「発生抑制」「排出抑制」の推進

生ごみの減量化、雑がみ分別の徹底、新たな資源
化の検討

生ごみ対策、紙類の資源化

資源回収拠点の拡大 資源回収拠点の拡大

金属資源回収システムの構築 金属資源回収システムの構築

家庭ごみ有料化の検討 家庭ごみ有料化の検討

有害廃棄物・適正困難物の適正処理の推進

災害廃棄物の処理体制の構築

事業者への排出指導の徹底

事業者の実態把握

都市・生活型公害の相談対応や情報提供 都市・生活型公害防止のための啓発・情報発信

産業型公害の監視・規制・指導の推進 産業型公害の監視・規制・指導の推進

大気、水質、騒音、振動などの状況把握 大気、水質、騒音、振動などの状況把握や情報提供

微小粒子状物質（PM2.5）への対応

新たな環境汚染問題への対応

土壌汚染のリスク管理・情報提供 土壌汚染のリスク管理

喫煙者と非喫煙者の共存

　
廃棄物の堆積による管理不全な居住家屋及び敷地
への対応

緑化の推進

（１）環境に負担の少ないライフスタイルへの転換

基本計画２０１５
基本施策

単位施策 単位施策

①再生可能エネルギー活用・省資源・省エネルギー ①再生可能エネルギー活用・省資源・省エネルギー
　への取り組み 　への取り組み

②啓発活動・環境学習の拡充 ②啓発活動・環境学習の拡充

（２）資源循環型システムの構築

①区民・事業者・区の協働による３Ｒの推進 ①区民・事業者・区の協働による３Ｒの推進

②さらなるごみの減量化 ②さらなるごみの減量化

③事業系ごみの適正処理の推進 ③ごみの適正処理の推進

（３）良好な生活環境の保全

①公害の防止・抑制 ①公害の防止・抑制

②環境汚染問題への対応 ②区を取り巻く環境の把握と保全の取組み

③緑化の推進

③喫煙者と非喫煙者が共存できる環境の創出

④廃棄物の堆積による管理不全な居住家屋及び敷地への
　対応

「３－８　自然との共生」へ移行

基本計画２０２０
基本施策

（１）環境に負担の少ないライフスタイルへの転換

（２）資源循環型システムの構築

（３）良好な生活環境の保全

事業者の実態把握と排出指導の徹底

単位施策名

変更

単位施策名

変更

単位施策新設

単位施策新設

単位施策移行
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3－8　自然との共生

施策の方向 施策の方向

生物多様性の保全 生物多様性の保全

外来種の情報を共有できるしくみの検討 外来種に関する情報発信

民間樹林等の保全支援 （２）①へ

身近にみどりとふれあう場の創出 身近にみどりとふれあう場の創出

野生生物の生息場所（ビオトープ）づくり 野生生物の生息場所づくり

野生生物を学ぶ場や機会の充実 自然環境を学ぶ場や機会の充実

小・中学校における環境教育の充実 小・中学校における環境教育の充実

野生生物情報の周知 野生生物情報の周知

河川生物生息調査結果の周知 自然環境調査の推進

公共空間の緑化の推進 公共施設や民間施設の緑化の推進

公共施設の緑化の推進 助成制度による民有地の緑化の推進

地域緑化のしくみづくり

区民の緑化のしくみづくり

重点的な地域緑化の推進 重点的な地域緑化の推進

民間緑化の支援 （２）①へ

緑化学習の提供 （１）②へ

基本計画２０１５

基本施策

単位施策 単位施策

（１）自然環境の保全・創出

①自然環境の保全・創出 ①自然環境の保全・創出

②自然観察や体験学習の充実 ②自然観察や環境学習の充実

基本計画２０２０

基本施策

（１）自然環境の保全・創出

（２）環境緑化の推進

①公共空間の緑化 ①まちなかの緑化

②地域緑化のしくみづくり ②地域緑化のしくみづくり

（２）環境緑化の推進

地域緑化のしくみづくり

単位施策名

変更

単位施策名

変更
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